平成 24 年度 5 月定期学生大会
日

時

平成 24 年 5 月 10 日（木）

会

場

東京電機大学理工学部

13:30～14:55

本館プレゼンテーションホール
議

題 （1）議長団の承認
（2）執行委員会の承認
（3）平成 24 年度自治会基本活動方針の報告
（4）平成 23 年度自治会決算報告書の承認
（5）平成 24 年度自治会予算請求書の承認
（6）東京電機大学理工学部自治会各規約改訂の報告
（7）東京電機大学理工学部自治会規約改訂の承認
(8）自治会費改正に関する報告と賛否
（9）その他

実出席者数 290 名
委任状数

989 名

執行委員会

：それではお時間となりましたので始めたいと思います。ただい
まより司会進行を務めさせていただく執行委員会副委員長の
千葉慎子と申します。よろしくお願いします。まず、お手元に
4 部の資料が配布されているか確認したいと思います。平成 23
年度決算報告書、平成 24 年度予算請求書、東京電機大学理工
学部自治会新規約集、旧規約集が全てあることを確認してくだ
さい。ない方は挙手をお願いします。資料の確認が終了いたし
ましたので、今から学生大会に関する諸注意に移りたいと思い
ます。自治会規約細則第 1 章第 7 条、第 8 条に則り学生大会を
開催するに当たり、いくつかお願いがあります。議長が発言を
許可しない限り、どんな些細なことであって発言しないで下さ
い。また、誹謗中傷などの行為、暴力などはやめてください。
このような行為をいたしますと、議事進行の妨げになると判断
し、退場していただく場合がございます。円滑な学生大会の進
行にご協力いただきますようお願いいたします。それではこれ
より平成 24 年度定期学生大会を始めたいと思います。まず始
めに出席者数の確認を行いたいと思います。係の者が出席者数
を計りますので、ご着席されたままお待ちください。集計が終
わりましたのでご報告いたします。本日の学生大会の実出席者
数は 290 名、提出された委任状の総数は 989 枚でしたので、出
席者数は 1279 名、実出席者数は 290 名以上でしたので、今回
の学生大会は本議決となります。それでは本日の学生大会の議
題について紹介したいと思います。議題 1．議長団の承認、議
題 2．自治会執行委員会の承認、議題 3．平成 24 年度自治会基
本活動方針の報告、議題 4．平成 23 年度決算報告書の承認、議
題 5．平成 24 年度予算請求書の承認、議題 6．東京電機大学理
工学部自治会規約集改訂の報告、議題 7．東京電機大学理工学
部自治会規約集改訂の承認、議題 8．自治会費改正に関する報
告と賛否、議題 9．その他となっております。それでは議題 1．
議長団の承認。議長団の方お願いします。

議長団

：平成 24 年度議長団議長を務めさせていただきます 10RT107 長
島卓也です。よろしくお願いします。同じく副議長を務めさせ
ていただきます 11RU101 間正卓磨です。よろしくお願いします。
同じく書記を務めさせていただきます 11RU411 榎本大貴です。

よろしくお願いします。同じく書記を務めさせていただきます
11RU085 西井修吾です。よろしくお願いします。以上です、承
認の方お願いします。
執行委員会

：それではただいまの議題について質問がある方は挙手をお願い
します。いないようですので、承認に移りたいと思います。た
だいまの 4 名を議長団として承認される方は挙手をお願いしま
す。集計が終わるまで手を挙げたままでお待ちください。手を
下ろしてくださって結構です。集計いたしますので少々お待ち
ください。集計が終わりましたのでご報告いたします。ただい
まの議題、実出席者数 290 名、承認数 271 名で過半数を超えま
したのでただいまの議題は承認されました。

