全塾協議会規約新旧早見表
※条文番号の純粋な変更は除く
旧規約（条文番号）

新規約（条文番号）

第１条（定義）

第１条（定義）

この規約においては、以下の

本規約においては、以下の定

定義を用いる。

義を用いる。

一 所属団体 この規約に

一 所属団体 本規約に定

定められる方法に よ

められる方法によって

って全塾協議会に 加

全塾協議会に加盟して

盟している団体。

いる団体。

二 上部団体 前号の内、こ

二 上部団体 前号の内、本

の規約において定 め

規約において定められ

られる団体であり、全

る団体であり、全塾協

塾協議会において 議

議会において議決権を

決権を持つ団体。

持つ団体。

三 代表者 委員長、主将、

三 代表者 委員長、主将、

主幹その他各団体が定

主幹その他各団体が定

める長の地位にある

める長の地位にある

者。

者。

第２条（全塾協議会）

第２条（全塾協議会）

②全塾協議会は、事務局長が

②全塾協議会は、塾生代表が

これを代表する。

これを代表する。

③ 全塾協議会、所属団体及

③ 全塾協議会、所属団体及

びそれらに参加する者は、こ

びそれらに参加する者は、本

の規約及びその他全塾協議

規約及びその他全塾協議会

会によって定められる規則

によって定められる規則を

変更理由等

を遵守しなくてはならない。 遵守しなくてはならない。
第３条（構成）

第３条（構成）

全塾協議会は、事務局長、事

全塾協議会は塾生代表、所属

務局次長、全塾協議会事務局

団体及び事務局によって構

及び所属団体によって構成

成される。

される。
第４条（解散）

第４条（解散）

塾生による全塾協議会の解

① 全塾協議会は、全塾協議

① 全塾協議会は、全塾協議

散に関する発議の場合、議会

会の議決により解散するこ

会の議決により解散するこ

を通してではなく、必ず全塾
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とができる。

とができる。

生による投票を行う必要性

② 以下の各号に掲げる事項

② 以下の各号に掲げる事項

を無くすため。

に該当する場合は解散しな

に該当する場合は解散しな

ければならない。

ければならない。

一 全塾協議会の定例会及

一 全塾協議会の定例会及

び臨時会が、緊急の事情なく

び臨時会が、緊急の事情なく

６か月以上行われない場合。 ６か月以上行われない場合。
二 全塾協議会事務局長及び
次長が選出されなかった場
合。

二 塾生代表が選出されな
かった場合。
三

全塾協議会の解散が塾

三 全塾協議会の解散が塾生

生から発議され、それが可決

から発議され、それが可決さ

された場合。

れた場合。ただし、発

➂前項３号の発議がなされ

議の方法について第５条２

た場合、全塾生を対象とした

項及び３項を準用する。

投票を行わなければならな
い。ただし、定足数は全塾生
の１０分の１とし、過半数の
賛成を以て可決する。
④前項の投票については、全
塾協議会選挙規則を準用す
る。

