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2017 年 5 月 31 日 
文責：学生会代議員副議長 近藤岳 

 

代議員総会 5 月 
議事録 

■開催日時 
日付：2017 年 5 月 23 日（火） 
時間：18：10 ‒ 19：20 
場所：NA302 

 
■今月の議題 
 ・学長あいさつ 
 ・学生会代議員について 
 ・新入生歓迎キャンプ決算報告 
 ・学生会費について 
 ・学生補助金制度の告知 
 ・リーダーズセミナーの告知 
 ・フードコロシアムのエントリーについて 
 
■学長あいさつ 

尾池学長により代議員に向けて挨拶がありました。「代議員とは学生のインターフ
ェースであり、学生の声を職員や学長へ届ける役目がある」と代議員の役割につい
て話していただきました。 
ほか、3月の総会・4月の総会で集めた質問にいくつか答えてもらえました。 

 
■学生会代議員について 

以下、「学生会代議員について」の配布資料の内容になります。 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
●学生会代議員とは 

学生会とは、学生全員が構成員となっている団体のことです。その中でも
代議員は代表して学生会を運営していくメンバーです。代議員は各学科
で選出され、学科の学生約 15 人に 1人で選出されます。 

 
 



2 
 

●代議員の主な仕事 
・【毎月第 4 火曜日】に行われる代議員総会に出席すること。総会では、
様々な告知・報告、決議などが行われ、それを学科に持ち帰り全学生へと
共有することが仕事です。 
・大学で行われるイベント（学園祭など）の企画・運営をしていきます。 
・議題の提案・決議をする。総会で取り上げる議題は全学生が提案できま
す。大学で「○○をしたい」や「大学の○○を変えてほしい」など議題を
提出し、代議員による決議で、可否を決定します。※取り扱う議題は【毎
月 15 日まで】に教学事務室で提出することが出来ます。 
決議の流れは【議題の提出→総会で発表→学科に持ち帰り共有、可否を決
定→翌月の総会で挙手による投票により可否を決定】となります。 
※挙手権は各学科の学年ごと、代議員の人数の半数（小数点以下は繰り上
げ）です。例えば、4人なら挙手権は 2つ、5人なら挙手権は 3つとなり
ます。 

 
●イベントの企画・運営（昨年度） 

1 回生 5 月-9 月 学園祭の運営補助 
11 月-4 月 新入生歓迎キャンプの企画・運営 

2 回生 4 月-9 月 学園祭の企画・運営 
3 回生 5 月-9 月 3 回生展の企画・運営 

10 月-3 月 卒業展の運営補助 
4 回生 10 月-3 月 卒業展の企画・運営 

 
■新入生歓迎キャンプ決算報告 

活動内容、決算の報告をしました。以下、決算・活動内容です。 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
●開催内容 
 9：00 大学出発（車中、京造クイズ・イントロクイズなど） 
 10：30 アクトパル宇治到着 

10：50 BBQ～ 
 14：00 WS ダイナミックトムソーヤ～ 

14：40 グループ制作～ 
17：00 撤収と出発 
18：00 大学到着と解散 

 
 



3 
 

●決算報告 
移動    233,280  
BBQ ・消費   127,610   
BBQ ・薪と炭   17,200   
レクリエーション  23,918   
施設使用費   43,500  
広報費    3,440   
慰労会    6,660  

合計    455,608 円 
 
予算：530,000( 蒼山会：280,000 ＋学生会：250,000 )  - 実績：455,608 = 74,392  
蒼山会 280,000 円、学生会費 175,608 円の使用で残金 74,392 円を学生会費に返
金します。 
 
●満足度アンケート結果 

「とても満足」「やや満足」で 100%となり、「不満」と答えた人は 0％で
した。 
参加者の声では、「友達が増えてよかった」「関わることの難しい他学科の
子と交流できてよかった」「ワークショップではみんなで一つの作品がで
きて楽しかった」などの声が寄せられています。 

 
■学生会費について 

学生１人 10,000円毎年、収められているお金になります。クラブ補助金や学園祭
など学生のために使われるお金です。以下、収入と支出です。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
●収入 
 2016 年度学生会費  15 ,770,000  
 利息    184  

学園祭収益   879,883  
サークル補助金返金   
 古美術研究会  14,452  
 やんちゃく連  43,851  
 自転車部  442,138  

軽音楽部  228 ,824  
太道部   547  
クラブ連盟  12,595  
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  2014 年度学園祭返金  1,928 
  →※立替をしていた学生が卒業したため、学生会日に戻します。 

学生企画補助金制度返金  19,208 
前年度からの繰越金  32,873,816 

 2016 年度学生会費収入  50,287,426 円 
 
●支出 

クラブ補助金   2,198,069 
 うたぶ   9,557 
 京都瓜生山舞子連中 350,000 
 古美術研究会  20,000 
 スキー部  35,075 
 長唄三味線丈山会 146,870 
 ヌードデッサン部 315,027 
 バドミントン部  239,102 
 バレーボール部  55,440 

和太鼓悳  199,879 
 華道部   139,728 
 古武道   349,391 
 自転車部  20,000 
学園祭    15,212,876 
学生企画補助金   974,830 
リーダーズセミナー  47,412 
新入生歓迎キャンプ  39,007 
スポーツ大会   33,277 
熊本地震募金活動  1,680 
カラーコピー機使用料  78,859 
印刷機消耗品   14,040 
裁断機費   84,240 
輪転機費   598,860 
輪転機手数料   216 
消耗品    6,480 

2016 年度学生会費支出  19,289,846 円 
2017 年度への繰越金  30,997,580 円 
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■補助金制度の告知 
募集期間などの告知が行われました。以下の通りです。 
・前期募集期間  ６月１～19 日 
・一次審査  ６月 20 日 書類審査 
・二次審査  ７月 25 日 プレゼンテーション審査（7 月総会） 
・報告会  12 月 19 日 成果・決算報告（12 月総会） 

 
■リーダーズセミナーの告知 

5 月 27 日の 14：00 から BR41～42 にて開催することを告知しました。 
 
 
■フードコロシアムのエントリーについて 

フードコロシアムのエントリーシートを各学科に一枚ずつ配布しました。 
 
■回生別会議 
 １～２回生 NA302 
 
■次回総会 
 2017 年 6 月 27 日（火） 18：10 ‒ NA302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 