議長

：承認の方をしていただきありがとうございます。それでは議題
2．自治会執行委員会の承認。執行委員会の方お願いします。

執行委員会

：これより東京電機大学理工学部自治会第 36 期執行委員会の紹
介をさせていただきます。私は東京電機大学理工学部自治会第
36 期執行委員会委員長を務めさせていただきます、3 年情報シ
ステムデザイン学系の大山龍馬です。よろしくお願いします。
同じく副委員長を務めさせていただきます、3 年建築都市環境
学系の千葉慎子です。よろしくお願いします。同じく書記長を
務めさせていただきます、3 年電気機械工学系の兼重裕大です。
よろしくお願いします。同じく情報宣伝局局長を務めさせてい
ただきます、3 年理学系の水野亮です。よろしくお願いします。
同じく Web 局局長を務めさせていただきます、3 年情報システ
ムデザイン学系の小澤優太です。よろしくお願いします。同じ
く会計局局長兼学生自治会会計を務めさせていただきます、3
年情報システムデザイン学系の上村拓也です。よろしくお願い
します。同じく総務局局長を務めさせていただきます、3 年情
報システムデザイン学系の井上周です。よろしくお願いします。
同じく渉外局局長を務めさせていただきます。3 年生命理工学
系の浅井麻衣です。よろしくお願いします。では、議長。承認
の方をよろしくお願いします。

議長

：ただいまの議題について意見、質問がある方は挙手をお願いし
ます。いないようなので執行委員会の承認に移ります。第 36
期執行委員会を承認される方は挙手をお願いします。手を下ろ
してくださって結構です。実出席者数 290 名、承認数 261 名で
過半数を超えましたので、第 36 期執行委員会は承認されまし
た。

執行委員会

：ありがとうございます。

議長

：続きまして、議題 3．平成 24 年度自治会基本活動方針の報告。
執行委員会の方お願いします。

執行委員会

：執行委員会委員長の大山です。平成 24 年度自治会基本活動方
針は昨年度に引き続き規約の周知徹底といたしました。これは
皆様に自治会規約の再確認をしていただき、自治会員として自
治会規約を守り円滑に学内、学外で活動をしてもらうため、ま
た、トラブルの際に誤った対処を取らないためにも、この活動
方針を継続しようと考えております。以上です。

議長

：ただいまの議題について意見、質問がある方は挙手をお願いし
ます。いないようなので、平成 24 年度自治会基本活動方針の
報告を終了します。

執行委員会

：ありがとうございました。

議長

：続きまして議題 4．平成 23 年度決算報告書の承認。平成 24 年
度会計監査委員会の方、監査報告をお願いします。

会計監査委員会

：東京電機大学理工学部自治会会計監査委員会委員長の梶原翔で
す。平成 23 年度決算報告書の承認のため議題に挙げさせてい
ただきました。議長、資料に目を通す時間を 5 分ほどいただき
たいのですがよろしいでしょうか。

議長

：許可します。それでは、今から 5 分時間をとりますので、資料
の方に目を通してください。時間となりましたので資料に目を
通すことをおやめください。ただいまの議題について意見、質

問がある方は挙手をお願いします。いないようなので、承認に
移ります。平成 23 年度決算報告書を承認される方は挙手をお
願いします。手を下ろしてくださって結構です。集計いたしま
すので少々お待ちください。実出席者数 287 名、承認数 238 名
で過半数を超えましたので決算報告書は承認されました。
会計監査委員会

：ありがとうございます。

議長

：続きまして、議題 5．平成 24 年度予算請求書の承認。予算審議
委員会の方お願いします。

予算審議委員会

：東京電機大学理工学部自治会予算審議委員会委員長の秋野です。
平成 24 年度予算請求書の承認のため議題に挙げさせていただ
きました。議長、資料に目を通す時間を 5 分ほどいただきたい
のですがよろしいでしょうか。

