
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

気になった君も気にならなかった君も 

まずはページをめくってみよう！！ 
 

 自治会活動の 

これからの方針は？ 
 自治会費は 

どう使われてるの？ 

図書館の開館時間って 

伸びたの？ 

 

知事が色々言ってる 

みたいだけど授業料 

上がったりしないよね？ 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P.02  要望書公開回答を開催しました！！ 

  P.05  前期自治委員会総会開催 

  P.07  決算報告・予算案提議 

  P.10 意見箱回答 
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要望書公開回答を開催しました！！ 

  
(*1)要望書：昨年の後期に学生自治会が行った要望アンケートにて、学生の皆さんから集めた要望をまとめ

たものです。要望書は後期自治委員会総会にて承認され、学生の総意として要望を大学に訴え

ました。 

 

  
 

 

 

Ⅰ．学費に関する要望 

要望要望要望要望１１１１：：：：    授業料の増額を行わないこと 

    回答回答回答回答：：：：    平成 22 年度については、授業料を改定する予定はありません。なお、現在の授

業料は国立大学の授業料にあわせて設定しています。 

要望要望要望要望２２２２： 授業料の免除・減額制度の採用枠を維持すること 

    回答回答回答回答： 現在のところ、来年度における授業料の免除・減額制度の採用枠等については、

平成 21 年度と変更ありません。 

 

要望と大学からの回答 

要望書(*1)に対する大学の回答は誰でも聞くことができるよう公開形式にしていま

す。今年度の公開回答は 5 月 21 日（金）に行われました。寺迫正廣理事・副学長兼学

生センター長をはじめ、理事の方々や、多くの大学関係者の方々に参加していただき

ました。公開回答は寺迫理事の挨拶に始まり、要望書に対する回答が行われました。

その後、回答に対する質疑応答の時間が設けられ、学生からの質問、意見に対して大

学の担当者の方々に回答していただきました。 
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Ⅱ．講義・履修に関する要望 

要望要望要望要望３３３３： 受講申請期間を延長すること 

    回答回答回答回答： 講義科目の場合、15 回の授業を受け、試験に合格すれば 2単位を修得することが

できます。このため、学生のみなさまからのご要望の「各講義を複数回受けた上で、

履修科目を選択する」ための受講申請期間を延長することは教務日程上困難です。 

学生のみなさまには、授業科目概要を活用するなど科目内容をよく理解した上で、

受講申請していただきますようお願いします。 

 

Ⅲ．施設・設備、構内整備に関する要望 

要望要望要望要望４４４４：(1)平日は図書館およびオープンスペースを 21時まで開放すること 

    (2)休日は図書館の開館時間を 17 時まで延長すること 

    回答回答回答回答： 中百舌鳥キャンパス学術情報センター図書館及びオープンスペースの開放時間の

延長については、学生のニーズを踏まえ、今年度から要望どおりに実施しています。

また、自習スペースが不足していることを踏まえて、C5棟学術情報センター1 階の

視聴覚室をオープンスペースに改装することを検討しており、秋ごろには提供でき

るかもしれません。 

要望要望要望要望５５５５： 喫煙所を頻繁に利用される出入口から撤去、もしくは 14 メートル以上離して設

置すること 

    回答回答回答回答： 喫煙場所の見直しについては、昨年度の要望を踏まえ、各建物管理者である学部

等において順次見直しを行ってきたところですが、ご指摘のように受動喫煙の防止

対策という観点から未だ不十分な喫煙場所があることは認識しています。 

  現在、各学部等に新しい学期までには、再度の見直しを行うよう依頼しておりま

す。 
 

     〔〔〔〔改善状況改善状況改善状況改善状況〕〕〕〕    

C10 棟  南側喫煙所は H22 年 3月中に撤去しました。 

B1 棟 
 一部、喫煙所を廃止(Ｈ21 年 12 月に)するとともに、灰皿を入口から離

して設置しています。 

B3 棟 
 喫煙所は、頻繁に利用される出入口から 14ｍ以上離れた場所へ移動し

ました。具体的には B4棟側へ移動しました。 
                                    

要望要望要望要望６６６６：(1)不良備品、施設を修繕すること 

 (2)構内の危険箇所を整備すること 

 (3)学生や教職員から施設や設備、構内の老朽化や破損に関する情報を収集し、随

時修繕、整備すること 

 

３ 



回答回答回答回答： 学内施設の保守・整備等については、緊急性等を考慮し、優先度の高いものから順

次予算の範囲内で対応しているところです。 

 

Ⅳ．りんくうキャンパス移転に関する要望 

要望要望要望要望７７７７： りんくうキャンパスの駐輪場を拡張すること 

    回答回答回答回答： 駐輪場につきましては、サイクルラック 83台、平面約 70 台、計約 153 台分収容

可能となっています。現状を見ましても指定の駐輪場に概ね駐輪されており、また

学生数（252 名）からみても概ね充足していると考えています。今後、学生数の増

加等で駐輪場の増設が必要になった場合には、関係課と協議のうえ対応していきた

いと考えています。  

 

