
2017年度第 68回日本学連総会議事録 

1 

トップに戻る 

2017 年度第 68 回 日本学連総会 議事録 

 

開催日時：2018 年(平成 30 年)3 月 12 日(月曜日) 9:00~11:00 

開催会場：栃木県那須塩原市ホテルニュー塩原 会議室 

議事録作成者：坂野 翔哉（東京理科大学） 

 

議題 

1. 議長選出 .......................................................................................................................... 4 

2. 全日本大会とインカレロングセレについて ................................................................... 4 

3. 加盟校基準の変更............................................................................................................ 5 

4. 会計中間報告 ................................................................................................................... 5 

5. 来年度予算案 ................................................................................................................... 6 

6. 新歓について ................................................................................................................... 6 

7. 規約改正 .......................................................................................................................... 7 

8. 来年度幹事について ........................................................................................................ 7 

9. 各部局活動報告 ............................................................................................................... 8 

10. 地区学連活動報告 ...................................................................................................... 10 

11. 秋インカレ会計について ........................................................................................... 10 

12. お知らせ ..................................................................................................................... 11 

13. 次回総会について ....................................................................................................... 11 

 

 

  



2017年度第 68回日本学連総会議事録 

2 

トップに戻る 

理事/幹事の出席者(敬称略) 

氏名 役職 学校名 

河合 利幸 会長 大阪大学卒 

山川 克則 副会長 東京大学卒 

筆谷 敏正 理事長 早稲田大学卒 

木村 佳司 理事 山口大学卒 

瀬川 出 幹事長 東京大学 

成澤 春菜 副幹事長 フェリス女学院大学 

竹内 公一 会計 名古屋大学 

矢野 峻平 事業部長 大阪大学 

森川 俊成 次期事業部長 京都大学 

坂野 翔哉 広報部長 東京理科大学 

山川 登 広報部 東京大学 

吉澤 佳奈 事務局長 日本女子大学 

久野 公愛 次期事務局部長 日本女子大学 

臼井 沙耶香 普及部長 東北大学 

堀江 優貴 渉外部長 東北大学 

種澤 遼太郎 次期渉外部長 東北大学 

塩平 真士 会計監査 北海道大学 

佐藤 遼平 会計監査 東京大学 

丸山 真輝 北東学連幹事長 

/次期技術部(仮)局長 

東北大学 

小山 友綺 北信越学連幹事長 金沢大学 

山下 政泰 次期北信越学連幹事長 新潟大学 

上野 康平 関東学連幹事長 

/次期公認大会 WG 委員 

東京工業大学 

渡辺鷹志 次期関東学連幹事長 慶應義塾大学 

西嶋 就平 東海学連幹事長 

/次期副幹事長 

名古屋大学 

南雲 裕貴 次期東海学連幹事長 名古屋大学 

遠藤 匠真 関西学連幹事長 大阪大学 

藤本 拓也 次期関西学連幹事長 京都大学 

山本 徳高 中四国九州学連幹事長 岡山大学 

下江 健史 次期中九四学連幹事長 広島大学 
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出席校(31) 

岩手、東北、北海道、宮城学院女子、岩手県立、金沢、新潟、金沢工業、慶應義塾、千葉、

筑波、東京、東京理科、横浜国立、立教、実践女子、一橋、相模女子、東京工業、日本女子、

茨城、横浜市立、関東学院、十文字学園女子、静岡、名古屋、椙山女学園、大阪、京都、奈

良女子、広島 

 

 

委任状(7) 

福島、東京農工、早稲田、電気通信、津田塾、神戸、京都女子 

 

準加盟校の出席校(1) 

岡山 

 

欠席(0) 
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1. 議長選出 

発言内容(敬称略) 

瀬川 2017 年度第 68 回日本学連総会を始める。出席大学数は規定を満たす。議長選出

を行うが立候補はあるか。 

渡辺 慶應義塾大学の渡辺鷹志です。立候補します。 

瀬川 渡辺氏が議長を務めることに異論はないか。 

では議長を承認する。 

 

 

 

 

 

