
【第 58回学友会総会】  

以下の議事録において略記・略称を用います。   

Ｑ：質問 Ａ：回答 Ｓ：意見 提：議案提出者の意見  

2018年 5月 22日 

  

 開会時刻 17時 15分  

学友会員数 1654名 場内票数 185票 議長委任票 451票  

 ⇒定足数が学友会員総数の 10分の 1を満たす為、本総会を開催する。  

議長  情報理工学域  2年  Ⅰ類  岡崎佑樹  

副議長  情報理工学域  3年  Ⅲ類  折戸類   

  情報理工学域  2年  Ⅰ類  高田航希   

 

■正副執行委員長選挙  

◇執行委員長立候補  

○情報理工学域 2年 Ⅱ類 志村蒼 

この度、学友会執行委員会委員長に立候補しました情報理工学域Ⅱ類 2年の志村蒼で

す。広報活動を活発にし、生徒の皆さんの信頼を得ることで学校全体をまとめて現在よりも

学友会の活動を活発にしていきたいと考えています。よろしくお願いします。  

 

 

【採決】  

信任:184票+議長委任:451票 不信任:0票  

→信任:635票 不信任:0票    ⇒ 信任  

 

◇副執行委員長立候補  

○情報理工学域 2年 Ⅱ類 赤間俊介  

この度学友会執行委員会副委員長に立候補しました情報理工学域Ⅱ類 2年の赤間俊介

です。献身的な委員長補佐をするとともに多岐に渡る学友会の活動に率先して関わる為に

立候補しました。よろしくお願いします。  

 

 



【採決】  

信任:186票+議長委任:451票 不信任:0票  

→信任:637票 不信任:0票    ⇒ 信任  

 

○情報理工学域 2年 Ⅲ類 駒村佑 

この度学友会執行委員会副委員長に立候補しました情報理工学域Ⅲ類 2 年の駒村佑で

す。委員長補佐をすると共に本学学生がより充実した大学生活を送れるように努めます。ま

た、学友会の認知度が低い為、広報にも力を入れたいと考えています。よろしくお願いしま

す。  

 

 

【採決】  

信任:184票+議長委任:451票 不信任:0票  

→信任:635票 不信任:0票    ⇒ 信任  

 

■過年次生の学友会員としての扱いに関する会則改正案  

Ｑ 情報理工学域 1年 Ⅱ類 ヒガシハルノブ（1票）  

  昨年度まで過年次生は学友会費を支払っていましたか。  

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

  いいえ。 

Ｑ 情報理工学部 4年 総合情報学科 タナカマサキ（1票）  

 過年次生は複数年分の学友会費の一括納入は可能ですか。  

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 いいえ。 

Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 マツムラコウイチ（1票）    

 現行の電気通信大学学友会会則上で、休学期間中の本学学生の扱いを教えて下さ

い。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 電気通信大学学友会会則 23ページ「学友会員の権利における細則」に従います。  

 



 

【採決】   

賛成:191票+議長委任:451票 反対:1票   

過年次生の学友会員としての扱いに関する会則改正案 可決 

 

 

■公認サークルの基準に関する会則改正案 

Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 ホンダヒビキ（3票）  

  公聴会経過報告「■公認サークルの基準に関する会則改正案 《5/10 公聴会 昼の

部》」に「団体間の学友会加入率の不釣り合いに対する団体の意見を求めるべきで

す。」とありますが、調査は行いましたか。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

  いいえ。7月のサークル代表者会議で行う予定です。 

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 ホンダヒビキ（3票）  

 調査を行っていない段階で審議すべきでないと考えます。 

提 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者） 

 本議案は学友会加入率の増加も目的としている為、審議を続けるべきです。  

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅲ類 スズモトユウヤ（3票） 

 諸団体の意見を聞いていない為、採決を採るべきではありません。  

Ｑ 情報理工学域 2年 Ⅰ類 ヒガキレン（1票）  

 議案書 2ページ「5. 補足 1」に「サークル構成員の調査は、サークル代表者会議が各

サークルに配布した部員名簿を元に会計委員会が行う。」とありますが、複数団体へ所

属している構成員の扱いを教えて下さい。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）    

 加入している全団体の部員名簿に名前を記載することができます。 

Ｓ 情報理工学域 2年 Ⅱ類 セキマサキ（1票）  

 電気通信大学学友会会則に複数団体への所属者が複数の部員名簿に名前を記載で

きることを明記すべきです。 

 