議長

：許可します。それでは今から 5 分時間取りますので資料の方
に目を通してください。時間となりましたので資料に目を通す
ことをおやめください。ただいまの議題について意見、質問が
ある方は挙手をお願いします。平成 24 年度予算請求書を承認
される方は挙手をお願いします。手を下ろしてくださって結構
です。実出席者数 287 名、承認数 224 名で過半数を超えました
ので、平成 24 年度予算請求書は承認されました。

予算審議委員会

：ありがとうございました。

議長

：続きまして議題 6．東京電機大学理工学部自治会規約集改訂の
報告。執行委員会の方お願いします。

執行委員会

：執行委員会委員長の大山です。まずお手元の東京電機大学自治
会規約集が 2 種類あるかご確認ください。背表紙が白紙で右下
に 5 月 10 日と印が押されている方が 24 年度最新版となってお
り、本会議では新規約と呼ばせていただきます。もう一方が 23
年度版となり、旧規約と呼ばせていただきます。それでは、報
告に移ります。東京電機大学理工学部自治会規約細則の 8 ペー
ジ第 9 条の執行委員を執行委員会に新規約では変更いたしまし

た。また、旧規約では 9 ページ第 29 条をこのままでは位置が
不適切であると判断したため、新規約では第 11 条に移動しま
した。同じく 9 ページ第 26 条の部会本部を部会本部構成員に
変更いたしました。58 ページの東京電機大学理工学部自治会予
算審議委員会規約第 2 章第 1 節第 4 条①、②を新規約では 4 条、
5 条に分割しました。63 ページ東京電機大学理工学部自治会会
計監査委員会規約付則の本規約の最高解釈は会計監査委員会
委員長としました。64 ページ東京電機大学理工学部自治会選挙
管理委員会規約第 2 章を機関から役員に変更いたしました。次
に、同ページ第 5 条本会役員は選挙管理委員の中より選出され
なければならないと変更いたしました。同ページ第 11 条を本
会は役員の 10 分の 1 以上の解任請求署名があれば不信任投票
を行わなければならない、から、本会は自治委員の 10 分の 1
以上の解任請求署名があれば不信任投票を行い、自治会員の過
半数が不信任の場合解任とする、に変更いたしました。65 ペー
ジ、東京電機大学理工学部自治会選挙管理委員会規約付則の最
高解釈を選挙管理委員会委員長に変更いたしました。以上で報
告を終了いたします。議長、資料に目を通す時間を 5 分ほどい
ただきたいのですがよろしいでしょうか。
議長

：許可します。それでは 5 分時間を取りますので、資料の方に目
を通してください。時間となりましたので資料の方に目を通す
ことをおやめください。ただいまの議題について意見、質問が
ある方は挙手をお願いします。いないようなので、東京電機大
学理工学部自治会各規約改訂の報告を終了します。

執行委員会

：ありがとうございました。

議長

：続きまして議題 7．東京電機大学理工学部自治会規約集改訂の
承認。執行委員会の方お願いします。

執行委員会

：執行委員会委員長の大山です。先程報告いたしました平成 24
年度自治会規約集ですが、自治委員会ではすでに承認を頂きま
したが、全体に誤字、脱字などの見直しや統一を行いましたの
で皆さんの方でもご確認をお願いします。そのため、資料に目
を通す時間をもう 5 分ほどいただきたいのですがよろしいでし

ょうか。
議長

：許可します。それでは今から 5 分間、時間をとりますので、資
料の方に目を通してください。時間となりましたので資料の方
に目を通すことをおやめください。ただいまの議題について意
見、質問がある方は挙手をお願いします。東京電機大学理工学
部自治会規約集改訂を承認される方は挙手をお願いします。実
出席者数 289 名、承認数 225 名で過半数を超えましたので、東
京電機大学理工学部自治会規約集改訂は承認されました。