なし

第５条（活動の保障等）

所属団体の活動する権限は

➀所属団体は常に全塾生の

大学ではなく、全塾協議会が

ための福利厚生の増進を図

保障している点を明記する

るための責任を負い、その限

ため。

りにおいて活動を保障され

また、２項で登記義務を明記

る。

することで上記の目的をよ

②所属団体は全塾協議会に

り実質的に遂行する。

対して登記義務を負う。
第５条（加盟及び除名）

第６条（加盟及び除名）

塾生による所属団体の加盟

① 全塾協議会への加盟及

① 全塾協議会への加盟及び

及び除名に関する発議の場

び除名の手続きは、議会の議

除名の手続きは、議会の議決

合に必ず、全塾生による投票

決によらなくてはならない。 によらなくてはならない。
② 前項の規定に関わらず、

② 前項の規定に関わらず、

全塾生の１０分の１の署名

全塾生の１０分の１の署名

を議長に提出することを以

を議長に提出することを以
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を行う必要性を無くすため。

て、 加盟及び除名を発議す

て、 加盟及び除名を発議す

ることができる。

ることができる。

③ 前項の発議がなされた場

➂ 前項の場合において、議

合、全塾生を対象とした投票

会で当該決議が否決された

を行わなければならない。

場合、第２４条２項及び３項

ただし、定足数は全塾生の１

を準用することができる。

０分の１とし、過半数の賛成
を以て可決する。
④ 前項の投票については、
選挙規則を準用する。
第７条（資格停止）

第７条（資格停止）

① 以下の各号に該当する場

① 以下の各号に該当する場

合、議会は議決によって

合、議会は議決によって

所属団体たる資格を停止

所属団体たる資格を停止

することができる。

することができる。

一 代表者の選定方法が民

一 代表者の選定方法が民

主的ではない場合。

主的ではない場合。

二 議会へ正当な理由なく

二 議会へ正当な理由なく

欠席する場合。

欠席する場合。

三 その他自治活動の本旨

三 その他自治活動の本旨

に照らして不適切な行

に照らして不適切な行

為を行っている場合。

為を行っている場合。

四 この規約、その他全塾

四 本規約、その他全塾協

協議会が定める規約ま

議会が定める規約また

たは法律に違反してい

は法律に違反している

る場合。

場合。

第８条（約款）

第８条（約款）

① 各団体は、約款、規約又

① 各団体は、約款、規約又

は規則（以下「規約」という。
） は規則（以下「規約等」とい
を定め、これに基づいて運営

う。）を定め、これに基づい

を行わなければならない。

て運営を行わなければなら

② 規約を変更した場合、全

ない。

塾協議会へ報告しなければ

② 規約等を変更した場合、

ならない。

全塾協議会へ報告しなけれ
ばならない。

第１０条（報告義務）

第１０条（報告義務）
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各団体の名称、代表者、規約

各団体の名称、代表者、規約

及びその他全塾協議会が定

等及びその他全塾協議会が

める事項を変更した場合は、 定める事項を変更した場合
速やかに全塾協議会へ報告

は、

しなければならない。

速やかに全塾協議会へ報告
しなければならない。

第１３条（福利厚生機関）

削除

福利厚生機関規約にあるの

① 以下の団体を福利厚生機

で、全塾協議会規約上での明

関とする。

記は不要。

一 應援指導部
二 共済部
三 慶早戦支援委員会
四 国際関係会
五 Student Counselors
② 福利厚生機関本部は前項
の団体を代表する。
第１４条（議長の特則）