 



 

【議案修正】   

 

• 議案書3ページ「5. 補足」に以下の項目を追加 

→「7. サークル構成員の調査の際に配布する部員名簿には、複数団体に所属して

いる者は、所属している団体すべてに名前を記載することができるものとする。」 

 

 

Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅲ類 コウノヤスタカ（2票）  

 議案書 2ページ「5. 補足 4」に「ただし、初年度(2018年度)の調査においては 6割

未満を、次年度(2019年度)の調査においては 6.5割未満を準公認格下げの対象と

し、実際に 7割未満を格下げの対象とするのは 2020年度の調査からとする。」とありま

すが、期間中に諸団体への調査や議案の修正を行う可能性はありますか。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）   

 あります。 

Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 カネトシトモヤ（1票）    

 議案書 1ページ「3. 提出理由」に「不平等な状況を改善すべく、本議案を提出したも

のである。」及び、「学友会員率の回復を狙うことも目的としている。」とありますが、特に

重要視している目的を教えて下さい。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 両方です。 

Ｑ 情報理工学域 1年 オクヤマリョウタロウ （1票）    

 学友会公認の条件を割合のみとした理由を教えて下さい。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 団体の人数に関わらず適用される為です。 

Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 ホンダヒビキ（3票）  

 先程の回答は公聴会経過報告「■公認サークルの基準に関する会則改正案 《4/25 

公聴会 昼の部》」に記載の「議案書別冊 3ページ「各団体の現状 平成 28年度」に

記載の「平均」が約 70%であり、学友会会計委員会の年間予算目標を達成する為で

す。」と合わせて学友会公認の条件を 7割と定めた理由ですか。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 割合のみと定めた理由です。 

 

 



Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 先程は割合のみと定めた理由に関して質問しましたか。 

Ａ 情報理工学域 1年 オクヤマリョウタロウ （1票）  

 はい。 

提 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 「割合のみと定めた理由」にスクリーンの表示を訂正すべきです。 

Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 アサノシュンゴ（1票）  

 条件を割合のみと定めることで、構成員の人数による不平等が生じると考えています

か。  

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者） 

 いいえ。同様の意見が多数ある場合、再度改正する予定です。  

Ｓ 情報理工学部 4年 総合情報学科 タナカマサキ （1票）    

 各団体への調査を行った後、議案を再提出すべきです。  

Ｓ 情報理工学部 4年 総合情報学科 タナカマサキ （1票） 

 審議が長引くと考えられる為、議案保留動議を提出します。 

 

□議案保留動議  

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 マニタカイタ（1票）  

 本議案に対する議論を希望する参加者が多い為、反対です。 

提 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 先程の意見に関して再考したい為、賛成です。 

 

【議案保留動議】  

賛成:68票 反対:28票   →可決 

 

 

 

 

 

 

 

 



■平成 30年度予算案 

【議案修正】 

• 議案書別冊3ページ「第Ⅰ部 ＜平成30年度度予算案内訳＞ 機関内訳 調布祭

実行委員会 ステージ建設費 詳細」に記載の「ステージ建設費」 

→「東6号館前青空劇場建設費」 

 

• 議案書別冊1ページ「第Ⅰ部 予算全体のまとめ」に記載の「繰越金」、「予備費」、

「合計」 

「繰越金 収入 \12,571,167」 

→「繰越金 収入 \12,294,811」 

「繰越金 差額 \12,571,167」 

→「繰越金 差額 \12,294,811」 

「予備費 支出 \11,363,682」 

→「予備費 支出 \11,087,326」 

「予備費 差額 \-11,363,682」 

→「予備費 差額 \-11,087,326」 

「合計 支出 \18,976,167」 

→「合計 支出 \18,699,811」 

「合計 収入 \18,976,167」 

→「合計 収入 \18,699,811」 

 

