平成 26 年度定期学生大会
日

時

平成 26 年 5 月 8 日（木） 14:00～15:25

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）自治会執行委員会の承認
（3）平成 26 年度自治会基本活動方針の報告
（4）平成 25 年度自治会決算報告書の承認
（5）平成 26 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 274 名
委任状数

1129 名

執行委員会：それでは時間となりましたので始めたいと思います。ただ今より司会進行
を務めさせていただく執行委員会副委員長の大野聖人です。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 25 年度決算報告書、平成 26 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。1.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。2.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 26 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
274 名、提出された委任状の総数は 1129 枚でしたので、出席者数は 1403
名、実出席者数は 274 名以上でしたので、今回の学生大会は仮議決となり
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 26 年
度自治会基本活動方針の報告、議題 4．平成 25 年度決算報告書の承認、議
題 5．平成 26 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 26 年度議長団議長を務めさせて頂きます。3 年電子機械工学系の神
田智基です。よろしくお願いします。同じく副議長を務めさせて頂きます。
2 年電子機械工学系の飯塚祐太です。よろしくお願いします。同じく書記
を務めさせて頂きます。2 年建築都市環境学系の中島洸季です。よろしく
お願いします。同じく書記を務めさせて頂きます。2 年理学系の和田直樹
です。よろしくお願いします。
執行委員会：それでは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
移りたいと思います。只今の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。集計をしますので手を上げたままお待ちください。集計が
終わりましたので手を下ろして下さい。実出席者数 274 名、承認者数 256

名で只今の議題は承認されました。それではこれ以降議事進行を議長団
にお任せしたいと思います。議長団の方お願いします。
議長団：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：東京電機大学理工学部第 38 期執行委員会の紹介をさせていただきます。
私は東京電機大学自治会執行委員会委員長を務めさせて頂きます。3 年理
学系の立川琢也です。よろしくお願いします。同じく副委員長を務めさせ
て頂きます。3 年情報システムデザイン学系の大野聖人です。よろしくお
願いします。同じく書記長を務めさせて頂きます。3 年情報システムデザ
イン学系の関根涼です。よろしくお願いします。同じく web 局長を務めさ
せて頂きます。3 年理学系の山口真一です。よろしくお願いします。同じく
会計局長を務めさせて頂きます。3 年情報システムデザイン学系の大橋拓
海です。よろしくお願いします。同じく渉外局長を務めさせて頂きます。
3 年理学系の相磯佑実です。よろしくお願いします。同じく情報宣伝局長
を務めさせて頂きます。3 年生命理工学系の宿谷真澄です。よろしくお願
いします。また総務局長の 3 年生命理工学系浜本大地ですが本日病欠のた
め口頭での紹介とさせて頂きます。以上です。議長承認の方をよろしくお
願いします。
議長団：只今の議題について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。第 38 期執行委員会を承認される方は挙手をお願い
します。数え終わりましたので手を下ろしてください。只今集計していま
すので、お待ちください。実出席者数 273 人承認者数 264 人で過半数を超
えましたので、第 38 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。
議長団：続きまして、議題 3 平成 26 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：執行委員会委員長立川です。平成 26 年度自治会基本活動方針は昨年度に
基づき規約の周知徹底と致します。これは自治会員の皆様に規約を再確認
して頂き、また学内学外での活動を円滑に、トラブルの際誤った対処を取
らないためにもこの活動方針を継続していくと考えています。以上です。