執行委員会

：ありがとうございました。

議長

：続きまして、議題 8．自治会費改正に関する報告と賛否。学生
自治会会計の方お願いします。

学生自治会会計

：学生自治会会計の上村です。運営団体会議を通して団体の予算
となる自治会費が不足していると認識し、これの解決策として
本会に議題として挙げさせていただきました。なお、自治会費
の改正は大学との話し合いが必要となるため、議決を取るとい
う事ではなく、賛否という形で挙手の方をお願いしたいと思い
ます。担当の梶原から説明がありますので、説明をお願いしま
す。

会計監査委員会

：会計監査委員会委員長の梶原です。先程説明がありましたよう
に自治会運営において各団体さんの予算が不足していると認識
しました。これを受けて、自治会費の改正をしたいと思ってお
ります。自治会費なんですけれども、こちらは予算となるもの
で、新入生から入会費 1000 円と、学部生 1 年生から 4 年生まで
集められる年会費 5500 円が出されて自治会費となります。自治
会費の過去 3 年間の推移なんですけれども、こちらがグラフに
出ております。年々減少しておりまして、今後も上昇の見込み
はなかなか厳しいものとなっております。そのため、自治会費
の上昇を目的としてやっていきたいと思っております。自治会
費改正の目的なんですけれども、こちらにあるように運営に十
分な経費を確保する、ということがあります。また施設や備品
の充実により成熟的な自己練磨という事があります。施設に関

しましては、例えばグラウンドの照明が無いとか備品が足りて
いないという状況をよく窺うので、そちらを改善できたらと思
っております。またそれにより技術的向上を目指し、それを目
的としております。こちらを達成することにより、大学の知名
度も上がるのではないかと思っております。知名度が上がれば
入学者数も増える可能性があり、自治会費といたしましても、
上昇するのではと思っております。また、委員会や部活動の人
数の増員ということですが、こちらは先程言いましたように、
知名度が上がればと言う事であります。またお話を聞いている
と、運営や活動のためにアルバイトをしている方がいると聞い
ております。アルバイトをすればそのために部活や学業に支障
をきたすため、よくないと思っております。その目的もありま
す。運営団体会議と言うのは、予算を決める会議で、各委員会
と学術文化部会本部、体育会本部の代表者と会計の方が集まっ
て行う会議です。こちらで予算を決定するのですが、ご覧のと
おり第 1 回から 5 回まで会議を行いましてこちらのような金額
になっております。最終決定額 1616 万円は、本年度の自治会費
予想が 1617 万円となっておりましたので、こちらに合わせての
金額となっております。こちらが第 1 回の請求額との差額が 326
万円ありまして、不足分を年会費で賄うと仮定した場合、全学
生数が 2900 人として 1126 円の上昇が好ましいと思っておりま
す。そうすると、年会費の方は 6600 円ほどになります。また、
これに関しまして各団体さんに部活の運営や活動にかかわる費
用について、予算で賄えていない分を報告して頂きました。ま
だ全団体ではないのですが、中間報告として今回報告いたしま
す。予算は 1600 万、第 1 回請求額は 1900 万円なんですが、こ
の 1900 万円というのは、例年予備費が不足していまして、これ
の確保のために各団体さんに少ない金額で控えめに予算請求を
行っていただきました。そのため、本部などの原案では、＋200
万円ほどの金額が本当はあります。なので第 1 回請求額の 1900
万＋200 万円ほどで 2100 万円ほどとなっております。また、お
話を聞いているとやはりそれくらいの金額は必要と判断されま
す。そのため、それを賄うために必要な経費は、結果 1500 円の
年会費の上昇で十分な確保が出来ると判断いたしました。計算
式を映します。年会費が 1500 円上がると 7000 円になり、それ
を 2900 人でかけて 1030 万円。それと入会金が 1 年生の学生数

を 725 人と仮定して 772 万 5000 円としまして、全体が 2102 万
5000 円となります。このくらいの費用があれば十分な費用が確
保できると考えております。以上で説明を終わります。
議長