第１４条（議長の特則）

この規約の定めに基づき、ま

本規約の定めに基づき、また

たは事故などにより議長が

は事故などにより議長がそ

その職務を行えない時は、議

の職務を行えない時は、議

長代行の選出を行わなくて

長代行の選出を行わなくて

はならない。ただし、議長代

はならない。ただし、議長代

行は当該事由の消滅により

行は当該事由の消滅により

当然失職する。

当然失職する。

第１８条（招集）

第１８条（招集）

塾生代表の解任が発議され、

① 議会の招集は、事務局長

➀ 議会の招集は、塾生代表

当該塾生代表の職務は停止

がこれを行う。ただし、

された場合（３６条➂）、議

塾生代表がこれを行えな

会を開催するため。

がこれを行う

い場合は事務局長が招集
することができる。
第１９条（定例会）

第１９条（定例会）

事務局長は、月に一度、定例

塾生代表は、月に一度、定例

会を招集しなければならな

会を招集しなければならな

い。

い。

第２０条（臨時会）

第２０条（臨時会）

① 事務局長は臨時会を招集

①塾生代表は臨時会を招集
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する。

する。

② 議員は、臨時会の招集を

② 議員は、臨時会の招集を

事務局長に請求することが

塾生代表に請求することが

できる。

できる。

③ 前項の請求があった場

③前項の請求があった場合、

合、事務局長は１４日以内に

塾生代表は 14 日以内に臨時

臨時会を招集しなければな

会を招集しなければならな

らない。

い。

第２１条（議決）

第２１条（議決）

塾生代表の解任決議を有効

① 議会の議決は、出席する

① 議会の議決は、出席する

なものにするため。

議員の全会一致による。

議員の全会一致による。

旧規約第２１条➂は全塾生

② 議会の議決には、事務局

② 議会の議決には、塾生代

の代表としての正当性を軽

長の承認を要し、これを事務

表の承認を要し、これを塾生

視しているため、削除。

局長が拒否する場合は議決

代表が拒否する場合は議決

は成立しない。

は成立しない。

③事務局長が議会に出席し

ただし、塾生代表が議案に対

ていない場合、事務局長が指

して特別な利害関係を持つ

名するものに前項の承認を

場合は塾生代表による拒否

代行させることができる。

は認められない。

④ 議案に対して特別な利害

➂ 議案に対して特別な利害

関係を持つ議員は、その議案

関係を持つ議員は、その議案

の協議及び議決に参加する

の協議及び議決に参加する

ことはできない。

ことができない。

第２２条（緊急執行）

第２２条（緊急執行）

① 緊急の課題で議会の開催

① 緊急の課題で議会の開催

を待つことができないとき、 を待つことができないとき、
各団体の責任において議決

各団体の責任において議決

が必要な事案を執行するこ

が必要な事案を執行するこ

とができる。ただし事務局長

とができる。ただし、塾生代

の事前の承認を必要とする。 表の事前の承認を必要とす
② 前項の場合、事務局長は、 る。
その執行の後初めに招集さ

② 前項の場合、塾生代表は、

れた議会において承認を得

その執行の後初めに招集さ

ることを要する。

れた議会において承認をえ

③ 前項の場合において、必

ることを要する。

要なときは、議会において議

③ 前項の場合において、必
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長は緊急執行をした団体に

要なときは、議会において議

説明を求めることができる。 長は緊急執行をした団体に
第２３条（議事の提出）

説明を求めることができる。

① 議事の提出は、議長に対

第２４条（議事の提出）

し、事務局長、事務局次長、 ① 議事の提出は、議長に対
上部団体及び所属団体がこ

し、塾生代表、所属団体

れを行うことができる。ただ

及び事務局がこれを行うこ

し、事前に行わなければなら

とができる。ただし、事前に

ない。

行わなければならない。

第２４条（塾生による発議） 第２４条（塾生による発議）
① 前条の規定に関わらず、

① 前条の規定に関わらず、

塾生は、全塾生の１００分の

塾生は、全塾生の１００分の

１の署名を以て、議長に対

１の署名を以て、議長に対

して議事を提出することが

して議事を提出することが

できる。ただし、この規約に

できる。ただし、本規約に特

特別の定めがある場合は、こ

別の定めがある場合は、この

の限りでない。

限りでない。

④ 前項の投票の方法につい

④前項の投票の方法につい

て、本条に定めるほかは、全

て、本条に定めるほかは、選

塾協議会選挙規約に準ずる。 挙規則に準ずる。
第２６条（議会の成立）

第２６条（議会の成立）

運営者である事務局長も明

定例会及び臨時会は、以下の

定例会及び臨時会は、以下の

記。

出席を以て成立する。

出席を以て成立する。

一 事務局長又は事務局次長

一 塾生代表

二 上部団体代表者の３分の

二 上部団体代表者の３分

２以上

の２以上
三 事務局長

第２７条（議事録）

第２７条（議事録）

事務局が議会運営の常設機

① 議会は、議事録を公開し

① 議会は、議事録を公開し

関として、議事録の作成を行

なくてはならない。

なくてはならない。

う。

② 議事録は、議会に指名さ

② 議事録は、事務局員が作

れた議事録作成人が作成す

成する。

る。

③ 議長は、議事録を真正な

③ 議長は、議事録を真正な

ものと認める場合、議事録に

ものと認める場合、議事録に

署名しなくてはならない。

署名しなくてはならない。

④ 前項の署名がなければ、
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④ 前項の署名がなければ、

議事録は成立しない。

議事録は成立しない。
第 4 章（塾生代表）
第 1 節（塾生代表）
第２９条（塾生代表）
全塾協議会は、塾生代表を置
く。
第３０条（事務局長の職務） 第３０条（塾生代表の職務） 旧規約における事務局長の
事務局長は全塾協議会を代