議長団：只今の議題について意見質問のある方は挙手をお願いします。い
ないようなので平成 26 年度自治会基本活動方針の報告を終わり
にします。続きまして議題 4 平成 25 年度決算報告書の承認、会計
監査委員会の方お願いします。
会計監査委員会：東京電機大学自治会会計監査委員会委員長の浅水です。平成 25
年度決算報告書の承認のため議題に挙げさせて頂きました。議長、
資料に目を通す時間を 5 分ほど頂けないでしょうか。
議長団：許可します。それでは 5 分時間を取りますので、資料に目を通し
てください。時間になりましたので資料に目を通すことをおやめ
ください。只今の議題について意見質問のある方は挙手をお願い
します。質問者の方はその場で立って学籍番号と名前の後に発言
をお願いします。
12RU068：12RU068、ナガミネと申します。第 37 回鳩山祭芸能人企画予算決
算報告書のチケット収入についての質問なのですが、まずチケ
ット収入というのは鳩山祭のアーティストライブでのチケット
収入ということでよろしいでしょうか。
会計監査委員会：はい。
12RU068：まず、87,300 円とあるのですが、金額の具体的な内訳を教えてい
ただきたいのですが
会計監査委員会：分かりました。チケット用紙というのがイープラスという企業か
ら 100 枚で 1 枚 500 円で売上が 97 枚で 48,500 円、鳩山祭当日
配布が 200 枚で 1 枚 500 円で売上が 139 枚で外部団体で 500 枚
で 1 枚 500 円で売上が 486 枚で合計が 243,000 円で 3 つの合計
が 368,000 円で次にデザイン代というのがありまして、鳩山祭
で 1 枚 171 円が 200 枚で 34,200 円、外部団体が 1 枚 171 円で
500 枚で 85,500 円次に印刷代で 1 枚 220 円が 200 枚で 44,000
円、外部団体で 1 枚 220 円が 500 枚で 11,000 円、デザイン代と
印刷代の合計は 273,700 円で、チケット収入の 361,000 円から
デザイン代、印刷代の 273,700 円を引いたものがチケット収入
の 87,300 円となるのですがいかがでしょうか。

12RU068:つまり、僕の方で追い切れなかったのですがチケット代は 1 枚あたり
500 円で販売したということですか。
会計監査委員会：はい。その通りです。
12RU068:昨年 500 円で販売したということですが、ホームページの方、鳩山祭さ
んのを確認したのですが昨年の販売額 500 円じゃなかったと思うので
すが。いかがでしょうか。
会計監査委員会：値下げとかがあったと思います。
12RU068:半額ですか。全部のチケット代半額ですか。
会計監査委員会：そうだと思います。
12RU068:すみません。もう 1 度確認したいのですが全部で何枚売れましたか。
会計監査委員会：だいたい 700 枚位です。
12RU068：700 枚位ですか。700 枚売れたってことですか。
会計監査委員会：売上が 722 枚です。
12RU068：経費の方の合計金額をもう 1 度読み上げていただいてもよろしいで
しょうか。
会計監査委員会：チケットのほうが 361,000 円、デザイン代が 119,700 円、印刷代が
154,400 円です。
12RU068:昨年の学生大会の平成 25 年度予算請求書の段階で承認されたもので
チケット作製費が 63,000 円請求されていると思うのですが、それと
は別に経費でデザイン等がかかっているということでしょうか。これ
は二重で取っていませんか。25 年度予算請求でのチケット作製費でも
らっているにもかかわらず、今年度のチケット収入からチケット制作
費を含むのはおかしくないですか。

学生自治会会計：学生自治会会計の大橋です。今の件で私が代わりに答えさせていただ
くのですがよろしいでしょうか。
12RU068：はい
学生自治会会計：先ほど指摘された芸能人強化予算ではない方の額っていうのは芸能
人強化予算というのが非常に大雑把な領収書となってしまいますの
でその内訳を示したものが指摘されたもので 2 重会計ではないかと
把握しております。
12RU068:すみません。もう 1 度お願いします。
学生自治会会計：先ほど、強化予算をコンサート局のチケットの副収入がニ重会計と
いうのでよろしいですか。
12RU068：まずは、はい。
学生自治会会計：そういう訳ではなくて強化予算の中でコンサート局がいくら使った
概要を示したものがその金額なのでかぶってはいないと把握して
おります。
12RU068：この予算とはどの予算ですか。
学生自治会会計：F１ですかね。鳩祭さんの F1、463,150 円のことをおっしゃられた
と思うんですけれども
12RU068：その 463,150 円の中にチケット制作費が入っていますよね。
学生自治会会計：はい
12RU068：チケット制作費をこちらから引かれるのとは別に今お話を聞いた段
階で芸能人企画強化予算案からも制作費が引かれていると思うんで
すが。
学生自治会会計：そういう訳ではなくて、その中のお笑いコンサート制作費が 46 万
だったていう報告ですね。

