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全塾協議会事務局

全塾協議会規約第27条第1項に基づき、平成28年11月22日に開催された全塾協議会の議事録を公開する。
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名称
場所

議事概要記録
平成28年11月期全塾協議会
三田キャンパス 南校舎 422教室
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日時

平成28年11月22日 18:37～20:43

事務局長,事務局次長

出席者

文化団体連盟、体育会本部、全国慶應学生会連盟、全塾ゼミナール委員会、四谷自治会、芝学友会、福利厚生
機関
全塾協議会事務局 16名
議案提出者 7名

事務局長 髙井康佑
事務局次長 大西敬也
文化団体連盟：文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長 代理 谷口理文
体育会本部：体育会本部 主幹 代理 川島友花里
全国慶應学生会連盟：全国慶應学生会連盟常任委員会 常任委員長 大庭集平
全塾ゼミナール委員会：全塾ゼミナール委員会 委員長 八木洋樹
四谷自治会：四谷自治会 会長 友岡領
出席者詳細 芝学友会：芝学友会 会長 中込愛
福利厚生機関：福利厚生機関本部 代表 代理 井上覚太
事務局：局長室長 北尾成美、広報部長 丹羽直也 他１2名
議案提出者: 商学部ゼミナール委員会、法学部法律学科ゼミナール委員会、應援指導部、矢上祭実行委員会、全
塾ゼミナール委員会、全塾協議会事務局

次第

1,開会宣言
2,事務局長挨拶
3,定足数確認
4,配布資料の確認
5,前回議事録の確認
6,議長の指名
7,議事録作成人の指名
8,報告事項
(1)事務局報告
①事務局長報告
②総務部報告
③財務部報告
④広報部報告
⑤企画部報告
(2)その他

担当・議案提出者
事務局次長 大西敬也
事務局長 髙井康佑
局長室長 北尾成美
全塾協議会 議長 大庭集平

事務局長 髙井康佑
総務部長代理 上原悠暉
財務部長 山崎孔敬
広報部長 丹羽直也
企画部長 代理 三浦和記
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9,協議事項
①商学部ゼミナール委員会の独自財源特別支出承認申請
②法学部法律学科ゼミナール委員会の独自財源特別支出承認申請

次第

③應援指導部の特別支出承認申請
④矢上祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
⑤矢上祭実行委員会の代交代承認申請
⑥全塾ゼミナール委員会の独自財源特別支出承認申請
⑦全塾協議会事務局の規約改正承認申請
⑧全塾協議会財務会計規則の改正に係る審議
⑨平成28年度全塾協議会補正予算に係る審議
⑩平成28年度 監査報告について
⑪平成28年度 園遊会の開催に係る審議
⑫その他
10,連絡事項
①次回全塾協議会の日程
11,閉会宣言
内容
①商学部ゼミナール委員会の独自財源特別支出承認申請
②法学部法律学科ゼミナール委員会の独自財源特別支出承認申請

議決事項

③應援指導部の特別支出承認申請
④矢上祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
⑤矢上祭実行委員会の代交代承認申請
⑥全塾ゼミナール委員会の独自財源特別支出承認申請
⑦全塾協議会事務局の規約改正承認申請
⑧全塾協議会財務会計規則の改正に係る審議
⑨平成28年度全塾協議会補正予算に係る審議

商学部ゼミナール委員会 財務 平川茉利花
法学部法律学科ゼミナール委員会 代表 山本天耶

應援指導部 会計 井上覚太
矢上祭実行委員会 財務 中島捷
矢上祭実行委員会 委員長 坂出壮伸
全塾ゼミナール委員会 委員長 八木洋樹
全塾協議会 事務局長 髙井康佑
全塾協議会 事務局長 髙井康佑
事務局長 髙井康佑
事務局長 髙井康佑
事務局長 髙井康佑

局長室長 北尾成美
事務局次長 大西敬也
番号
可決（修正案） 86号
可決（修正案） 87号
可決
88号
可決（修正案） 89号
可決
90号
91号
可決
可決
92号
可決
93号
94号
可決