2. 全日本大会とインカレロングセレについて 

概要 

【資料 1】2019 年度全日本大会 21E 権保持者のロングセレ免除（地区学連枠外でのイ

ンカレロング E 権付与）を取りやめたい。この制度は全日本大会の参加者増のため特例

的に設けたものだった。対象者が 5 人を上回った段階で再考するとしていたが、1 年目

でそれを上回ってしまった。さらに公認大会開催の制度も変わっていく。 

発言内容(敬称略) 

瀬川 意見があれば教えて欲しい。 

渡辺 特に意見がないようなので、それでは承認される方は挙手。 

 出席 31 校のうち 31 校の全会一致で承認。 

瀬川 NishiPRO の西村氏が全日本プロデューサーに就任したと発表された。日本学連

では今後も全日本大会とインカレや公認制度について考えていく。 
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3. 加盟校基準の変更 

 

概要 

【資料 2】日本学連連盟規約の加盟に加盟校は 3 名以上と記載する。各地区でちがった

基準があったが、統一する目的である。加盟校が増えることを期待し、新規加盟校の参

加を促すことでオリエンテーリングの普及を図りたい。 

発言内容(敬称略) 

瀬川 意見があれば教えて欲しい。 

渡辺 それでは承認される方は挙手。 

 出席 31 校のうち 31 校の全会一致で承認。 

瀬川 新年度の第 1 回地区学連総会で現在の準加盟校が加盟校となる場合があるかと思

う。5 人未満の少人数校は現在この場にはいないので、地区学連では周知を図っ

てほしい。 

 

 

 

 

 

4. 会計中間報告 

 

発言内容(敬称略) 

竹内 【資料 3】2017 年度第 2 回会計中間報告を行う。変更点は収入で加盟金の増加

と賛助金の増加、支出にインカレ実行委への 20 万円の赤字補てんと、幹事会開

催の経費を計上している。この資料の内容に関しては幹事長と会計監査 2 名の確

認済みである。これについてなにか意見あれば教えて欲しい。 

渡辺 特に意見がないようなので、承認の挙手をお願いしたい。 

坂野 会計の承認が必要なのは予算と決算だけと記憶している。 

瀬川 承認は次回総会での決算発表で行う。 

 

  



2017年度第 68回日本学連総会議事録 

6 

トップに戻る 

5. 来年度予算案 

 

概要 

【資料 4】2018 年度会計予算案を発表した。 

発言内容(敬称略) 

竹内 基本的には終始ともに踏襲している。収入について、賛助金は今年度の増加を踏

まえて 10 万円と修正している。支出について、次回 ICMR の貸付金申請がなか

ったため 0 円としている。また幹事会交通費を今年度の増加に伴い予算も増額し

た。質問等あるか 

渡辺 特に意見がないようなので、それでは決算を承認される方は挙手。 

 出席 31 校のうち 31 校の全会一致で承認。 

 

 

 

6. 新歓について 

概要 

日本学連 HP 内に新歓ページを作成した。各大学の新歓向けにフライヤーの無料配布が

行われる。 

発言内容(敬称略) 

坂野 日本学連 HP 内に新歓ページを作成した。ここには大学別の新歓特設サイトへの

リンクを並べている。このページは配布フライヤーへ挿入するリンク及び QR コ

ードに使用される。フライヤーを受け取った新入生はこのページで自分の大学を

探して、各校のサイトへ誘導される。こちらでリンクを探して掲載したが、間違

っていたか、新しくを作成したクラブはメール等で URL を連絡して欲しい。 

木村 住所と枚数を知りたい。今年は 3 月 25 日に発送予定、22 校に 28000 部送付。

増やしたい。学生の新歓は最も大きい機会。作成送付費用は社会人から募ってい

る。15 万円を集め、その資金内で行った。デザインは公募を行い、横浜国立大

の宮下さん。空白を設けたが独自情報の印刷にも対応する。承認印の差し込み印

刷も行うので個別に連絡をして欲しい。 

インカレでの悔しい思いを晴らすにも新入生を増やすこと。部員が 100 名いた

出身の山口大学は廃部した。今私が住んでいる長野県にある信州大学も 100 人

はいたこともあったが、ここもいまはない。4 年は短いので気を抜くとすぐに消

えることを知ってほしい。経験上、大学クラブは 1-2 年間新歓に失敗するとつぶ

れてしまう。そうならないように全力で新入生を取り込んで欲しい。 
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インカレで悔しい思いをしたクラブも多いと思うが、未来につながっていく新歓