12RU068：F1 の 463,150 円の中に先ほどのチケット収入のところで計算した経
費の中のチケット製作代が F1 の方に含まれているって事でよろしい
でしょうか。
学生自治会会計：こちらではそう把握しております。
12RU068：何で分けて記載したんですか。理由がいまいちつかめないというか。
分けて書いたってことは二重で計上しますよね。
学生自治会会計：すみません。把握しておりませんでした。もう一度お願いします。
12RU068:まず確認なんですけども鳩山祭委員会の決算報告書と芸能人強化
予算の決算報告書は別で書いてありますよね。
学生自治会会計：そうですね。
12RU068：別々で作られているものに何で同じ経費を 2 回分けて書く、同じ
ものを 2 回記載しているということになりますよね。それはニ重
計上ですよね。
学生自治会会計：すみません。こちらと認識が違うので答えようがないんですけど
も。
12RU068：こちらと認識が違うというのは二重計上ではないってことでしょ
うか
学生自治会会計：それは把握しているんですけれども。
12RU068：分かりました。この件については。戻りますけれども、もう 1 度
気になる点でチケットを 1 枚 500 円で販売したということです
よね。そのあたり 500 円でチケットを販売したという。
会計監査委員会：そのように把握しております。
12RU068:昨年のチケット代がホームページの方だと前売り券が 1,000 円
で当日券 1,500 円という記載がされているんですが、すべての

経費を 500 円で売るというのは少しおかしい話だと思うんです
がいかがでしょうか。
会計監査委員会：こちらの方では鳩祭の方からそのように伝えられました。
12RU068：鳩祭の方からそういう報告を受けたということで
会計監査委員会：はい
12RU068：分かりました。最後にチケット収入 87,300 円なんですが、皆
さんの手元になくて申し訳ないんですが、昨年度の学生大会、
一昨年度の学生大会の決算報告書があるんですが、こちらのチ
ケット収入額と全く同じ額なんですよ。これについてはどう思
われますか。
会計監査委員会：こちらとしてはそのように記述されていたのでそうするしか
ありません。
12RU068:あと先ほどおっしゃってましたけれども、領収書というか金
額が曖昧という話をしたんですけれども決算に曖昧ってい
うのは問題だと思うんですけれども。
会計監査委員会：内訳ではきちんと記載されているので。
12RU068:分かりました。この場では回答はできないということでよ
ろしいでしょうか。
自治会会計：こちらに頂いている情報としてはこの決算のものでホーム
ページにいくらで記載されたのかは鳩祭さんに直接、後日
個人的に行ってもらう方が早いと思います。こちら提出さ
れた決算の、先ほどの収支に関しても内訳が記載されてい
まして、まとまっていましたので、終年月の部分を詳しく
提出させたものが正しければそれを信じるしかないので、
ホームページなどはちょっとこちらでも把握できておりま
せんので記載ミスということもありますので鳩祭さんの方
と話し合っていただければと思います。