：ただいまの議題について意見、質問がある方は挙手をお願いし
ます。マイク係の方お願いします。学籍番号と名前を発言の後、
質問の方をお願いします。

09RB016

：09RB016 石川貴大です。最初の方に言っていたかもしれないの
ですが今の年会費と比べて最終的にいくら値上げする、1500 円
値上げするといくらになる、という最終的な所をお聞かせ願い
たいと思います。

議長

：自治会会計担当者の方お願いします。

会計監査委員会

：担当者梶原です。そちらに関しましては今こちらのスライド
の方に出ております金額となっております。年会費がただ今
5500 円なので 1500 円値上げした場合 7000 円となります。全学
生数を昨年度、また前の年の学生数と比較し検討したところ
2900 人と仮定いたしました。それで年会費を出すと、7000 円
×2900 人で 2030 万円となっております。以上です。

09RB016

：ありがとうございます。それに対してなんですけれども、人数
が今後、もしかしたら減っていくかもしれないという可能性が
あると推定するのであれば、その 2900 人も今後減っていく可
能性があるとすると、もっと全体の合計金額も減っていくとい
うことが可能性としてはあり得ると思うのですけれども、今後
の人数比などを考えてのその結果なのでしょうか。

議長

：自治会会計担当者の方お願いします。

会計監査委員会

：担当者の梶原です。そちらの方では、運営団体会議の方では
僕の作成の資料があるのですが、国の総務省統計局統計表第 2
章人口世帯人口推移と兆例人口というものを見まして、これは
昨年のデータなんですけれども、減少は少ないものであり、大
幅に減ることは無いと判断いたしました。そのため、2102 万と

いうので十分としております。また他大学との比較にもより、
大体少なくとも 100 万から 200 万東京電機大学理工学部自治会
の予算は少ないので、2100 万円もあれば十分だと思っておりま
す。また、援助金などもありますのでこちらの活動をしていけ
ば、またこれで少なくなればこの活動は継続していきますので、
こちらで交渉してもらえればと思っております。
09RB016
議長

：ありがとうございました。
：その他意見、質問のある方は挙手をお願いします。マイク係の
方、真ん中列の方にお願いします。

09RT138

：09RT138 の服部と申します。先程グラウンドの照明等の設備費
に使われると言いましたが、具体的な内訳などが載った表など
はありますでしょうか。

会計監査委員会

：担当者の梶原です。ただ今中間報告としていますので、全団
体に聞きますが、まだ全ての団体が出ているわけではなく、こ
ちらの方でも資料を示せないため、現段階での提示は控えまし
た。ですが、今現在聞いているものであれば、例えばゴルフ場
やアーチェリー場の照明、こちらがアーチェリー場の方が 30
メートル×70 メートルなので、それを補うのに十分な照明、ま
たゴルフ場も 80 ヤード×30 ヤード、それを補うのに十分な照
明というのを考えています。またそのほかにも備品というのは、
部室というもの、こちらが古いという指摘を受けたので、そち
らも交渉していけたらと思っています。費用についてはまだ、
詳細は出してないので、後ほど調べて出したいと思います。

09RT138

：ありがとうございます。詳細については出せないという事なん
ですが、詳細について分からないものに対して、今回足りない
かもしれないという事で年会費を向上させるという事なので
しょうか。

会計監査委員会

：梶原です。こちらの照明などについては金額が莫大な物とな
るため、自治会費から補うのではなく、直接大学の方へ理事会
と交渉してこちらを特別に堕して頂くという事を考えていま

す。
09RT138

：ありがとうございます。

議長

：その他意見、質問のある方は挙手をお願いします。マイク係の
方、お願いします。

10RG062

：10RG062 の友澤勇紀です。今照明についての話が出てるんです
けれども、学校的な施設に関して僕らが自治会費として負担し
なくてはならないというのはどうしてですか。大学側がそうい
う事をしてくれたりという事は無いのですか。