• 議案書別冊6ページ「第Ⅲ部 ＜平成29年度仮決算＞ 平成29年度収支一覧」に記

載の「援助金 サークル援助金 前年度繰越分」、「合計」 

「サークル援助金前年度繰越分 予算 」 

→「サークル援助金前年度繰越分 予算 \-276,356」 

「合計 予算 \16,520,167」 

→「合計 予算 \16,244,138」 

 

• 議案書別冊6ページ「第Ⅲ部 ＜平成29年度仮決算＞ 次年度繰越金」に記載の 

「平成30年度繰越金 \12,571,167」 

→「繰越金 収入 \12,294,811」 

 

 

 



Ｑ  情報理工学域 1年 イワサキツバサ（1票）  

  議案書別冊 6ページ「第Ⅲ部 ＜平成 29年度仮決算＞ 平成 29年度収支一覧」に

記載の「機関 学友会 予算」が「\21,600」から、議案書別冊 2ページ「第Ⅰ部 ＜平

成 30年度予算案内訳＞ 機関内訳 学友会」に記載の「合計 支出見積」が

「\216,000」に増額した理由を教えて下さい。 

Ａ  情報理工学域 3年 Ⅲ類 篠田朱里（議案提出者）  

  共用タフニールを購入する為です。   

Ｑ 情報理工学部 3年 Ⅲ類 スズモトユウヤ（3票） 

 議案書別冊 3ページ「第Ⅰ部 ＜平成 30年度予算案内訳＞ 機関内訳 調布祭実

行委員会 講堂企画 収入見積」に「\0」とありますが、今年度は講堂企画で収入を得

る予定はありますか。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅲ類 篠田朱里（議案提出者） 

 ありません。 

 

【採決】   

賛成:182票+議長委任票:454票 反対:0票   

平成 30年度予算案 可決  

 

 

■バーチャルライブ研究会 学友会準公認願い 

【議案修正】 

• 議案書1ページ「6. 構成員」に記載の「松村康一 学友会員 〇」 

→「松村康一 学友会員 ×」 

 

 

質問、意見等はありませんでした。 

 

 

 



【採決】   

賛成:183票+議長委任票:455票 反対:1票   

 

バーチャルライブ研究会 学友会準公認願い 可決  

 

 

■UEC サバゲー愛好会 学友会公認願 

 

• 議案書4ページ「2. サークル概要 2.4 構成員 サバゲー愛好会 構成員（学友会

員）」に記載の「松村康一」を「2. サークル概要 2.4 構成員 サバゲー愛好会 構

成員（非学友会員）」に移動 

 

• 議案書5ページ「2. サークル概要 2.4 構成員」に記載の「現在の学友会員率は、

64%です。」 

→「現在の学友会員率は、59%です。」 

 

• 議案書3ページ「2. サークル概要 2.3 これまでの活動実績」に記載の「イベントに

参加予定」 

→「イベントに参加」 

 

 

Ｑ 情報理工学域 1年 Ⅱ類 ヒガシハルノブ(1票) 

 議案書 1ページ「1. 議案提出理由」に「学校施設を利用しての競技会や練習会などの

イベントを開催したいと考えています。」とありますが、イベントの開催頻度を教えて下さ

い。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 清水敬太（議案提出者） 

 未定です。 

 

 

 

 

 



Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 ミズタニタカト（3票） 

 議案書 1ページ「1. 議案提出理由」に「学校施設を利用しての競技会や練習会」とあり

ますが、本学でイベントを行う際、学校施設に影響が及ばないことを保証できますか。  

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 清水敬太（議案提出者） 

 主に机が無い教室で行います。机がある場合は厚い段ボールで机を保護する、壁にネ

ットを張る等の安全対策を行う予定です。  

 