➀塾生代表は全塾協議会を

権限のうち、監査機能と執行

表し全塾生の利益のために

代表し全塾生の利益のため

機能の２点のみを除き塾生

以下各号の職務を行なう。

に以下各号の職務を行う。

代表が行う。

一 議会の決議案に対する承

一

認、または拒否。

議会の決議案に対す

ただし、塾生代表の職務を事

る承認、又は拒否。

務局に委託することを可能

二 上部団体及び特別委員会

二 所属団体、特別委員会

とすることで円滑な全塾協

に属さない公認団体の意見

に属さな い公認団体

議会の運営を保障する。ま

の集約。

及び塾生 の意見の集

た、ここに書かれていない塾

三 予算配分の業務。

約

生代表の職務（大学外部との

四 監査に関する資料の作

三 予算配分の業務

交渉など）も委託できる解釈

成。

四

を望む。

五 緊急執行に関する事前の
承認。

前の承認
五

六 所属団体の活動の監督、
助言。

緊急執行に関する事
所属団体の活動の監
督、助言

六 その他自治活動に必

七 議会の議決の執行。

要と思われる業務

八 その他自治活動に必要と

②塾生代表は事務局に職務

思われる業務。

を委託することができる。た
だし、前項１号及び４号は認
められない。

第３１条（事務局次長の職

削除

務）
① 事務局次長は事務局長の
職務を補佐する。
② 事務局次長は以下の各号
にあたる場合には事務局長
の職務を代行する。
一 事務局長が死亡等によ
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り学籍を失った場合。
二 事務局長が病気等によ
りその職務を遂行でき
なくなった場合。
三 その他職務を行うこと
が困難な場合
第３２条（事務局長及び事務

第３１条（塾生代表の

公平な全塾協議会の代表者

局次長の他の職務の兼任の

他の職務の兼任の禁止）

を擁立するため。

禁止）

塾生代表は所属団体を代表

事務局長・事務局員との兼任

事務局長及び事務局次長は

する役職を兼任してはなら

の禁止規定は４０条で明記。

上部団体を代表する役職を

ない。

兼任してはならない。
第３２条（選出）
① 塾生代表の選出は、全学
部生の選挙を以てこれを行
なう。
② 選挙の方法については別
に選挙規則を以てこれを定
める。
第３３条（任期）
塾生代表の任期は選出の日
より１年以内とし、選挙によ
って塾生代表が選出された
場合、次の議会において失職
する。
ただし、なんらかの理由で後
任の塾生代表が選任されな
い時、半年を限度として任期
を延長する。
第３５条（解任）

第３４条（解任）

旧規約では事務局長が解任

① 事務局長及び事務局次長

① 塾生代表の解任につい

されるには、必ず全塾生によ

の解任について、第５条２項

て、第７条１項を準用する。 る投票を要したが、新規約で

ないし４項を準用する。

② 前項の規定に関わらず、

は限られた場合（７条➀）に

② 前項によって事務局長及

塾生代表の解任について、第

おいて、議会による決議によ

び事務局次長の解任が発議

６条 2 項及び 3 項を準用す

って解任可能となる。

された場合には、当該事務局

る。

※唯一、選挙により正当性を
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長及び事務局次長の職務は

➂ 前１項及び２項の規定に

持つ塾生代表の解任決議の

停止される。

より塾生代表の解任が発議

乱用を避ける必要性を望む。

③ 前項の信任投票の結果、

された場合には、当該塾生代

事務局長及び事務局次長の

表の職務は停止される。

解任が否決された場合には、 ④ 前項の塾生代表の解任が
当該事務局長及び事務局次

否決された場合には、当該塾

長はその職務に復帰する。

生代表はその職務に復帰す

④ 前２項により事務局長が

る。

職務をとれない間に、議会の

⑤ 前２項により塾生代表が

議決を要する緊急の事案が

職務をとれない間に、議会の

あった場合、その議決は承認

議決を要する緊急の事案が

を要さない。ただし、事後に

あった場合、その議決は承認

事務局長の承認を得る

を要さない。ただし、事後に

ことを要する。

塾生代表の承認を得ること

⑤ 事務局長が解任された場

を要する。

合、直ちに選挙を行わなけれ

⑥ 塾生代表が解任された場

ばならない。

合、直ちに選挙を行わなけれ
ばならない。
第５章（執行機関）
第１節（事務局）

第３６条（事務局）

第３５条（事務局）

① 全塾協議会は、その執行

① 全塾協議会は、その執行

機関として全塾協議会事務

機関として全塾協議会事務

局をおく。

局をおく。

② 事務局の住所は東京都港

② 事務局の住所は東京都港

区三田２丁目１５番４５号

区三田２丁目１５番４５号

慶應義塾大学三田キャンパ

慶應義塾大学三田キャンパ

ス 西校舎学生団体ルーム内

ス 西校舎学生団体ルーム内

とする。

とする。

第２９条（事務局長・次長） ➂事務局は、事務局長がこれ
全塾協議会は、事務局長及び

を代表とする。

次長を置く。
第３０条（事務局長の職務） 第３６条（事務局の職務）
事務局長は全塾協議会を代

事務局は全塾協議会の執行

表し全塾生の利益のために

機関として以下各号の職務

以下各号の職務を行なう。

を行なう。
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一 議会の決議案に対する承
認、または拒否。
二 上部団体及び特別委員会
に属さない公認団体の意
見の集約。
三 予算配分の業務。
四 監査に関する資料の作
成。