議長

：担当者の方お願いします。

会計監査委員会

：梶原です。そちらの方は、自治会費では到底賄えないため大学
側や理事会との交渉をしていきたいと思っております。自治会
費の方で補うのは団体、委員会や部活で関わる、運営や活動で
かかる費用のみで、その他グラウンドなどの設備に関しては大
学の方と直接交渉していきたいと思っております。以上です。

10RG062

：では、あくまでも団体ごとに使用する機材を買うためのお金が
足らないので、自治会費として集めるという事でよろしいでし
ょうか。

会計監査委員会

：梶原です。その通りです。しかし自治会費をもし上がったと仮
定して 2102 万円になったとすればまた新しい事をしたいとい
った要望もあると思います。しかし、こちらといたしましては、
自治会費の定義の方が活動の一部を補う助成金となっており
ますので、2100 万円で妥当だと思っております。

10RG062

：ありがとうございます。一生徒の意見なんですけれども、年々
自治会費が減少している現状があってそれというのは、入学す
る人数が減っているとかいう事もあると思うんですけれども、
それに伴って予算が増えるというのもおかしな話というか、人
数が減った分にそれ相応の枠の中で各団体がやりくりしてい
くことも大事だと思うので増額だけでなく、他のことも視野に

入れて色々と話を進めて欲しいと思います。以上です。
会計監査委員会

：梶原です。今の件に関してなんですが、それはもちろんのこと
で、自治会費改正の目的といたしましては学業や団体運営の活
動に支障が出るという事でやるものであり、また他大学と比べ
てもまた少なめであるのでやる、という事です。なので 1500
円は確定ということではなく、意見があり、もうちょっと増額
した方が良い、減額した方が良いというのがあれば、十分に訊
いて、取り入れていきたいと思っています。以上です。

10RG062

：ありがとうございます。

議長

：その他意見、質問のある方は挙手をお願いします。マイク係の
方、真ん中列の方にお願いします。

09RT138

：09RT138 の服部と申します。多分今聞いている皆様が疑問に思
っていると思うのですが、なぜか、というか、細かい内訳が示
されていないからだと思われるんですね。なぜ、私たちが自治
会費として寄付しなければいけないのか、またそうやって寄付
したお金がどういう風に使われているかというのが出ていな
いですよね。それを示す場がこの学生大会だと思われるのです
が、今回は無い物を出せと言っても仕方が無いので、善処して
いただきたいと思っております。

会計監査委員会

：梶原です。運営団体会議の資料がありますのでそちらを示した
いと思います。こちらに今映したのが内訳なんですけれども、
こちらが先程話した第 1 回予算請求案なんですけれども、これ
でも控えめに請求してもらっていまして、団体によってはもち
ろん今の現状で十分賄えているということはあるんですけれ
ど、少ない団体もあります。そちらも示したいのですが、こち
らは後で、自治会のホームページにアップするなどして対処し
ていきたいと思います。最初の予算請求額 1900 万円＋300 万円
減らすために各団体に協力をお願いしてこのような数値にな
っているのですけれども、学術文化部会本部、体育会本部とい
うのは、部活動全体の予算の事です。こちらも控えめに請求し
てもらってこの額です。200 万から 400 万多い金額となってお

ります。もちろんそこには必要のないと思われる経費も含まれ
ています。そちらも今僕の方で整理していますが、申し訳あり
ませんが資料が無いので後ほどホームページなどにアップし
ていきたいと思っております。あと鳩山祭参加団体援助金につ
いてですが、こちらも年々減っておりまして、今年配布された
団体によっては何も使わないで返還というところもあったよ
うなので、こちらも増やしていけたらと思っているので、そち
らも合わせての考えです。こちらの資料では十分ではないと思
いますが、以上とさせていただきたいと思います。
09RT138