12RU068：それは監査の仕事ではないということですか。監査が通るということです
か。
自治会会計：通るというか、
12RU068:分かりました。ありがとうございました。
議長団：その他、意見質問がある方は挙手をお願いします。
13RT028：13RT028 オオヤマと申します。先ほどのチケット代について説明があった
のですが、こちらについて確認させて頂きます。チケット収入がまず
361,000 円これは間違いないですか。
会計監査委員会：はい。
13RT028：経費が 119,700 円と 154,500 円、合計 274,200 円でよろしいですか。
会計監査委員会：154,000 円
13RT028:154,000 円ですか。すみません 119,700 円というのは何のものですか。
会計監査委員会：デザイン代です。
13RT028：もう 1 つの 154,000 円ですか。こちらも
会計監査委員会：印刷代です。
13RT028：会計の書類をやっている人間としては気になったんですけれども、チケ
ットの収入金額はチケットの純売上を書いてそこから経費を差し引くと
いう形で会計書類上記載されているのが適当だと思うんですけれども、
その点についてはどう思われますか。
会計監査委員会：もう 1 度お願いします。
13RT028：もう 1 度説明します。こちらのチケット代の収入代がまず先の説明で
361,000 円だとそこにデザイン代、印刷費の経費がかかった差引残高

が 87,300 円とのことなんですけれども、チケットの収入そのものが
361,000 円あってそこに別途の経費が 273,700 円、このように記載す
る場合って収入金額を書いて経費を別途として計上するというのが正
しい会計書類の書き方だと思うんですけれども。ここの記載上は差引
の金額だけが収入として書かれていますけれども、こちらどのように
お考えですか。
会計監査委員会：こちらとしては詳しい内訳が分かっておりますのでこちらとしては問
題無いと。
13RT028：そちらで内訳を把握しているから問題無いとお考えということですか。
会計監査委員会：はい
13RT028：その資料をこちらに印刷物という形で提出されずにいきなりこの決
算を承認しろというのは乱暴な考え方だなと思うんですけれども。書
類、このままでいいんですか。
会計監査委員会：こちらとしてはこちらで承認をいたしましたので。
13RT028：極論を言ってしまうと、87,300 円を金額だけを示してそれが毎年同
じ金額というのは去年の書類をそのまま年度だけ書き換えて提出し
たのではないかという考えを持たざるを得なんですけども、販売枚数
が 722 枚、毎年 722 枚 2 人で販売されて経費もぴったり同じというの
はちょっと考えにくいなと思うんですけれども、そこがもし毎年経費
がちょっとずつずれて販売枚数もちょっとずつ違ってたまたま偶然
87,300 円になったというのであれば、その内訳が分かって僕の方でも
すぐ納得できるのですけれども、でもこの金額だけをいきなり示され
てこれを毎年、来年以降もまた 87,300 円書いて提出されるというの
も困るので、やっぱり経費と売上の金額で毎年資料として残して頂き
たいですけども。
会計監査委員会：来年度からはそのように致します。
13RT028:今年度はして頂けないのですか。

会計監査委員会：時期的に厳しいので
13RT028:この会議の場で今すぐ出せとは言わないので、日程を決めて今年度分
もちゃんと内訳を入れた形で作りなおしていただきたいのですが。
会計監査委員会：予算的に厳しいというのが今の状況です。
13RT028:予算とは、これ紙１枚データを作るのに予算がかかるのですか。
自治会会計：基本的にこの書類は学生大会で承認を得ないとできないので内容を変
更してしまうともう１度学生大会を開くという様な形となってしまう
ので、こちらとしてもそうしたくないので口頭にはなってしまうのです
けれども今の会計監査委員会より情報を踏まえて承認の方をしていた
だきたいと思います。
13RT028:今年はもうやむを得ないので、来年度以降はこういうふうにお願いし
ます。
自治会会計：ありがとうございます。
議長団：その他意見質問のある方は挙手をお願いします。居ないようなので承認に移り
ます。平成 25 年度決算報告書を承認される方は挙手をお願いします。数え終わ
りましたので手を下ろしてください。集計していますので、お待ちください。
実出席者数 273 人承認者数 146 人で過半数を超えましたので、平成 25 年度決
算報告書は承認されました。続きまして議題 5 平成 26 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中嶋綾太です。
平成 26 年度予算請求書の承認を議題にあげさせていただきました。そ
の前に説明させていただきたいことがあります。今回、学術文化部会
所属の自動二輪部が予算請求額が 0 円になっていますが、こちらは提
出期間中に予算提出をしなかったためです。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 分ほどほしいのですがよろ
しいでしょうか。
議長団：許可します。5 分時間を取りますので資料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止めください。只今の議題

