平成 28 年度定期学生大会
日時：平成 28 年 5 月 12 日（木）13：50～14：40
会場：東京電機大学理子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 28 年度自治会基本活動方針の報告
（4）平成 27 年度自治会決算報告書の承認
（5）平成 28 年度自治会予算請求書の承認
（6）平成 26 年度鳩山祭実行委員会決算報告書修正の承認
（7）その他

実出席者数：268 名
委任状数：1149 名

学生大会議事録
副委員長「すみません、たいへんお待たせ致しました。これから、学生大会を始めたいと思
います。ただいまより司会進行を務めさせて頂きます執行委員会副委員長の大平優衣と申
します。よろしくお願いします。
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。
これから平成 28 年度定期学生大会をはじめたいと思います。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。
集計の結果、本日の学生大会の実出席者数は 268 人、提出されている委任状は 1149 人提出
されています。
よって、今回の学生大会は仮議決になります。
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 28 年度自治会基本活動方針の報告、議題 4．
平成 27 年度決算報告書の承認、議題 5．平成 28 年度予算請求書の承認、議題 6．平成 26
年度鳩山祭実行委員会決算報告書修正の承認、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「紹介させていただきます、この度平成 28 年度定期学生大会において議長団議長を務
めさせて頂きます、3 年、建築都市環境学系の植村仰です。よろしくお願いします。
」
副議長「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橋爪裕輝です。よろ
しくお願いします。」
書記「同じく、書記を務めさせて頂きます、2 年、電子機械工学系の綱島朝太郎です。よろ
しくお願いします。」
書記「同じく、書記を務めさせて頂きます、2 年、生命理工学系の大島富です。よろしくお
願いします。
」
副委員長「それでは、ただいまの議題について質問のある方は挙手をお願いします。
では、質問がないようなので、議長団の承認に移ります。議長団を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。実出席者数 268 名、承認者数 255 名で過半数を超えま
したので、議長団は承認されました。これ以降の議事進行は議長団に一任したいと思いま
す。
」

議長「承認の方をして頂きありがとうございます。それでは、議題２、執行委員会の承認。
執行委員会の方、お願いします。」
委員長「紹介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 40 期執行委員会委
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辻翔太です。よろしくお願い
します。
」
副委員長「同じく、副委員長を務めさせて頂きます、3 年、生命理工学系の大平優衣です。
よろしくお願いします。」
書記長「同じく、書記長を務めさせて頂きます、三年、理学系の飯田圭祐です。よろしくお
願いします。
」
総務局長「同じく、総務局長を務めさせて頂きます、3 年、生命理工学系の出口小百合です。
よろしくお願いします。」
会計局長「同じく、会計局長を務めさせて頂きます、3 年、電子機械工学系の小川大輝です。
よろしくお願いします。」
情報宣伝局長「同じく、情報宣伝局長を務めさせて頂きます、3 年、情報システムデザイン
学系の本多慎吾です。よろしくお願いします。
」
渉外局長「同じく、渉外局長を務めさせて頂きます、3 年、電子機械工学系の千葉由雄です。
よろしくお願いします。」
Web 局長「同じく、Web 局長を務めさせて頂きます、3 年、電子機械工学系の藤野和幸で
す。よろしくお願いします。」
議長「ただいまの議題に意見、質問のある方は挙手をお願いします。
いないようなので、承認に移りたいと思います。第 40 期執行委員会を承認される方は挙手
をお願いします。
下ろしてくださって結構です。実出席者 268 名、承認者数 240 名で過半数を超えましたの
で、第 40 期執行委員会は承認されました。
続きまして、議題３、平成 28 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。」
委員長「今年度の自治会基本活動方針のご報告をさせて頂きます。今年度は前年度に引き続
き、自治会規約の徹底および柔軟な運営です。承認の方をお願いします。
」
議長「ただいま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 28 年度自治会基本活動方針の報告を終了します。手を挙げられている方はいらっ
しゃいますか。意見、質問のある方はいらっしゃいますか。大丈夫ですか。いないようなの
で、平成 28 年度自治会基本活動方針の報告を終了します。
続きまして、議題４、平成 27 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「会計監査委員会委員長を務めてさせていただいております、古谷です。こ
の度、平成 27 年度決算報告書が完成しましたので、承認をとるべく議題に挙げさせていた
だきました。5 分ほど、資料に目を通す時間をいただきたいのですが、議長の方、よろしい