 

Ⅴ．課外活動に関する要望  

要望要望要望要望８８８８：：：： グラウンド南側に投光器を設置すること 

    回答回答回答回答：：：：    課外活動の重要性から投光器の必要性は認識していますが、設置及び維持には、

相当な予算が必要であり、現段階では対応は困難です。    

要望要望要望要望９９９９： 合宿所を整備すること 

    回答回答回答回答： 合宿所を含め、クラブ関係の建物のほとんどが老朽化していることは認識してい

ます。合宿所についても学生会館や厚生保健センターの活用など全体的なプランの

中で検討していきたいと考えております。なお、当面、雨漏りについては今年度対

応する予定です。 

 

※質疑応答に関して 

 今回の要望書公開回答での質疑応答は学生自治会のホームページにて近日中

に掲載させていただきます。ぜひアクセスしてご覧下さい。 

 

学生自治会学生自治会学生自治会学生自治会ホームページホームページホームページホームページ    

URLURLURLURL：：：：    http://zichikai.ehoh.net/http://zichikai.ehoh.net/http://zichikai.ehoh.net/http://zichikai.ehoh.net/    
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自治委員会総会って？ 

学生自治会は、学生と共に学生生活をより良くするために学生の意見に

沿って活動しています。自治会活動をより充実したものにし、学生自治会

の活動が本当に学生のためになっているかどうかを皆さんに判断してもら

うことを目的に自治委員会総会を開催しています。 

総会では、皆さんに自治会活動についてより深く知ってもらい、その活

動が本当に学生の意見に沿ったものになっているか一緒に考えてもらいま

す。その場で示す方針が皆さんに承認されれば、その方針に沿って実際に

活動していきます。 

 

自治委員会総会で何をするのか興味を持った方も持たなかった方も次の

ページの説明文を読んで自治委員会総会に参加して、自治会の活動方針の

決定に関わりませんか。 

 

 

日時 6月 17日（木） 

開場 17時 30分 

開会 18時 00分 

場所 B1棟2階東大教室 

５



 

 

 

 

決議案提議 

決議案とは、学生自治会のこれまでの半年間の活動報告と、これからの半年間の活動

方針を示したものです。学生自治会の活動が本当に学生のためになる活動かどうかを皆

さんに判断してもらいます。 

 

決算報告・予算案提議 

皆さんからお預かりした自治会費がどのように使われているかを示すため、これまで１年間の自治会

費の使い方を報告し、今後１年間自治会費がどのように使われるかを示します。詳しくは P.7 「決算

報告・予算案提議」を参照してください。 

 

質疑応答 

各案に対して意見・質問等があれば、その場で担当者が回答します。質疑応答は各提議の後と、

学科学年ごとの話し合いの後にあります。皆さんぜひこの機会に率直な質問、意見をお願いします。 

 

採決 

学科・学年ごとの話し合いの後、各案について、学科・学年ごとの意思を表明して貰います。 

決議案では賛成・反対・保留、予算案では承認・不承認で判断してもらいます。その結果に沿っ

て学生自治会は活動します。 

 

次期中央執行委員会役員選挙 

決議に沿って学生自治会の活動を執行する自治会役員、その代表である中央執行委員会の次

期役員を、選挙により選出します。中央執行委員会は、原則、委員長(１名)、副委員長(２名)、書

記長(１名)、書記次長(１名)、執行委員(若干名)で構成されています。 

 

 

2010 年度前期自治委員会総会では主に以上の事柄を行います。自治委員会総会

に参加して、皆で今後の学生自治会の活動について考え、より良い学生生活の実

現を目指していきましょう!! 

皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご参加参加参加参加おおおお待待待待ちしておりますちしておりますちしておりますちしております!!!!!!!!    
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 学生自治会は「学生と共に」学生の大学生活を快適なものにするための活動を

行っています。したがって、自治会費をどう使うかは「学生と共に」決めるべき

ものです。前期自治委員会総会では、自治会費がこれまで１年間でどのように使

われたかを学生に示すために「決算報告」を行います。また、これから１年間で

自治会費をどうのように使うのかを示す「予算案提議」を行います。その後、決

算報告や予算案提議についての質問・意見に対して担当者が回答する質疑応答の

時間があります。そこで自治会費の使い方に対して意見を発していただき、さら

に「学科・学年ごとの話し合い」で学生の間でも話し合っていただきます。そう

いった過程を経て、これらの使い方が本当に学生のためになっているかをみなさ

んに考えていただきます。そして、最後に採決で学生に是非を問い、承認を得れ

ば、その予算に沿って活動し、その活動を通じて学生へ自治会費を還元していき

ます。 

 

 

 

会計監査について   

 

 