一 監査に関する資料の作
成。
二 議会の議決の執行。
三 議会の議事内容に関す
る、全学部生への広報、
自治活動に関する啓発。
四 その他、塾生代表の職務
の補佐。

五 緊急執行に関する事前の
承認。
六 所属団体の活動の監督、
助言。
七 議会の議決の執行。
八 その他自治活動に必要と
思われる業務。
第３７条（事務局の職務）
事務局は全学部生の利益の
ために以下各号の職務を行
なう。
一 第３０条各号に定める職
務に関する事務。
二 議会の議事内容に関す
る、全学部生への広報、
自治活動に関する啓発。
三 その他、事務局長及び事
務局次長の職務の補佐。
第３８条（構成）

第３７条（構成）

① 事務局は事務局長によっ

① 事務局は事務局長及び事

て承認された者を以て構成

務局長によって承認された

される。

事務局員によって構成され

② 事務局長は、事務局員に

る。

変動があった場合、全塾協議

② 事務局長は、事務局員に

会に報告しなくてはならな

変動があった場合、全塾協議

い。

会に報告しなくてはならな
い。

第３２条（事務局長及び事務

第３８条（事務局長及び事務
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局次長の他の職務の兼任の

局員の他の職務の兼任の禁

禁止）

止）

事務局長及び事務局次長は

事務局長及び事務局員は塾

上部団体を代表する役職を

生代表及び所属団体を代表

兼任してはならない。

する役職を兼任してはなら
ない。
第３９条（事務局長の選出） 所属団体と同様の方法。
事務局長は事務局員の互選
により推薦され、議会の議
決を以て選出される。

第４５条（配分）

第４６条（配分）

※議会が解散された際に、適

全塾協議会の収入は議会の

全塾協議会の収入は議会の

用されるかは議論の余地を

議決を経て事務局、所属団体

議決を経て所属団体、特別委

残す。

及び特別委員会に配分され

員会及び事務局に配分され

る。

る。
ただし、所属団体たる資格が
停止された場合、所属団体に
配分された収入はすべて全
塾協議会に返金する。

第４６条（予算及び決算）

第４７条（決算及び予算）

① 事務局、所属団体及び特

①所属団体、特別委員会及び

別委員会は、全塾協議会に対

事務局は、全塾協議会に対

し、年に一度予算を提出し

し、年に一度決算を報告しな

なければならない。

ければならない。

② 事務局、所属団体及び特

②所属団体、特別委員会及び

別委員会は、全塾協議会に対

事務局は、全塾協議会に対

し、年に一度決算を報告し

し、年に一度予算を提出しな

なければならない。

ければならない。
第４９条（公開）
全塾協議会の前年度収支決
算は公開しなければならな
い。
ただし、特別の理由が存する
ときは、上部団体の全会一致
でこれを非公開とすること
ができる。
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第４７条（監査）

第４８条（監査）

自治会費交付金のみならず、

① 全塾協議会より直接配分

① 所属団体、特別委員会及

独自財源の決算報告も監査

を受けた団体の前年度収支

び事務局の前年度収支決算

対象となる解釈余地を残す。

決算監査に関しては全塾協

監査に関しては全塾協議会

※現状でも、財務会計規則上

議 会がこれを行なう。

がこれを行なう。

で独自財源も監査対象であ
ることを明記。

第４８条（罰則）

第５０条（罰則）

特別委員会の明記は無いが、

① この規約その他全塾協議

① 本規約その他全塾協議会

もちろん適用されると解さ

会の規約に反した場合、全塾

の規約に反した場合、塾生代

れる。

協議会事務局、所属団体又

表、所属団体、事務局又はそ

処分規則には、明記あり。

はそれらの構成員に対して、 れらの構成員に対して、指
指導、訓戒その他の処分を科

導、訓戒その他の処分を科す

すことができる。

ことができる。

② 前項の処分は事務局長が

② 前項の処分は塾生代表が

これを執行する。

これを執行する。ただし、塾
生代表が処分対象の場合、事
務局長がこれを執行する。
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