こそが、この気持ちを晴らすにもまず重要だと思う。 

臼井 北海道協会がオリエンテーリングの紹介 PV を作成した。希望校に DVD を配布

する。 

瀬川 ぜひたくさんの新入生を勧誘して欲しい。 

木村 帰る際にフライヤーの希望枚数の報告をお願いする。 

 

 

7. 規約改正 

概要 

地区学連規約、地区学連セレ規約の改正を承認した。 

発言内容(敬称略) 

西嶋 【資料 5】東海学連連盟規約改正について。第 23 条の副幹事長を現状に即して

1 名に変更したい。 

渡辺 特に意見がないようなので、それでは承認される方は挙手。 

 出席 31 校のうち 31 校の全会一致で承認。 

西嶋 東海学連スプリントセレクションとミドルセレクション規約改正も行う。現状に

即した記述にすること、誤字訂正、4 条を「諮問委員会の提案を元に幹事長が承

認」と変更する。 

渡辺 特に意見がないようなので、それでは決算を承認される方は挙手。 

 出席 31 校のうち 31 校の全会一致で承認。 

遠藤 【資料 6】関西学連連盟規約改正について。役員名簿の更新および、会計部長か

ら会計へ役職名の修正をする。規約内の役員名簿は銀行口座の引き継ぎを行うた

めに毎年必要になっている。 

渡辺 特に意見がないようなので、それでは承認される方は挙手。 

 出席 31 校のうち 31 校の全会一致で承認。 

 

 

 

 

 

8. 来年度幹事について 

概要 

来年度幹事全員の紹介と、それぞれ就任に際しての一言を発表した。 
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発言内容(敬称略) 

渡辺 現関東学連幹事長だった。 

竹内 名古屋大学 3 年。会計を引き続き行う。 

臼井 東北大学 3 年。普及部を引き続き行う。観戦ガイドなどお世話になりました。 

山川 東京大学 2 年。現在は広報部員だが部長になる。広報誌いぶきと議事録作成しま

す。 

久野 日本女子 2 年。事務局に就任する。 

種澤 東北大学 2 年。渉外部長に就任する。 

森川 京都大学 2 年。事業部長に就任する。 

林 岩手県立大学 2 年。北東幹事長に就任する。 

丸山 今年度北東幹事長を務めたが、来年度は新設された技術委員会とのつなぎ役にな

る、技術局設置を目指す。 

藤本 京都大学 2 年。来年度関西幹事長に就任する。 

遠藤 大阪大学 3 年。今年度関西幹事長、来年度日本学連幹事長を務める。インカレの

継続性を固めていきたい。 

南雲 名古屋大学 2 年。東海学連幹事長を務める。東海学連は規模が縮小傾向のため改

善したい 

西嶋 名古屋大学 3 年。来年度日本学連副幹事長を務める。幹事長を支えたい。 

下江 来年度中九四学連幹事長。まだ規模の小さい中九四学連だがもっと発展をした

い。 

塩平 北海道大学 3 年。今年度会計監査だったが、継続する。 

佐藤 東京大学 3 年。今年度会計監査だったが、継続する。 

上野 東京工業大学 3 年。来年度から新設される、公認大会ワーキンググループ委員を

務める。 

山下 新潟大学 2 年、北信越幹事長を務める。 

 

 

 

 

 

9. 各部局活動報告 

渡辺 部局長は各部局の活動報告をお願いします。 

矢野 事業部は幹事会の会場と交通を確保した。この総会会場は山川さんが確保した。

次回インカレの開会式担当校を筑波大学にお願いした。 
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周知して欲しいことが 2 点ある。後夜祭飲み会会場で問題があった。KOLC が

