
日本学連報告用 日本学連販売地図売上報告２４年度総合報告 2013年3月7日

報告者：ＹＭＯＥ社　山川
【相殺１】23年度売上において2300枚と報告したが、同じメールで会計に送った別紙詳細資料には
2222枚となっていて78枚の数え違いがあった（駒ヶ根分78枚を間違えて参入集計していた）。その分枚数を相殺する。

実施日 テレイン名 団体名 YMOE
伝票番号

枚数 備考 備考２

相殺１ ※ -78
3月24日 希望が丘 奈良女子大 地２ 5
4月14日 日光和泉 早大・新勧 栃11 50
4月14日 日光和泉 東大・新勧 栃12 55
4月21日 椛の湖 ユニバセレ 60 按分
4月28日 椛の湖 名大 地５ 168
4月28日 日光例幣使街道 早大 栃13 70
5月20日 希望が丘 関西学連 地６ 200
6月16日 矢板塩田 早大 栃15 40
6月24日 不動（南） 関東学連 栃16 467
7月15日 番匠峰古墳 茨城大 栃17 40
8月7日 日光和泉 早大・夏練 栃18 38
8月18日 不動（北） 桐朋中高 栃19 33
8月19日 日光和泉 桐朋中高 栃19 66
8月20日 不動（南） 桐朋中高 栃19 33
8月21日 日光例幣使街道 桐朋中高 栃19 66
8月23日 日光例幣使街道 筑波大 栃20 141
8月25日 日光和泉 筑波大 栃20 85
9月12日 日光和泉 東大・海外組 栃21 45
9月22日 不動（南） 千葉大 栃22 111
9月30日 希望が丘 朱雀ＯＫ 地10 609
10月 希望が丘 ＪＯＡ研修会 地12 35 2339 前々回幹事会時報告数
１１月３-４日 不動（南） 岩手大 栃23 162
11月4日 不動（南） 東工大 栃24 35
12月9日 不動（南） 早大 栃25 20
12月15日 日光和泉 茨城大 栃26 60
12月15日 不動（南） ＫＯＬＣ 栃27 51
12月16日 不動（南） 東大・千葉大 栃28 159
12月16日 日光和泉 東工大 栃29 50 2876 山川レオパ入居前
１２月２４～２６日 不動（南） 東北大 栃30 210
１２月２４～２６日 日光和泉 東北大 栃30 180
１２月２４～２６日 日光例幣使街道 東北大 栃30 65



12月23日 不動（北） 北東・関東合同セレ 栃34 501
12月２４～２５日 不動（北） ＫＯＬＣ 栃35 27
12月２４～２５日 日光例幣使街道 ＫＯＬＣ 栃35 20
12月２８～30日 不動（南） ＮＴ 栃36 148
12月２８～30日 日光和泉 ＮＴ 栃36 143
合宿公開 不動（南） 個人利用 栃31-33 15 4185 年内分
1月１８～２０日 不動（北） 新潟大 栃13-2 89
1月１８～２０日 不動（南） 新潟大 栃13-2 207
1月20日 希望が丘 京大 地13-1 83
1月２６～２７日 不動（北） 東大 栃13-3 120
1月２６～２７日 矢板塩田 東大 栃13-3 140
1月6日 日光例幣使街道 早大（慶東工戦） 栃13-1 48
2月10日 番匠峰古墳 山リハ 300
2月17日 椛の湖 名古屋大 地13-2 202
２月２３～２５日 不動（南） 農工大 栃13-5 20
２月２３～２５日 日光和泉 農工大 栃13-5 20
２月２３～２５日 不動（北） 東大 栃13-6 201
２月２３～２５日 日光和泉 東大 栃13-6 277
２月２３～２５日 不動（南） 東大 栃13-6 220
２月２３～２５日 不動（南） 金沢大 栃13-7 144
２月２３～２５日 日光和泉 金沢大 栃13-7 80
2月22日～２４日 番匠峰古墳 東工大 栃13-8 51
2月22日～２４日 矢板塩田 東工大 栃13-8 45
２月２３～２５日 日光例幣使街道 新潟大 栃13-9 68
２月２３～２５日 日光和泉 新潟大 栃13-9 125
2月22日～２４日 不動（北） 東北大 栃13-10 72
2月22日～２４日 日光例幣使街道 東北大 栃13-10 141
2月22日～２４日 不動（南） 東北大 栃13-10 98
3月3日 不動（南） 東工大 栃13-11 25
３月１日～２日 番匠峰古墳 新潟大 栃13-12 76
3月3日 不動（南） 東工大（追加） 栃13-13 12
3月3日 番匠峰古墳 ＫＯＬＣ 栃13-14 20
２月２７日～３月３日 日光例幣使街道 千葉大 栃13-15 18
２月２７日～３月３日 日光和泉 千葉大 栃13-15 22
２月２７日～３月３日 不動（南） 千葉大 栃13-15 24
２月２７日～３月３日 番匠峰古墳 千葉大 栃13-15 34
３月１日～３日 日光和泉 早大 栃13-16 47
３月１日～３日 不動（南） 早大 栃13-16 32
３月１日～３日 不動（北） 早大 栃13-16 32