平成28年11月30日 議事録作成
議事録作成人

全塾協議会事務局

野々口 華子

この議事録が正確であることを証する。
全塾協議会事務局長
全塾協議会事務局次長
全塾協議会 議長

髙井 康佑
大西 敬也

大庭 集平

印
印
印

印
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内容（詳細）

事務局次長 大西敬也が開会を宣し、事務局長 髙井康佑の挨拶の後、局長室長 北尾成美より定
足数を満たしたことが発表され、本会の成立が確認された。
局長室長 北尾成美が、既に配布された資料の確認を行なった。
局長室長 北尾成美は、全塾協議会規約第16条に基づき議長の選任方法を諮ったところ、満場一
致を以って全国慶應学生会連盟委員会常任委員長 大庭集平が議長に選任された。
議長は、議事録作成人として事務局総務部を指名し、上部団体の賛成を得た。
（１）事務局からの業務報告
①総務部報告
登記書類、および団体情報の提出を求め、所属団体の協力に感謝を述べた。
②財務部報告
財務管理手引きの改正を進めている旨、及び帳簿講習会を12月16日に日吉キャンパスにて、同月
17日に三田キャンパスにて開催する旨を報告した。
③広報部報告
全塾協議会の宣伝を継続的にSNSに掲載する旨、全塾協議会のウェブサイトにて塾生代表の説明
を行う旨を報告した。
④企画部報告
所属団体へのヒアリングを引き続き実施している旨、及び全塾協議会の成り立ちについて年表を作
成している旨を報告した。

(1)商学部ゼミナール委員会の独自財源特別支出承認申請
商学部ゼミナール委員会より、独自財源特別支出事後承認申請が上程された。その内容はバレー
ボール大会のための交通費43,000円である。バレーボール大会において優勝したゼミに3万円、準優
勝ゼミに1万円、3位のゼミに3,000円の商品券を贈呈、大会の直前になるまで金額が分からなかった
ために事後申請となったとの説明があった。文化団体連盟本部より、交通費として申請しているが贈
答品費の誤りではないかと質問があり、担当者は贈答品費に修正すると回答した。
全塾協議会は修正案を承認したうえで、これを全会一致で可決し、事務局長髙井康佑は本決議を
承認した。
9,協議事項

(2)法学部法律学科ゼミナール委員会の独自財源特別支出承認申請
法学部法律学科より独自財源特別支出承認申請が上程された。その内容は交通費として315,106
円である。事務局長より、支出詳細について交通費ではない項目があるため、それらについて説明す
るようにとの指摘があり、担当者は各項目について説明した。これを受けて事務局長は、所属団体へ
の支出と交通費は別項目であるため、改めてそのほかの項目については申請するように求めた。担
当者は交通費 30,346円のみの申請に修正すると回答した。
全塾協議会は修正案を承認したうえで、これを全会一致で可決し、事務局長髙井康佑は本決議を
承認した。
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(3)應援指導部の特別支出承認申請
應援指導部より特別支出承認申請が上程された。その内容は独自財源より①夏合宿前練習の給水
用飲料代(5本) 1,613円、②リーダー部正部員Tシャツ代（8名×2枚） 49,600円、③リーダー部軽装時
に使用するワッペン、ワッペンパンチ代(ワッペン80枚、ワッペンパンチ1式) 116,208円、 ④リーダー
部応援時軽装シャツ代(33名×2枚)141,845円、⑤関係店舗への夏合宿お土産代8,300円(830円×10
店舗)、⑥東京六大学野球秋季リーグ戦氷代11,685円、⑦早稲田マラソンにて使用するスポーツドリン
ク、氷代1,542円、⑧東京六大学野球秋季リーグ戦スポーツドリンク、粉末代48,689円、⑨遠方渉外活
動交通費6,648円、⑩正部員腕章代111,780円(50枚)、⑪正部員バッジ代64,260円(100個)、⑫春季
リーグ戦5月分撮影費150,000円、⑬9東京六大学野球秋季リーグ開催線学生無料招待企画應援指
導部負担分、⑭慶早戦打ち合わせ会議飲食代96,000円、⑮慶早戦設営日弁当代48,980円、⑯秋季
山食納会飲食代400,000円、交付金財源より⑰8/31春の慶早戦放送研究会PA借用費195,720円、⑱
9/28無線工学研究会音響機材、消耗品代10,592円、⑲10/21慶早戦チケット郵送に使用した切手代
164円、⑳11/4自動車部秋季慶早戦器財運搬代90,000円である。また、定演会計からは独自財源よ
り定期演奏会各種書類郵送用の切手代の申請、吹奏楽団会計からは独自財源より①秋季合宿音楽
指導料133,000 円(音楽指導料20,000 円×6 日分、交通費10,000 円、ガソリン代3,000 円)、②定期
演奏会指揮代100,000 円、③11~12月音楽指導料 5,000円(1,000 円×5 回)、④杉山先生夏季合宿
宿泊代として45,220 円(宿泊費 7,000 円×6 日、最終日朝食代720 円、納会費2,000 円、バーベ
キュー代500 円)、⑤杉山先生秋季合宿宿泊代として36,180 円(宿泊費 7,020 円×5 日、納会費
1,080 円)、⑥10 月分渉外部員還元金として35,000 円(1,000 円×35 人)、および人件費、飲料費に
係る事後申請が上程された。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、事務局長髙井康佑は本決議を承認した。