：ありがとうございます。Web 上でとあったのですが、もし何か
疑問に思った点などを発見した場合には、どうやってこういう
場で言えば良いでしょうか。

会計監査委員会

：梶原です。僕に直接伺ってもらえればと思うのですけれども、
会計監査委員会室、もしくは執行委員会室にいますので、そち
らに直接行っていただけると助かります。またそちらのアドレ
スというのもありますので、後ほどホームページの方と合わせ
てアップしておきたいと思います。

09RT138

：ありがとうございます。こちらの表というのは後ろに座ってい
る人には全然見えないと思うのですけれど、手元に配ることは
出来なかったのでしょうか。

会計監査委員会

：梶原です。申し訳ありません。こちら運営団体会議の方では配
ってあるのですが、細かい金額も合わせて配布したかったので、
こういう形になってしまいました。そちらは準備不足です。申
し訳ありません。

09RT138

：ありがとうございます。以上です。

議長

：その他意見、質問のある方は挙手をお願いします。マイク係の
方お願いします。

12RG015

：12RG015 の岩本です。今表示されていたスライドの中に予備費
というものがあるのですけれども、予備費とはいったい何なの

でしょうか。
議長

：担当者の方お願いします。

会計監査委員会

：梶原です。予備費というものは、体育祭が開かれるのが今年は
5 月 13 日日曜日ですね、今週です。なのですが、予算が振り込
まれるのは 6 月かそれ以降になってしまうので、自治会の方で
立て替えないとなりません。そちらや、盗難というのも過去に
ありましたので、そちらを対処するための金額となっておりま
す。以上です。

12RG015

：ありがとうございます。もう一つなんですけれど、先程のパワ
ーポイントのところで中間報告による試算って題名が出てた
と思うんですけれど、最終報告はいつ出ると思われますか。ま
た、最終報告が出た場合に皆さんに報告する場はどこになるで
しょうか。

会計監査委員会

：梶原です。もちろんその報告も致します。ホームページにあげ
たり、もしくは公示を出すと思うので、そちらで確認して頂け
ればと思います。また詳細の方といたしましては資料の方も現
在集めておりますものでも 20 ページはありますので、直接取
りに来ていただけたらとは思っております。期日に関してです
が、現在 40 団体ぐらいに頼んでいるんですけれど、今のとこ
ろ 20 団体ほどなので、6 月 7 月に出すことになると思います。

12RG015

：ありがとうございます。

議長

：その他意見、質問のある方は挙手をお願いします。いないよう
なので、ただ今の議題に賛成か反対かの決を取りたいと思いま
す。自治会費改正に関する報告と賛否について、議題に賛成さ
れる方は挙手をお願いします。手を降ろして下さって結構です。
集計しますので少々お待ち下さい。実出席者数 289 人、賛成者
数 180 人で過半数を超えましたので、ただ今の自治会費改正に
関する報告と賛否に関しましては、賛成となりました。

会計監査委員会

：ありがとうございます。後ほど東京電機大学理工学部自治会ホ

ームページに関係資料を上げたいと思います。来週中までに資
料を上げたいと思います。よろしくお願いします。
議長

：議題 9.その他。この場で何か連絡することがある方は挙手をお
願いします。マイク係の方、お願いします。

09RD109

：体育会本部会長の真保です。学生大会が終了した後 3 時 5 分
から体育総会を行うので、体育会所属団体に所属している学
生はこのまま残ってください。また、各部の主将は会が終わ
り次第、その部の人数分の資料を用意したいので、出席人数
と資料を取りに来るようお願いします。以上です。

議長

：その他、この場で連絡することがある方は挙手をお願いしま
す。マイク係の方お願いします。

11RT107

：11RT107 の中島と申します。学術文化部会本部副会長をやら
せてもらっています。学生大会終了後学術文化部会本部総会
を 3 時 10 分から 3 号館 3311 教室で行うので、学術文化部会
所属団体の方はよろしくお願いします。以上です。

議長

：その他、この場で連絡することがある方は挙手をお願いしま
す。いないようなので、これで平成 24 年度定期学生大会を
終了します。お疲れ様でした。

