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2018年度 第 69回日本学連総会 

 

日程：9月 15日（土）17:00～19:00 

場所：駒ヶ根市駅前ビル 

議事録作成者：山川 登（東京大学）、上村 太城（慶應義塾大学） 

 

 

 

議題 

１．議長選出（3ページ） 

２．地図委託管理契約の文面改定（3ページ） 

３．昨年度会計決算報告（4ページ） 

４．今年度会計中間報告（5ページ） 

５．新歓フライヤー原稿公募（5ページ） 

６．各部局活動報告（6ページ） 

７．地区学連活動報告（6ページ） 

８．次回総会について（7ページ） 
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出席者（敬称略） 

 

氏名 役職 学校名 

山川 克則 副会長 東京大学卒 

木村 佳司 理事 山口大学卒 

遠藤 匠真 幹事長 大阪大学 

西嶋 就平 副幹事長 名古屋大学 

竹内 公一 会計 名古屋大学 

森河 俊成 事業部長 京都大学 

山川 登 広報部長 東京大学 

上村 太城 広報部員 慶應義塾大学 

久野 公愛 事務局長 日本女子大学 

臼井 沙耶香 普及部長 東北大学 

種澤 遼太郎 渉外部長 東北大学 

塩平 真士 会計監査 北海道大学 

上野 康平 公認大会担当幹事 東京工業大学 

丸山 真輝 インカレ・技術委員会担当幹事 東北大学 

山下 政泰 北信越学連幹事長 新潟大学 

渡辺 鷹志 関東学連幹事長 慶應義塾大学 

南雲 裕貴 東海学連幹事長 名古屋大学 

藤本 拓也 関西学連幹事長 京都大学 

下江 健史 中九四学連幹事長 広島大学 
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出席校（32） 

北海道、東北、宮城学院女子、新潟、金沢、金沢工業、茨城、筑波、千葉、東京、一橋、実

践女子、十文字女子、東京工業、東京農工、早稲田、日本女子、東京理科、慶應義塾、相模

女子、横浜市立、関東学院、群馬、静岡、名古屋、椙山女学園、京都、京都女子、奈良女子、

大阪、神戸、広島  

 

委任状（4） 

津田塾、立教、電気通信、横浜国立 

 

準加盟の出席校（2） 

中央、岡山 

 

欠席校（3） 

岩手、岩手県立、福島 

 

 

１．議長選出 

発言内容（敬称略） 

遠藤 2018 年度第 69 回日本学連総会を始める。はじめに議長選出を行う必要があ

るが、立候補はあるか。 

羽鳥 京都女子大学の羽鳥です。立候補します。 

遠藤 ありがとうございます。 

では、京都女子大学の羽鳥さんが議長を務めることを承認する方は拍手をお願

いしたい。では議長を承認する。 

 

 

 

 

２．地図委託管理契約の文面改定 

遠藤 山川さんがいらっしゃる間にこの議題から消化する。と言っても、今回は資料

が提出されていないので議論できることはない。山川さんから、この議題に関

して各加盟校に説明していただきたい。 

山川克則 ほかの者が自分の事業を引き継げるように、現在自分と学連との契約文面を改

定する準備を進めている。 

地図新規作成事業、いわゆる新機軸事業とインカレの地図印刷について、成案

化しておきたいと考えている。 

 

話が変わるが、以前メーリスで流したように、日本最大級のオリエンテーリン

グ大会であるインカレを行うにあたって渉外は大きなハードルになっている。 

今年度春から渉外問題が頻発しており、今後競技目的での使用が事実上不可能

になったテレインもある。 
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渉外リスクという点ではインカレについても無関係ではない。 

とある県協会に来年度の秋インカレの開催を打診したものの、学生のマナーの

拙さを理由に断られてしまうなど、渉外問題が遠因で来年度のインカレの開催

地も迷走している。 

ここ数年山川個人の渉外守備範囲でインカレを行っていることが多いが、来年

秋も春も矢板日光でインカレを行うのは忍びない。 

個人的な意見がほしい。秋も春も矢板日光で行ってもよいか。 

 挙手制による多数決を行った。賛成票は 2票、反対票は多数となった。 

山川克則 ありがとうございます。来年度のインカレロングは椛の湖で開こうと考えてい

る。 

スプリントは、アリーナでの渉外を通して室内競技にしたい。 

東海地区の OBOG にとっては連続でのインカレ開催となるが頑張ってほし

い。 

遠藤 山川氏の話を整理する。 

山川氏の学連関連の活動はあまりなじみがないかもしれないが、例えば日本学

連が所有する矢板日光地区の渉外は、山川氏の個人レベルでの渉外活動に依存

している。山川氏の緊急時に備えて、山川さんの学連関連の活動をほかの業者

に引き継げるように、会社と学連の契約に明文化しようとする動きがある。 

 