でしょうか。
」
議長「分かりました。それでは今から 5 分間、時間を取りますので、資料に目を通して下さ
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 27
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。
実出席者数 268 名、承認者数 239 名で過半数を超えましたので、平成 27 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 28 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「お疲れ様です。予算審議委員会委員長の平田です。本日は、平成 28 年度
予算請求書の方が完成しましたので、議題に挙げさせていただきました。それでは資料に目
を通して頂きたいのですが、二点ほど修正があります。まず、この紙ペラ 1 枚のほうです
ね、冊子とは別の紙ペラ 1 枚の方を配らせて頂いたのですが、この説明があります。これは
予算請求書の 1 ページ目で、元の予算請求書と比べると、収入見込み額の A、平成 27 年度
繰越金の所が冊子の方ですと、602 万 3105 円となっておりますが、訂正の方では、745 万
5165 円となっております。訂正金額が大きいことから、口頭だけではなく、紙の方を用意
させていただきました。これの理由につきましてなんですが、決算報告書の方を見て頂ける
と分かるんですけど、決算報告書の下の最後の所ですね、こちらが繰越金額として出ていた
のですが、決算報告書を作成する前に、予算請求書を作成しているんですね、例年。その関
係上、決算報告書に記載されている各団体の返金金額が予算請求書での繰越金に入ってい
なかったため、このように金額が大きく変わってしまいました。一点目の訂正は以上です。
二点目なんですが、予算請求書の 3 ページをご覧ください。それと、決算報告書の 3 ペー
ジをご覧ください。決算報告書の 3 ページの、執行委員会の決算報告書ですね。決算報告書
をみると、一番最後の行、9 万 177 円を平成 27 年度予想残金として繰越すと書いてありま
すが、平成 28 年度予算請求書の方には、副収入見込み額の所にその旨が記載されておりま
せん。ですので、実際はここに副収入見込み額として 9 万 177 円が入り、副収入見込み額
が 19 万 177 円となり、請求額が 9 万 177 円引かれるという形になります。こちらの方に
関しましても、決算報告書を作成したのが 3 月の終わりから 4 月の頭にかけてで、予算請
求書を作成したのが 2 月の半ばだったので、執行委員会の繰越金が予算請求書を作ってい
る時点ではまだ出来ていなかったことになります。そのため、予算請求書の方に繰越金を書
く事が出来なかったため、抜けております。そのため、予算請求書の 1 ページ目ですね、執
行委員会の予算からも 9 万円が引かれており、最終的にこの予備費が 9 万 177 円多くなる
ということになります。訂正点は以上です。それでは議長の方、資料に目を通す時間 5 分ほ
ど頂いてよろしいでしょうか。
」
議長「分かりました。それでは今から 5 分間、時間を取りますので、資料に目を通して下さ
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 28

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 268 名、承認者数 223 名で過半数を超えましたので、平成 28 年度予算請求書は
承認されました。
続きまして、議題６、平成 26 年度鳩山祭実行委員会決算報告書修正の承認。会計監査委員
会の方、お願いします。」
会計監査委員会「会計監査委員会委員長の古谷です。今回、平成 26 年度鳩山祭実行委員会
の決算報告に変更がありましたので、承認を頂きたく、議題に挙げさせていただきました。
変更点に関しては、昨年度の学生大会で配布された平成 27 年度決算報告書の方に、繰越金
と書かれていた部分を、返金に変更となりました。それでは承認の方をお願いします。
議長「ただいま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。平成 26 年度鳩山祭実行委員会決算報告書修正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 268 名、承認者数 212 名
で過半数を超えましたので、平成 26 年度鳩山祭実行委員会決算報告書修正は承認されまし
た。
続きまして、議題７、その他。この場で何か連絡することがあ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 28 年度東京電機大学理工学部自治会定期学生大会を終了し
ます。お疲れ様でした。」