 

【採決】   

賛成:172票+議長委任票:455票 反対:3票   

UEC サバゲー愛好会 学友会公認願 可決  

 

 

■公認サークルの基準に関する会則改正案 

（再審議） 

提 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

  議案書 2ページ「4. 議案内容 <変更後>」に記載の「但し、サークル構成員が 6人未

満のサークルの場合、その構成員全員が学友会員だった場合に限り、これに当てはまら

ない。」を削除する予定はありません。 

Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

   再審議前の意見「各団体の調査を行った後」の「調査」は、各団体への調査ですか。 

Ａ 情報理工学部 4年 総合情報学科 タナカマサキ（1票）    

 はい。 

 

 

 

 

 

 

 



Ｑ 情報理工学部 4年 総合情報学科 タナカマサキ（1票）    

 公聴会経過報告「■公認サークルの基準に関する会則改正案 《5/10 公聴会 昼の

部》」に「次回の公聴会までに学友会機関で話し合います。」とありますが、話し合いの結

果を教えて下さい。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 名簿の偽装を確認する手段がない為、罰則は設けません。  

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 ホンダヒビキ(3票)  

 学友会加入率を増加させるために、罰則を設けるべきです。  

Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅲ類 ミヤガワナオキ(1票)  

 名簿を偽装していることが証明された場合、罰則を設ける予定はありますか。  

Ａ  情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者） 

 あります。 

Ｑ 情報理工学部 4年 総合情報学科 タナカマサキ（1票）  

 学友会会計委員会と学生課に提出された名簿の内容が異なる場合の対応を教えて下

さい。  

Ａ  情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 学友会会計委員会に提出された名簿は名前も併せて確認できますが、学生課に提出さ

れた名簿は人数のみ確認できます。  

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 ヤマモトリョウ（1票）  

 名簿の偽装が発覚した時点で学友会準公認格下げを確定するべきです。  

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅲ類 ミヤガワナオキ（1票）  

 名簿に記載されていない参加者がいる場合がある為、罰則に猶予を設けるべきです。  

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 アサノシュンゴ（1票）  

 学生の意見が十分に反映されておらず改正の余地がある為、本議案は否決されるべき

です。  

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 カネトシトモヤ（1票）  

 議案書 3ページ「5. 補足 6」に「本議案は平成 30年 6月 1日より効力を発揮する。」

とありますが、初年度に学友会準公認格下げ願いを 10月に提出し学友会準公認格下

げを行うことは性急である為、事前に勧告をする、または活動実績を鑑みて判断すべき

です。  

 

 

 



Ｑ 情報理工学域 2年 Ⅰ類 イナガキリョウスケ（2票）  

 現段階で、審議が十分だと考えますか 

Ａ  情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 いいえ。  

Ｓ 情報理工学部 4年 総合情報学科 タナカマサキ（1票）  

 審議が十分に行われていない為、議案を撤回すべきです。  

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 ハシモトリク（3票）  

 学友会総会は審議を行う場である為、審議を続けるべきです。  

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 スズモトユウヤ（3票）  

 学友会員以外の意見を取り入れる為に議案を撤回すべきです。  

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 ホンダヒビキ（3票） 

 多数の反対意見が述べられている状態で採決を行った場合、諸団体の学友会に対す

る印象が悪化する為、議案を撤回すべきです。  

Ｓ 情報理工学域 1年 類未定 イノウエケイ(1票)  

 現在行われている議論は、本議案に関する議論から外れている為、採決要求動議を提

出します。  

 

□採決要求動議 

提 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 審議が十分に行われた時点で議案を撤回する予定である為、採決要求動議に反対で

す。 

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 カネトシトモヤ（1票） 

 本議案の内容に関する審議が不十分である為、採決要求動議に反対です。 

Ｓ 情報理工学域 2年 Ⅱ類 シムラアオイ（3票） 

 今後、学友会執行委員会委員長として活動する上で意見を参考にしたい為、採決要求

動議に反対です。 

 