9,協議事項

(4)矢上祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
矢上祭実行委員会より独自財源特別支出承認申請が上程された。その内容は①くじ引き企画の景
品代30,000円、②各企画出演者への接待費15,000円、③ステージ企画の賞品代50,000円である。
事務局長より、②について飲食費が含まれているかという質問があり、担当者は②には飲食費が含ま
れていると回答した。これに対し、事務局長は②の接待費を飲食費に修正するよう要求し、担当者は
修正した。
全塾協議会は修正案を承認したうえで、これを全会一致で可決し、事務局長髙井康佑は本決議を
承認した。
(5)矢上祭実行委員会の代交代承認申請
矢上祭実行委員会より代交代承認申請が上程された。その内容は、11月4日に矢上にて全体会議
を行い、第18回矢上祭実行委員会代交代を終了したというものである。また、第18回矢上祭実行委
員会委員長と財務による挨拶があり、近年来場者数が減っているため変革を行いたいと述べた。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、事務局長髙井康佑は本決議を承認した。
(６)全塾ゼミナール委員会の独自次元特別支出承認申請
全塾ゼミナール委員会より独自財源特別支出承認申請が上程された。その内容は①交通費10,000
円、②交通費10,000円、③飲食費6,000円である。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、事務局長髙井康佑は本決議を承認した。
(7)全塾協議会事務局の規約改正承認申請
全塾協議会事務局より規約改正承認申請が上程された。事務局次長より、①事務局長の選出方法
（第2章第4条②）、②事務局長の兼任禁止（第3章第6条)、③登記について明記した点(第8章第26
条）が改正前と大きく異なると説明があった。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、事務局長 髙井康佑は本決議を承認した。
(8)全塾協議会財務会計規則の改正に係る審議
全塾協議会より財務会計規則の改正に係る審議が上程された。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、事務局長 髙井康佑は本決議を承認した。
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(9)平成 28 年度全塾協議会補正予算に係る審議
①秋祭実行委員会
秋祭実行委員会より、決算報告書、収入一覧の修正したもの、不足していた銀行通帳複写添付書
および予算案が上程された。担当者より、上程が大幅に遅れた理由について、本年8月ごろから委員
長・副委員長と連絡が取れなくなっていた旨の説明があった。事務局長より、交付金は減額したが、
次年度秋祭を運営するにあたってやむを得ない場合には次年度の全塾協議会代表と相談するように
との説明がなされた。
②應援指導部
應援指導部より、平成27年度交付金会計における不適切な出金の処理について説明がなされた。
また、事務局長より、應援指導部の自治会費の使途に関して、学生団体への出金を止めるように要請
した。
③塾生会館運営委員会
塾生会館運営委員会より、平成27年度塾生会館運営委員会の財務支出について説明があった。
担当者より、修正した決算報告書に関して、夏季リーダーズキャンプの後に全塾協議会事務局財務
部と相談した金額である旨の説明がなされた。事務局長より、交付金の使途不明金は独自財源から
補てんした旨の説明があった。
また、締め日について訂正があり、「平成28年度10月1日」から「平成28年度3月31日」に訂正され
た。担当者より、今後の通帳や鍵の管理、財務の選出方法について説明がなされた。

