平成 25 年度 5 月定期学生大会
日

時

平成 25 年 5 月 9 日（木） 13:30～14:35

会

場

東京電機大学理工学部
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 25 年度自治会基本活動方針の報告
（4）平成 24 年度自治会決算報告書の承認
（5）平成 25 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）その他

実出席者数 306 名
委任状数

1245 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仲山望と申しま
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 24 年度決算報告書、平成 25
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 306 名、提出
された委任状の総数は 1245 枚でしたので、出席者数は 1551 名、
実出席者数は 306 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 25 年度自治会基本活動方針の報告、議題 4．平
成 24 年度決算報告書の承認、議題 5．平成 25 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．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 25 年度議長団議長を務めさせていただきます。3 年生命理学系の加
治 絵理子です。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。2 年理学系の相磯 佑実です。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。2 年電気機械工学系の神田
智基です。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。2 年建築都市環境学系の小林 勇一です。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 306 名、承
認数 297 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 37 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 37 期執行
委員会委員長を務めさせていただきます、3 年理学系の西井修吾
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 年の電子機械工学の仲山望です。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 年情報システムデザイン
学系の須藤葉明です。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星野敦
です。よろしくお願いします。同じく会計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長谷川正和です。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 年理
学系の間証卓磨です。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 年情報システムデザイン学系の関
谷隼です。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 年電子機械工学系の岡本卓也です。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 306 名、承認数 285 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
議長

：ありがとうございます。
：続きまして議題 3．平成 25 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西井です。平成 25 年度自治会基本活動方針は規
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、この活動方針を出題しようと考えております。

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。いな
いようなので、平成 25 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
議長

：ありがとうございます。
：続きまして議題 4．平成 24 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竹川です。平
成 24 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 24 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 306
名、承認数 281 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 25 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北田啓吾で
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
く前に説明したいことがあります。今回学術文化部会付属の曲つくり
サークル部の予算請求額は０円となっています。こちらは提出時期
間中に予算請求書を提出していないためです。それでは確認に入り
たいと思います。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。

11rb411

：深谷です。アーチェリー部の前年度の会計をやっていました。前年度の自
治会のことで全体的に言いますと、予算が 200 万円近く上がってい
ます。そして、全体の全団体も 10 万円近く、多くもらっています。そこ
で、疑問があるのですが、自治会が 20 万円、鳩山祭が 40 万円も大
幅に上がっています。我々アーチェリー部は毎年、学年選抜つまり
東日本選抜などで行われる場所が北海道など遠い所に行くために、
年々財政が圧迫しています。なので、自治会や鳩山など毎年同じこ
とをやっている団体が、このように上がっているのが、どうなんだろう
と思いまして、実勢いくら使っているのかを聞きたいと思います。

議長
予算審議委員会
11rb411

：予算審議委員会の方お願いします。
：実際毎年いくら使っているのかを聞きたいのですか。
：今年は請求予算が上がっているので、今回なぜこんなに上がっている
のかを聞きたいのですが。

予算審議委員会

：なぜ上がったのか。それは配布金額が去年よりもおよそ 100 万円ほど増
額なったからです。鳩山から 40 万増えていると言いましたか。

11rb411

:我々のほうは 48 万ですが、決算報告書で通ったのが 34 万となったのです
よ。

予算審議委員会

：今話題をしているのは、アーチェリー部の予算の金額の話題にしている
のか、自治会運営団体の予算を話題にしているのですか。

11rb411

：運営団体がそんなに膨れているのなら、もう少し体育会に回してほしいという
ことです。

予算審議委員会
11rb411

:運営団体の予算を減らして、体育会に回してほしいということですか。
:そうです。今年はもう決まってしまったので、仕方がないのですが、来年か
ら検討してほしいのですが。

予算審議委員会

:検討していただくだけでいいのでしたら、検討します。

11rb411

:では、来年に期待します。

議長

:それ以外に、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、
承認に移ります。平成 25 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。集計いたしますので少々
お待ちください。実出席者数 306 名、承認数 222 名で過半を超えました
ので平成 25 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す。

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西井です。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。ポップ体のほうが新規約となります。
後ろに 13 年 5 月 9 日と判子が押されています。もう一つのほうが旧規
約と呼ばせていただきます。後ろの判子が 12 年度 5 月 10 日となって
いるものです。今回のこちらの改定の報告は新規約をベースでお伝え
しますので、新規約のページを言った場合、新規約のページとなります。
それでは、報告に移ります。11 ページ第 1 章、第 4 章、倉庫の定義に

ついて、昨年度新たに未公認団体共用倉庫として第一ハウス 106 が追
加されたので、それを追加しました。それに伴い、25 ページ、第 9 章、75
条の未公認団体共用の箇所の第一クラブハウスの 106 を追加させてい
ただきました。16 ページ、第 3 章、第 14 条の(5)に文頭に自治会におい
てと言うところを付けさせていただきました。30 ページ、第 2 章、第 14 条
の⑥、こちらの各部会の会長、副会長を各部会の会長、会計担当者と
変更させていただきました。38 ページ、第 3 章第 14 条、掲示物の形と
大きさの所で、大きさの制限として原則 B4 までとする。という一文を追
加させていただきました。41 ページ第 5 章第 43 条の配布許可で一番
最後にある文の情報宣伝局員及び執行委員会が行うと書いてあるが、
情報宣伝局員及び執行委員会が原本に対し行う。と変更した。45 ペー
ジは大きく変わりましたので、のちほど前規約と見比べてください。45 ペ
ージの第 2 章、第 5 条のサーバーについて、今までは他サーバーでの
活動は報告しなくてもいいとなっていたが、今年から、他サーバーの活
動でも執行委員会に一度それを連絡いていただくことになった。47 ペー
ジの第 3 章 14 条タイトルを開設期間の所を期間と変更したいが、間違
えて開設となっていた。そして、新たに更新と閉鎖の期間を設けた。56
ページ第 4 章第 2 節 29 条の自治会運営団体及び自治会公認団体の
所を自治会公認団体を削除し自治会運営団体とする。57 ページ第 5 章
第 39 条こちらも自治会公認団体を削除する。第 40 条が新たに作られ、
こちらに自治会公認団体の決算の規約とする。59 ページ第 2 章第 1 節
第 6 条副会長の所を会計担当所に変更した。その他誤字、脱字の所の
説明は省く。以上報告を終了させていただきます。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
議長
09RD109

：ありがとうございました。
：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。
：この後 2 時 45 分から体育総会を行います。体育会所属団体に所属してい

る団体の方はこのまま残ってください。以上です。
議長
11RT107

：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。
：学術文化部会です。この後、学術文化部会も同様に、2 時 45 分から 3311
教室で学術文化部会総会を行うので、所属団体の方は参加してくださ
い。

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 25 年度定期学生大会を終了します。お疲れ様でした。