【採決要求動議】 

賛成:10票 反対:79票   →否決 

 

 

 



Ｑ 情報理工学域 2年 Ⅰ類 イナガキリョウスケ（2票） 

 学友会会計委員会に提出された名簿が偽装されていた場合の罰則の内容を教えて下

さい。 

Ａ  情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 学友会機関内で話し合った結果、「学友会準公認格下げを確定、調布祭及び新入生歓

迎活動への参加の制限または手伝いへの参加、活動場所の没収、再度学友会公認願

いを提出できるまでの期間を延長、代表者の罷免」の 5つの意見が出ました。 

Ｓ 情報理工学域 2年 Ⅲ類 イチカワコウスケ（3票） 

 電気通信大学学友会会則 1ページ「基本則 第 1章(総則) 第 2条(学友会の目的)」に

「本会は、本会会員の大学生活の充実を目的として運営されなければならない。」と記

載がある為、電気通信大学学友会会則の改正に関しては学友会員が話し合うべきで

す。 

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 ハシモトリク（3票）  

 学友会加入率に加えて、構成員の学友会員数による加点制度を設けるべきです。 

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 ホンダヒビキ（3票）  

 電気通信大学学友会会則 16ページ「サークルに関する細則 第 1章(サークルとは) 

第 1条(サークルの定義) 1」に「公認サークル及び準公認サークルとは、学友会員を含

む同好の士を以て組織され、かつ総会で承認された団体を言う。」と記載がある為、学

友会員のみで諸団体に対する罰則内容の審議をすべきではありません。 

Ｓ 情報理工学域 2年 Ⅲ類 イチカワコウスケ（3票） 

 先程の意見は本議案全体に関する意見です。 

Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 アサノシュンゴ(1票)  

 公聴会経過報告「■公認サークルの基準に関する会則改正案 《4/25 公聴会 昼の

部》」に「対象となる全ての団体の議案を 1つの議案として提出する予定です。」とありま

すが、学友会準公認格下げを行うべきでない団体への対応を教えて下さい。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀(議案提出者)  

 臨時総会を開催して各団体に対して学友会準公認格下げ願いを提出する予定です。 

Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅲ類 スズモトユウヤ(3票)  

 学友会準公認格下げ願いが提出された際、団体の代表者等に公聴会及び総会への参

加を求めますか。  

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀(議案提出者)  

 はい。 

 

 



Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 イチハラミズキ（3票） 

 本議案に関して諸団体と話し合う場を設けることはできますか。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者） 

 新たな学友会公認の基準に関する意見交換会を開催することは可能です。 

Ｑ 情報理工学域 2年 Ⅱ類 セキマサキ（1票）  

 議案書別冊 1ページ「準公認格下げへの流れ」に「３月末までに学友会員率が会則の

基準を満たさない場合は、直近の総会にて準公認格下げ願いを提出。」とありますが、

学友会準公認格下げ願いが提出された後に新入生の加入により基準を満たした場合の

対応を教えて下さい。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 議案を撤回する予定です。 

Ｑ 情報理工学域 2年 Ⅰ類 イナガキリョウスケ（2票）   

 学友会準公認格下げ願いを提出された団体の代表者が非学友会員である場合、公聴

会及び学友会総会での発言権はありますか。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者）  

 現在はありませんが、今後検討する予定です。 

Ｑ 情報理工学域 1年 Ⅱ類 ヨシハラカズキ（1票）  

 電気通信大学学友会会則に、各団体への加入の基準に関する記載はありますか。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀（議案提出者） 