について意見質問のある方は挙手をお願いします。居ないようなので
承認に移ります。平成 26 年度予算請求書を承認される方は挙手をお願
いします。数え終わりましたので手を下ろしてください。ただいま集計
をしていますので、お待ちください。実出席者数 268 人承認者数 194 人
で過半数を超えましたので平成 26 年度予算請求書は承認されました。
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立川です。東京電機大学理工学部自治会規約集が
2 冊お手元にあると思うんですが、裏面を見て頂いて背表紙に 14 年
4 月 15 日のスタンプが押してあるほうが新規約でそちらの方を改訂
の方を今から説明していきますので、目を通してください。先日の 4
月 22 日の定例自治委員会で改定した部分を報告させて頂きます。ま
ず 1 つ目、9 ページ第 2 級規約東京電機大学理工学部自治会規約細則
第 1 章第 11 条をご覧ください。各会議において決定された罰則は基
本以下の部分ですが、3 行目東京電機大学理工学部自治会学生団体に
関する規約第 27 条第 37 条第 70 条第 80 条、旧規約の規約改定に伴
いまして 27、37、70、80 の番号を再度変更いたしまして、対応する
番号に変更いたしました。また次に 62 ページ東京電機大学理工学部
自治会予算審議委員会規約の次のページの 63 ページ第 3 章第 8 条勧
告を受けた団体は 3 日以内にとなっていますが、旧規約では 5 日だ
ったんですけどもこれは会計監査委員会と足並みを揃えるというこ
とで日付の方を 5 日から 3 日に変更させていただきました。また 19
条今回不備のあった書類を再提出を求めることができる以下の文、
勧告を受けた日から 5 日以内に再提出しなければならない、こちら 7
日以内となっていたのですがこちらも同じく会計監査委員会と揃え
るために 5 日以内にと変更させていただいております。また続きま
して 64 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第 3
章第 12 条役員の任期は当年 11 月 1 日より翌年 10 月 31 日までとす
るという文ですが昨年度のですと、4 月 1 日から 3 月 31 日までとな
っていますがこちら同じく予算審議委員会という意味で日程の方を
変更させて頂きます。以上です。議長、今の確認の時間を含めて 5 分
ほど頂きたいのですがよろしいでしょうか。
議長団：許可します。今から 5 分時間を取りますので資料に目を通してくだ
さい。

執行委員会：伝え忘れていたことがありまして、ほかにも誤字脱字の方を訂正させて頂
いていますのでご理解の方お願いします。
議長団：時間となりましたので資料に目を通すことをお止めください。只今の議題
について意見質問のある方は挙手をお願いします。居ないようなので東京
電機大学理工学部自治会規約改訂の報告を終わりにします。
議題 7 その他、
この場で何か連絡をする方はいらっしゃいますか。
11RT142:11RT142 望月です。体育会本部会長を務めていましてこの後 3 時半から体
育総会を行いたいと思いますので体育会に所属をしている団体は出席す
るようお願いします。
議長団：他にこの場で何か連絡をする方はいらっしゃいますか。
12RD035:12RD035 大村です。学術文化部会の会長をやっているのですが、この後
3311 教室で 3 時 40 分に学文総会を始めたいと思います。学文所属団体の
方は確実に出席をお願いします。
議長団：他にこの場で何か連絡をする方はいらっしゃいますか。
執行委員会：執行委員会委員長の立川です。D-EXPO についてのお知らせをさせていただ
きたいと思います。現在 D-EXPO なんですけれども RD の研究室の方々でた
ぶんされているんだと思うのですが、これから先 D-EXPO は学生団体の方で
運営していく考えでありますのでご理解の方よろしくお願いします。
議長団：他にこの場で何か連絡をする方はいらっしゃいますか。いないようなので
これで平成 26 年度定期学生大会を終わりにします。お疲れ様でした。