途中でインカレ関連の話になった。総括すると、インカレの開催も山川氏個人

のコネに頼っている部分が多いが、それにもかかわらず渉外問題が多発してい

るため山川氏の渉外の守備範囲外でインカレが開きにくくなっているという

ことである。この現状を各加盟校で認識してほしい。 

幹事会の立場から言うと、新人へのマナー教育についてはコンパスの使い方以

上に大切だと考えているので、一層しっかりと行ってほしい。 

山川克則 練習会で発生した渉外問題に関する報告を必ず事務局に挙げることから徹底

してほしい。 

 

山川克則氏が退出した。以降の議論には参加していない。 

 

 

 

 

３．昨年度会計決算報告 

概要 2017 年度決算報告を行い、￥8,416,852 の収入、￥7,429,199 の支出、￥987,653 の 

黒字となった。これについて経緯の報告と決算の承認が行われた 

竹内 資料をご覧ください。 

【資料 1】2017年度会計決算報告 

項目名から実情がわかりにくいものに関して説明を行う。収入項目について、

関東学連からの家賃とは毎年ヤマカワハウスの家賃としての振り込みを指す。

ファミテックからの寄付とは、ファミテックの宿泊者人数×100円を寄付して
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いただいている。目的不明の振り込みに関しては多摩 OLの方から毎年振り込

まれているものである。調査を試みたものの連絡がとれず、目的は不明である。 

続いて支出項目について。2017ICMR 貸付金に関しては京葉 OL 内で会計が

完結したので今年度はなし。インカレアドバイザ費とは、インカレ運営のイベ

ントアドバイザーの交通費などを日本学連が負担するという形をとっている。

地区学連への賛助金フィードバックとは、賛助会員になっていただいた方の出

身学連の人数に応じた額を各地区学連に分配している。 

遠藤 質問はないか。 

羽鳥 それでは、承認される方は挙手をお願いします。 

 出席 32校のうち 31校の賛成で承認。 

 

 

 

 

４．今年度会計中間報告 

概要 2018 年度会計中間報告を行い、￥2,629,533 の収入、￥1,999,823 の支出となった。

これについて経緯の報告と中間報告の承認が行われた 

竹内 資料をご覧ください。 

【資料 2】2018年度会計中間報告 

加盟校費について今年度から見直しを行ったので 0円としている。2018ICMR

貸付金は実行委員会が動き出していないため計上していない。ユニバーシアー

ドに関しては、開催が 2年に一度なので、過去 2年間の積立 30万円を支出と

して計上している。 

遠藤 質問はないか。 

羽鳥 それでは、承認される方は挙手をお願いします。 

 出席 32校のうち 31校の賛成で承認。 

 

 

 

 

５．新歓フライヤー原稿公募 

羽鳥 新歓フライヤーについての説明を木村理事よりお願いします。 

木村 今年度も新歓用のビラを用意する。昨年度は 30000部印刷した 

昨年はほぼ同じものを配布したが、いくつかの大学は特注を出した。  

配布した東京大学と筑波大学のバージョンのように、QR コードや新歓期の予

定などを載せることができる。 

今年やっていて、配る時期の理想としては、合格発表のタイミングに配布して

ほしい。 

今年度も学生からデザインを募集したい。昨年度は募集数が少なかったので積

極的な募集を期待する。 

今後も活用していってほしい。 
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６．各部局活動報告 

遠藤 まずは会計からお願いします。 

竹内 種々の振り込みなどを行い、中間報告を作成した。 

森河 6月 2日に行われた幹事会の会場斡旋と宿泊地の予約を行い、秋インカレの会

場について実行委員会に問い合わせを行った。9月末に開催予定の幹事会の会

場斡旋と宿泊地を予約した。 

山川登 6月幹事会の議事録をウェブに掲載した。その他種々の案内をウェブに掲載し

た。議事録作成の遅滞が目立っているので改善したい。 

久野 学連登録を行い、データを JOAに送った。9月中に追加登録費を集めるので、

各学連で振り込みをお願いしたい。 

JOAニュースが発行されるので、各部員に配布してほしい。 

臼井 賛助会員の登録を随時受け付けている。秋インカレの観戦ガイドを作成した。 

種澤 練習会の申請をまとめて、回覧書を作成し、地元の方に連絡している。 

6月に山川氏と前任の堀江氏と矢板日光地区のあいさつ回りに行く予定であっ

たが、先方との予定が合わず、中止となったことを報告する。 

 