３月１日～３日 番匠峰古墳 北大 栃13-17 7
３月１日～３日 日光和泉 北大 栃13-17 37
３月１日～３日 不動（南） 北大 栃13-17 73
３月１日～３日 日光例幣使街道 北大 栃13-17 16
３月２日～３日 日光例幣使街道 ＮＴ 栃13-18 75

日光和泉 ＮＴ 栃13-18 30
3月2日 希望が丘 大阪大 地13-3 110

7626
【無料分使用】

5月26日 日光和泉 ユニバ合宿 栃14 45 学連分無料
5月27日 日光例幣使街道 ユニバ合宿 栃14 69 学連分無料
2月9日 日光例幣使街道 学連合宿 栃13-4 368 学連分無料

3月11日 日光例幣使街道 学連講習会 134 学連分無料
3月12日 日光所野 学連講習会 201 学連分無料

817 無料使用分枚数

実際の２０１２年度の学連所有財産の地図使用実数は、７６２６＋７８＋８１７＝ 8521 枚

それに今回のインカレ参加者使用数が加わる。地元や他団体に説明する際に１万枚を超える地図を使用という言葉は
使って大丈夫かと。

【テレイン別使用実績】
不動の滝（南） 2266
不動の滝（北） 1075
日光和泉 1455
日光例幣使街道 1299
矢板塩田 225
番匠峰古墳 528
椛の湖 430
希望が丘 1042
日光所野 201 8521

【学連とＹＭＯＥ社／山川との金銭出納関係】

YMOE社→学連会計 1,740,200\  ・・・ａ
地図売上 7626 200 1,525,200\  
事務局2012年度家賃戻し 215,000\     



学連会計→YMOE社 1,220,000\  ・・・ｂ
不動（南）改訂作業 6月幹事会決済 195,000\     
日光他３テレイン改訂作業 6月幹事会決済 140,000\     
事務局2013年度家賃 10月幹事会で発言 715,000\     
インカレ協賛トレイルＯ用地図作成 ロング前日総会で決済 100,000\     
渉外部活動費用（実費のみ、現状無報酬） 後日報告（多分3万円台）
年末の改定作業 現状未決済（今回審議） 70,000\      

ａ－ｂ ＹＭＯＥから学連会計へ一旦支払（2013.3末締） 520,200\     

【25年度予算執行提案（既出分含む】 3,800,000\  
毘沙門山地図作成事業 ロング前日総会で決済 1,200,000\  付随条件等は別途資料参照

今回提案 矢板土屋北地図作成事業 今回総会審議事項 予定額 1,600,000\  付随条件等は別途資料参照
今回提案 日光愛宕山<>不動接合 今回幹事会審議事項 予定額 200,000\     ミドルセレ候補
今回提案 矢板塩田改訂作業 今回幹事会審議事項 予定額 200,000\     
今回提案 他日光テレイン維持改訂作業今回幹事会審議事項 予定額 200,000\     
今回提案 他矢板テレイン維持改訂作業今回幹事会審議事項 予定額 200,000\     
今回提案 ロングセレを行うことになればそのテレインの改訂作業を切り分ける（案） 200,000\     

＜解説＞多分全額使うことはないのと、長年議論してきた地図会計独立の議論を翌年度中には
何としても成就させたい。その経過措置として、今は20万までは幹事会決済が必要なのでこのような
予定の部分までの決済を今回与えていただきたい。例えば日光愛宕山＜＞不動南完全接合作業は
20万の範囲内で満足する結果は得られないかもしれない（不動南の普段使っていない接合に関する
エリアが激しくイカだった）。しかし、それは日光他テレイン改訂作業の中でも執行可能なようにするとか。
何よりも柔軟性とスピード感ある対応が今は求められているし、上記の数値を見てもそれが結果に
繋がっている。尚、根本的な問題として、山川が発注側と受注側と両方の立場を演じてしまっているが
まずこのようにガラス張りの報告をするのを義務とするのと、少なくとも場面場面で必要な検収役
に担当理事に置く（齋藤翔太理事が担当）ということを理事会では話し合った。
これらの事業は、ＹＭＯＥ社の報告、担当理事の検収をもって支払が行われる、支払は実績ベース
で、全額使わないこともある。また、足らなくなった項目に関して、理屈が通れば他の案件に付け替える
ことも担当理事の決済権で可能としたい。