小便器に吐いて詰まった。早大 OC に部屋の撤収を頼んだのにされず、さらに

また便器をつまらせていた。普通の施設なら二度と使わせてもらえないような迷

惑をかけた。同大学で面倒を見て欲しい。飲み会のマナーについて指導を行い、

周知して欲しい。 

これから講習会を運営する。 

堀江 渉外部は矢板地区の申請書をとりまとめて回覧板を１月分までまとめた。テレイ

ン利用申請の締め切りを遵守してほしい。 

竹内 会計は発表の通り、中間決算と予算を作成した。 

坂野 広報部では、第 1 回・第 2 回幹事会議事録、いぶき 1 号 2 号を公開した。議事

録といぶきを各クラブの部員へ紹介して欲しい。普及部との関係から重複してし

まういぶきのインカレ特集は断念したが 3 号を作成中である。前途の新歓専用ペ

ージを作成したため、各大学の最新情報か確認をして違った場合には連絡して欲

しい。また、テレインの案内ページを更新したため今後はこの情報に沿って利用

して欲しい。 

臼井 普及部では新歓フライヤー報告書の作成、観戦ガイドの掲載を行った。ご協力あ

りがとうございます。春インカレではまた観戦ガイド作成にご協力下さい 

吉澤 事務局からは、渉外部の報告にあった取りまとめのうち受付を行っていた。公認

大会の承認書の受付と承認書の返送を行った。学連登録データベースの引き継ぎ

を 4 月中に行って欲しい。ここで収集したメールアドレスをメーリングリストへ

登録する。 

 

 

 

 

 

  



2017年度第 68回日本学連総会議事録 

10 

トップに戻る 

10. 地区学連活動報告 

渡辺 地区学連幹事長は各地区学連の活動報告をお願いします。 

丸山 北東学連は 12 月 17 日の京葉 OL クラブ大会をミドルセレとし、総会を行っ

た。一昨日のモデルイベントで総会を行った。 

上野 関東学連は 12 月 17 日の京葉 OL クラブ大会をミドルセレとした。2 月 4 日の山

リハリレーに関東学連団体戦を併設、2 月 20 日に関東学連総会を開催した。 

小山 北信越学連は 12 月 17 日の関西学連ミドルセレ、12 月 24 日の東海学連セレで

選考を行った。これからここで総会も開催する。 

遠藤 関西学連は 12 月 17 日の関西学連ミドルセレと第 4 回総会を行った。1 月 27 日

に近畿 OL 連絡会に出席、2 月 11 日に第 5 回総会を開催、2 月 18 日にウェスタ

ンカップリレー大会を開催した。今後は 4 月に第 1 回総会と 5 月に新歓合宿を

行う。 

西嶋 東海学連は 12 月 23、24 日に冬合宿を行いミドルセレと総会を開催した。今後

は 3 月 17 日に最後の総会を開催予定。 

山本 中九四学連は 12 月 17 日の関西学連ミドルセレに参加した。一昨日総会を開催

した。 

 

 

 

 

 

11. 秋インカレ会計について 

 

竹内 【資料 7】秋インカレの会計報告を受けた。渉外費が嵩んで赤字となったようだ

った。実行委員会から日本学連に 20 万円の赤字補填を求められ、幹事会で承認

した。20 万円「以上」の支出には総会での承認が必要になるが、インカレ会計

には岐阜県からの補助金が出ており、補助金申請のために 1 月中の決算が必要だ

ったため、日本学生からの支払いを急いだ。事後承認になるがこの支出の承認を

お願いしたい。なにか意見はあるか。 

渡辺 特に意見がないようなので、それでは承認される方は挙手。 

 出席 31 校のうち 31 校の全会一致で承認。 
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12. お知らせ 

 

瀬川 京大、東工大、東大など学生主催の公認大会が増えていて、それを促進したい。

公認大会を主催するには公認コントローラとインストラクタが必要になるが、学

生の資格取得者が少ない。これの資格取得促進のため、学生参加者を参加費交通

費無料とした講習会を 8 月に行いたい。学連主催、YMOE 者提供、山川ハウス

拠点。学生大会のノウハウ共有や意見交換でより良い大会開催をしていってほし

い。交通費と参加費で 20 万円を超える見込みなので総会での承認が必要だが、

8 月の開催のために次回総会での事後承認になってしまうが、具体的金額や企画

内容の詳細は未定である。 

山川 全額無料なのは地区やクラブの財力によって偏ってはいけないという思いから。

今後の学生大会の主力やインカレ実行委員会を担っていく関係者などを対象に全

額日本学連負担で開催する。 

瀬川 人数に制約があるが、同じクラブで複数人でた場合、参加を断る場合がある。 

 

 

 

 

 

13. 次回総会について 

 

瀬川 次回総会は例年通り、インカレにあわせて 9 月 15 日を予定。 

 