 

 

 

７．地区学連活動報告について 

遠藤 北東学連幹事長のの林と連絡が取れるまで、各幹事長は活動報告をお願いしま

す。 

渡辺 関東学連は 4月 3日に第 1回総会を行い、5月 26日に第 1回臨時総会を行い、

翌 5月 27 日にペア O を行った。6月 24日にスプリントセレを行い、7月 22

日はロングセレを予定していたが中止となった。同 7月 22日緊急総会を行い

対応を協議した。7月 27日に第 2回総会を行い、8月 27日に第 2回臨時総会

を行い、翌 8月 28日に新人戦を行った。今後は、10月 27日に第 3回総会を

行い、12月 9日にミドルセレを開催する。 

山下 北信越学連は 6月 2日にロングセレを行い、7月 8日に東海学連のスプリント

セレに併設する形でスプリントセレを行った。7月 21日と 22日には金沢大学

主催で北信越の合同合宿を行った。 

今後は、9月 22日と 23日に交流会を行い、同日に総会を行う。 

南雲 東海学連は 5月 12日にペア Oと臨時総会を開催した。7月 1日に東海インカ

レに併設する形でロングセレを行い、7 月 8 日にスプリントセレを行った。8

月 22 日と 23 日に学連合宿を行った。今後は 11 月 25 日に全日本スプリント

に併設する形で関ヶ原でミドルセレを行う。12 月 15 日と 16 日に東海学連の

合宿を行い、静名戦を開催する。 

遠藤 北東学連の林と連絡が取れたので、北東学連の活動報告を代読する。 

北東学連は 6 月 2 日の東大大会にて 1 回目のロングセレ及び第 1 回総会を行

った。7 月 28 日に臨時総会を行い、ロングセレが中止になったときの選手選

考について協議した。8月 11~12日の北東インカレにてスプリントセレ及び 2 
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回目のロングセレを行った。同月 13~14日に北東の共同合宿を行った。9月 15

日に第 2回総会を行った。今後は 9月 30日に第 3回総会、12月 9日にミドル

セレ及び第 4回総会を行う。 

南雲 続けて、東海学連規約の改正を本総会で承認いただきたい。資料をご覧くださ

い。 

【資料 3.1】東海学連規約類改正に関して 

【資料 3.2】東海学連規約改訂案 

【資料 3.3】東海学連インカレロング選手権競技者選抜規則案 

以下の 2点について改正したい。 

第 8条の誤字脱字の訂正と、ロングセレの規約作成についてである。地区学連

セレクション規約は総会決議が必要なため総会での決議を求める。 

羽鳥 それでは、承認される方は挙手をお願いします。 

 出席 32校のうち 31校の賛成で承認。 

藤本 関西学連は 4月 15日に学連新歓と総会を行い、5月 13日に定例戦と臨時総会

を行った。6月 17日の全日本大会に併設する形でロングセレを行い、7月 1日

関西インカレと第 2回総会を行った。7月 8日スプリントセレを行った。今後

は 10 月 14 日に第 2 回定例と第 3 回総会を行い、12 月 16 日にミドルセレと

第 4回総会を行う。 

藤本 続いて、関西学連規約の改正を本総会で承認いただきたい。資料をご覧くださ

い。 

【資料 4】関西学連規約改正について 

第 16 条については、日本学連の加盟校基準の変更にのっとり、関西学連での

加盟校の条件となる人数を 3名以上に変更したい。第 25条以降については軽

微な誤字脱字の訂正にとどまっている。 

羽鳥 それでは、承認される方は挙手をお願いします。 

 出席 32校のうち 31校の賛成で承認。 

下江 中九四学連は 5月 19日に総会を行い、7月 1日に関西インカレに併設する形

でロングセレを行った。7月 8日は関西パーク Oに併設する形でスプリントセ

レを開く予定だったが大雨の影響で中止となり、同日に臨時総会を行った。今

後は 12月 16日にミドルセレを行う。 

 

 

 

 

８．次回総会について 

遠藤 詳しいことは決まっていないが、第二回総会は例年、春インカレ後の後夜祭の

後に行っている。 

今回欠席ということで委任状をいただいた大学もあるが、インカレ参加者が多

い学校はできるだけ代役を立ててほしい。 

 