 ありません。 

Ｓ 情報理工学域 1年 Ⅱ類 ヤマダユウタ（1票） 

 本議案に関して学友会加入率のみで判断すべきではありません。 

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 アサノシュンゴ（1票） 

 非学友会員が複数団体に加入した場合、各団体の学友会加入率が下がる為不平等で

す。 

Ｓ 情報理工学域 1年 Ⅱ類 ヒガシハルノブ（1票） 

 電気通信大学友会会則 17ページ「サークルに関する規則 第 1章（サークルとは） 第

4条（公認期間）」に記載の「半永久的である」を改正すべきです。  

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅲ類 ミヤガワナオキ（1票） 

 より慎重な審議を行うべきです。  

Ｓ 情報理工学域 2年 Ⅰ類 イナガキリョウスケ（2票） 

 本議案施行後、諸団体が基準を満たす為に学友会員が形式上所属することに関して、

対策をすべきです。 



Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 カネトシトモヤ（1票）  

 サークル援助金の配布時期を教えて下さい。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 ハシモトリク（3票） 

 夏季休業中の予定です。 

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 カネトシトモヤ(1票)  

 サークル援助金のより詳細な内容に関して話し合うべきです。 

提 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀(議案提出者)  

 サークル援助金を申請していない団体も存在する為、給付を止めることはできません。  

Ｓ 情報理工学域 2年 Ⅰ類 ヒガキレン(1票) 

 個人が複数の団体に加入している場合は、全ての加入団体の構成員名簿に名前を記

載することを義務付けるべきです。  

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 アサノシュンゴ(1票)  

 電気通信大学学友会会則 17ページ「サークルに関する細則 第 1章（サークルとは） 

第 4条（公認期間）」を改正する必要はありません。  

Ｓ 情報理工学域 2年 Ⅲ類 ヤマダタクミ(3票) 

 団体の学友会加入率が本議案の基準を満たした場合の利点を考えるべきです。 

Ｓ 情報理工学域 1年 Ⅲ類 ソタニユウタ(1票)  

 学友会費は学友会員のために使用されるべきである為、議案内容を変更する必要はあ

りません。 

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 シミズケイタ(3票)  

 学友会加入による利点を考えるべきです。  

Ｓ 情報理工学域 1年 Ⅱ類 ヤマダユウタ(1票)  

 学友会準公認格下げは学友会員以外にも影響を与える為、議案を修正すべきです。 

Ｓ 情報理工学域 3年 Ⅰ類 マニタカイタ(１票)  

 議案を撤回し、各団体と話し合った後再び提出すべきです。  

提 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀(議案提出者)  

 今後は議案内容に関する質問のみを受け付けます。 

 

 

[議案の撤回動議]  

この議案は撤回されました。 

 

 



■総会を通して 

Ｑ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 ホンダヒビキ（3票）  

  正副執行委員長選挙で、スクリーンに表示されている票数と数えた結果の票数が異なっ

ていた理由を教えて下さい。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅲ類 折戸類（副議長）  

  スクリーンの表示に誤りがあった為です。 

Ｓ  情報理工学域 3年 Ⅲ類 スズモトユウヤ(3票)  

 総会に関する不明点を随時解決できるように対策すべきです。 

Ｓ 情報理工学域 2年 Ⅰ類 イナガキリョウスケ(3票)  

 スクリーンが見えない座席がある為、対策すべきです。 

Ｑ 情報理工学域 1年 Ⅱ類 ヤマダユウタ(１票)  

 スクリーンに表示されない質問や意見があった理由を教えて下さい。 

Ａ 情報理工学域 3年 Ⅱ類 横山佳紀(3票) 

 手違いまたはシステムの欠陥です。 

Ｓ 情報理工学域 2年 Ⅰ類 ヒガキレン(１票)  

 過度な省略により趣旨が変わっている文章が表示されていた為、内容をより詳細に記載

すべきです。 

 

 

 

閉会時刻 21時30分 

議事録作成者  

 情報理工学域 1年  伊藤絢勇  

 情報理工学域 1年  藤枝晴希 

 情報理工学域 1年  森本拓実   

 情報理工学域 1年 Ⅰ類 渡邊瑞生 

 情報理工学域 2年 Ⅰ類 清水美玖 

 情報理工学域 2年 Ⅰ類 湯前理功 

 情報理工学域 2年 Ⅱ類 宮川桃 

 