9,協議事項

以上の審議を踏まえ、全塾協議会は平成28年度自治会費予算報告書支出部門のうち交 付金会計
の内訳を協議した。その結果、全塾協議会 920,000円、全国慶應学生会連盟 380,000円、全塾ゼミ
ナール委員会 0円、体育会本部 2,350,000円、文化団体連盟 2,800,000円、四谷自治会 780,000
円、芝学友会 1,300,000円、慶援指導部 3,350,000円、共済部 0円、慶早戦支援委員会 270,000円、
国際関係会 1,600,000円、Student Counselors 131,000円、園遊会実行委員会 0円、オリエンテーショ
ン実行委員会 0円、塾生会館運営委員会 80,000円、卒業アルバム委員会 0円、三田祭実行委員会
1,450,000円、矢上祭実行委員会 1,400,000円、四谷祭実行委員会1,080,000円、秋祭実行委員会
300,0000円に決定した。引当金として選挙管理委員会に2,200,000円。特別会計枠申請額合計は
1,110,000円である。以上を踏まえ、交付金合計 18,191,000 円、交付金支出総額 21,501,000円、次
年度繰越金 6,406,262円、年度収支 -66,750円となった。
全塾協議会は平成28年度全塾協議会補正予算案を修正案として全会一致で可決し、事務局長髙
井康佑は本決議を承認した。
(10)平成28年度 監査報告について
①全塾ゼミナール委員会
全塾ゼミナール委員会より、新会計管理体制の提案について説明があった。内容は、1.各全ゼミ委
員に対する制度、2.財務責任者に対する制度、3.全ゼミ組織に対する制度の3点の対策を講じること
により、不適切な目的で経費を使用することを防ぐ目的であるという提案である。
②人間科学専攻ゼミナール委員会
人間科学専攻ゼミナール委員会より、決算報告書が上程された。
③卒業アルバム委員会
事務局次長より、卒業アルバム委員会について、アルバム発注数と売り上げ額が不明である旨の連
絡があったと説明がなされた。事務局長より、卒業アルバム委員会は毎年資料が揃わないため、新三
年生が財務を担当するべきではとの提案がなされ、議員もこれに同意した。
④2015年度財務監査報告書の公開について
事務局次長より、2015年度財務監査報告書の公開に向けて、一般塾生向けの監査報告書を作成し
ている説明がなされた。事務局長より、財務監査報告書には決算報告書も載せる可能性があると説
明がなされた。
(11)平成28年度 園遊会の開催に係る審議
事務局長より、卒業準備委員会は全塾協議会が負債を含め権限を引き継いだ旨の説明がなされ
た。その上で、卒業式に際し、中庭にステージを設営して催しを行いたいと考えていると話した。福利
厚生機関本部より、四年生は卒業式当日の出演は厳しいため、三年生以下が出演するべきではない
かとの提案がなされた。塾生の要望を図るためにもアンケートを実施することが決まった。

10,連絡事項
11,閉会宣言

(1)次回全塾協議会の日程
事務局長 髙井康佑は、全塾協議会規約第19条に基づき次回全塾協議会日程について諮ったとこ
ろ、満場一致を以って、次回全塾協議会を平成28年12月23日に開催することを決定した。
事務局次長 大西敬也 が閉会を宣し、20:43に閉会した。

