
2015年度日本学連販売地図売上中途報告 2016年１月幹事会中途報告

報告者：ＹＭＯＥ社　山川
　　　（参考：2014年度は7986枚、2013年度は11794枚、2012年度は8521枚,2011年度は3542枚，2010年度は2767枚，2009年度は2328枚）

実施日 テレイン名 団体名 YMOE
伝票番号

枚数 備考 備考２

4月18日 日光愛宕山 慶応大 栃2015-13 32
4月25日～26日 日光例幣使街道 慶応大 栃2015-14 76
4月25日 日光例幣使街道 筑波大学 栃2015-15 57
4月25日～26日 日光例幣使街道 早稲田大学 栃2015-16 58
5月3日 椛の湖 名古屋大学 地印2015-5 174
5月31日 日光愛宕山 千葉大学 栃2015-17 41
6月13日 矢板日新 筑波大学 栃2015-18 33
6月8日 日光例幣使街道 東京工業大学 栃2015-19 30
6月14日 日光愛宕山 東京大学 栃2015-20 152
6月13日 日光例幣使街道 千葉大学 栃2015-21 32
6月13日 日光愛宕山 筑波大学 栃2015-22 53
6月21日 日光口 関東学連 栃2015-23 336
6月21日 日光和泉 関東学連 栃2015-23 279
7月19日～20日 日光口 茨城大学 栃2015-24 6

日光和泉 茨城大学 栃2015-24 4
日光例幣使街道 茨城大学 栃2015-24 85
日光所野 茨城大学 栃2015-24 50

7月11日 日光和泉 戸上 栃2015-25 24
8月3日 毘沙門山 東京大学 栃2015-26 175
8月7日 日光愛宕山 早稲田大学 栃2015-27 51
8月23日～25日 矢板日新 2013同期 栃2015-28 62

矢板幸岡 2013同期 栃2015-28 90
番匠峰古墳 2013同期 栃2015-28 63
矢板運動公園 2013同期 栃2015-28 44

9月6日 矢板山田 茨城大学 栃2015-29 33
9月9日 日光例幣使街道 関東新人戦 栃2015-30 326
9月13日 不動の滝（南） 千葉大学 栃2015-31 52
9月19日～21日 日光和泉 東京農工大学 栃2015-32 22

不動の滝(南) 東京農工大学 栃2015-32 45
日光例幣使街道 東京農工大学 栃2015-32 22

9月27日 日光和泉 東京大学 栃2015-33 163
日光口 東京大学 栃2015-33 42

10月11日～12日 矢板幸岡 名古屋大学 栃2015-34 19
番匠峰古墳 名古屋大学 栃2015-34 54

10月11日 矢板日新 茨城大学 栃2015-35 64
11月14日～15日 矢板山田 新潟大学 栃2015-36 33

矢板日新 新潟大学 栃2015-36 37
11月21日 日光愛宕山 千葉大学 栃2015-37 48
11月22日 毘沙門山 東京工業大学 栃2015-38 56
11月28日 矢板山苗代 立川洋さん追悼 栃2015-39 129
11月28日 矢板日新 留年練習会 栃2015-40 217

矢板山田 留年練習会 栃2015-40 113
12月5日 矢板山苗代 東京工業大学 栃2015-42 72
12月6日 矢板山苗代 茨城大学 栃2015-43 69
資料 番匠峰古墳 茨城大学 栃2015-43 4
12月6日 矢板日新 ＫＯＬＣ 栃2015-44 78
12月13日 矢板山苗代 千葉大学 栃2015-45 40
12月13日 椛の湖 名古屋大学 地印2015-11 115
12月12日～13日 矢板山田 筑波大学 栃2015-46 46

矢板幸岡 筑波大学 栃2015-46 48
12月20日 番匠峰古墳 三地区合同セレ 栃2015-47 629
12月26日～27日 矢板日新 千葉大学 栃2015-48 72
12月26日～28日 日光所野 KOLC 栃2015-49 82

不動の滝（南） KOLC 栃2015-49 95
日光例幣使街道 KOLC 栃2015-49 100

12月25日～27日 日光和泉 東京工業大学 栃2015-50 72
日光所野 東京工業大学 栃2015-50 98
不動の滝（南） 東京工業大学 栃2015-50 59

12月28日～30日 日光愛宕山 トータス 栃2015-51 158
12月14日 日光和泉 トータス 栃2015-51 210
12月14日 日光例幣使街道 トータス 栃2015-51 90

1月10日 日光所野 千葉大学 栃2016-1 41
1月9日～10日 矢板日新 京都大学 栃2016-2 69

矢板山苗代 京都大学 栃2016-2 50
1月17日 日光例幣使街道 千葉大学 栃2016-3 20



1月15日～17日 矢板山苗代 新潟大学 栃2016-4 149
矢板日新 新潟大学 栃2016-4 281

1月16日～17日 矢板日新 東京大学 栃2016-5 345
番匠峰古墳 東京大学 栃2016-5 305

1月17日 日光所野 筑波大学 栃2016-6 23
1月24日 矢板山田 東京大学 栃2016-7 167
1月30日～31日 不動の滝（南） 筑波大学 栃2016-8 45

矢板山田 筑波大学 栃2016-8 33
2月6日 日光所野 2014同期合宿 栃2016-9 127
2月6日 日光例幣使街道 学連合宿 栃2016-10 印刷費のみ
2月7日 塩谷田所 山リハ 自社事業

最終報告ではテレイン別集計も行います

7230 枚 7274
【初出企画使用分】
11月29日 塩谷田所（ＫＯＬＣ大会） 栃2015-41

　　初出分 548
　　販売分 76

624 枚

初出分 548
販売対象分 76

学連が有償で売った地図の総枚数 7898 枚

学連内部使用分 枚
指定管理業者への印刷代支払い
を除いた学連の収入額として単価
２００円のものの地図売上 7306 枚 1,461,200¥ 
１５０円のものの地図売上 44 枚 6,600¥        
初出地図分（学連分５５０円）の地図売上548 枚 301,400¥    

学連地図の総使用枚数
（春インカレの現場を除く） 7898 枚

2014年度日本学連地図売上総額 1,769,200¥ 
【説明】2015年度中途報告が2014年度全体の枚数より少なくて、売上がより大きいのは、筑波とKOLC大会の初出使用分の違いによる

2014年度ＹＭＯＥ代行分の地図売上は257万5800円（新機軸事業／矢板山苗代） 1,693,500¥ 
2013年度ＹＭＯＥ代行分の地図売上は257万5800円（新機軸事業／毘沙門山と矢板山田） 2,575,800¥ 
愛知インカレであってもこれだけの売上を確保、矢板山苗代の資本投下分を上回る売上を達成(評価文は3月に書き下ろす）

【新地図会計規定による2015年度事業】

他日光テレイン維持改
訂作業

2015年6月担当理事に提出別途報告 200,000¥    

矢板テレイン維持改訂
作業

2015年12月再発議
(メールベース）

別途報告 200,000¥    

塩谷田所新規地図作
成事業

2015年９月幹事会
で決議

別途報告 1,600,000¥ 

インカレスプリント新規
持ち回りカップ

69,120¥     

【2016年度】2015年度でのやりとりを背景に、多分20万以内の案件を都度担当理事に提示するで、解決できると踏んでいる
テレイン整備作業は、絶対に必要なことなので、新地図規約にのっとり、今度は幹事長・会計・担当理事と協議の上、学連に
とって良い様に、2016年度も進めていきたいと思います。
また、新機軸事業についてですが、粉をかけている団体はありますが、1/30幹事会時点で学連に正式に申請しましょうという
団体は現れていません。しかし申請の提案がきても良いように、先行投資的部分（基礎調査と正確な見積もりの算定）をどんどん
先回りで進めていきたいと思います。

【新地図会計規定に則り、提示予定事業】 予算規模
　１．新機軸事業第５弾（栃木県矢板市内） 140万～160万
　２．日光テレイン維持改訂事業（セレクションに対応して地図担当理事に事前に申請） 20万円（最大値）
　３．矢板テレイン維持管理事業（セレクションに対応して事前に地図担当理事に申請） 20万円（最大値）
　４．「矢板塩田」大幅経年修正作業（２０１６年度秋インカレに対応） インカレロング予算で
　５．インカレスプリント地図作成(多分、版権は栃木県協会に持っていただく予定） インカレスプリント予算で

テレインパトロール、要修正かどうかの情報収集方法について幹事会で話したい



2015年8月～9月　前広報の高橋くんと、学連地図のWEB広報の大幅改訂作業

＜別資料＞
事務局（目白台芙蓉ハイツ104）の学連資材を長く風呂場に置いたことによるリフォーム代報告

給湯器交換　 105000
風呂場掃除（ダスキンに外注） 25920
浴室電気系統修理と照明交換 8280
空気清浄機 11300

150500
対象外として除湿機・加湿器



2016年１月幹事会中途報告

他タスク（メモ程度に）

学連テレイン関係のちゃんとした整理
と情報公開

渉外情報含めて

未来へのロードマップ

事務局の手続き関係

新機軸事業の案内書
　　第４弾大会開催予定

学連の歴史のマトメ

　　30周年事業どうする？



枚

【説明】2015年度中途報告が2014年度全体の枚数より少なくて、売上がより大きいのは、筑波とKOLC大会の初出使用分の違いによる