 自治委員会総会で報告される決算は、前年度の前期自治委員会総会

で選出された会計監査委員の監査を受けたものです。会計監査委員は、

領収書や明細書を確認し、学生自治会の会計に不正や誤りがないかを

監査します。また、決算報告書と予算案は、中央執行委員会の承認を

得てから自治委員会総会で報告・提議されています。学生自治会は、

会計に不正や誤りがないように、このような手順を踏んだうえで、自

治会費の使われ方を自治委員会総会で学生に示しています。 

 

 

決算報告・予算案提議 
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会計項目について 

 

 決算報告や予算案提議の際には、会計資料を配布します。以下では、その会計

資料の項目について説明します。ここでの説明は、会計資料を理解する上での助

けにしていだだけたらと考えます。なお、決算などの具体的な数字に関しては学

生自治会の会計年度の開始が 6 月であることから、現在は正確な情報を伝えるこ

とができません。また、書面だけでは十分な説明ができないため、会計資料の詳

細はここでは掲載していません。ぜひ、自治委員会総会に参加してご確認下さい。

B12 棟 2 階の学生自治会室に来ていただければ、担当者が資料について説明しま

す。 

    

収入収入収入収入のののの部部部部    
 

●自治会費自治会費自治会費自治会費 

入学手続き時に、みなさんからお預かりした自治会の加盟費です。 

年間 1750円を、4年分（獣医学科は 6年分）一括してお預かりしています。 

 

●利息収入利息収入利息収入利息収入 

自治会費を銀行に預金していることで発生する利息です。 

 

●印刷収入印刷収入印刷収入印刷収入 

自治会室のコピー機や印刷機の私的利用の使用料です。使用料は、使用に際して消費され

たインク・マスター・トナーなどの補充や維持費等に充てています。 

 

●OAOAOAOA機器購入費機器購入費機器購入費機器購入費 

パソコンの部品などの購入に際して、毎年必要に応じて支出項目の「積立金」として計上

している「OA機器購入費」から、購入に必要な分を収入に充てています。 

 

●繰越金繰越金繰越金繰越金 

前年度からの繰越金です。 
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支出支出支出支出のののの部部部部    
 

●執行費執行費執行費執行費 

学生自治会が主催する行事や、2010 年度新入生のカリキュラムオリエンテーションの際

に行われたクラスオリエンテーションの際に配るパンとジュースのための費用です。 

 

●援助金援助金援助金援助金 

学内の学生団体への援助金です。各団体の活動が「学生生活をより良くすることに繋がっ

ている」かつ「各学生団体が活動を行っていくには自治会が行う様々な援助のほかに、援

助金という形で金銭面の協力も必要である」と判断された団体に援助しています。 

 

●書記局費書記局費書記局費書記局費 

学生自治会内での事務費用です。主に、事務用品、備品、印刷用紙の購入や学生自治会が

所有しているパソコン、コピー機、印刷機などの維持費および購入費等に充てています。 

 

●積立金積立金積立金積立金    

大型 PAと呼ばれる大型の音響機器や、学園祭などで使われるステージを再購入するため

の委員会における学生自治会負担分の積立金や、自治会が保有しているコピー機や印刷機、

OA 機器を購入するための積立金です。 

 

 

 

最後に･･･ 
 

 

前述の通り、自治会費について、すべてをここで説明することはできません。しかし、

自治会費の使い方を、より学生のためのものとしていくには、学生が自治会費のことを

知り、意見を発していくことが必要です。ぜひ自治委員会総会で、学生自治会の活動

やその予算について意見を発して下さい。みなさんの声が、今後の自治会活動を決め

ていくのです。 
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 ここでは平成 2１年 12 月から翌年 3 月の間に意見箱に寄せられた意見や質問など

と、それに対する学生自治会の回答をのせています。なお、寄せられた意見は原文で

掲載しています。 

 

 

意見箱とは？？ 
 意見箱とは、学生が抱いている意見を集め自治会活動に取り入れるために、Ｂ１２棟

(学生会館)１階タダコピ横とＣ５棟(学術情報センター)１階の傘たての横に設置され

ている箱のことです。 

 

 

 

意見記入用紙には 

1. 大学への意見、要望、不満などとその理由 

2. 中百舌鳥キャンパス学生自治会に行ってほしい活動や質問などとその理由 

 3. その他、お気づきのこと 

の３項目があります。 

 回答は２週間に一度の定期更新で意見箱横の掲示板やＨＰに載せています。また、

これまでの意見とその回答は意見箱の近くにファイリングしているので、いつでも閲覧

することができます。 
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学生からの意見： （工学部機械工学科 2 回生） 

 ・図書館の貸出冊数が５冊では少ないので、もっとふやしてほしい。 

 ・開館時間を１５分でいいので早めてほしい。１コマ前に資料をかりたりしたいから。 

学生自治会の回答： 

 これらの意見は意見集に載せて大学に伝えます。意見集とは、要望書に掲載されなかった

要望アンケートや意見箱で集めた学生の意見を含めてそのまま掲載したものです。要望書に

掲載しなかった意見も学生の実情を表しており、大学運営の参考にしてもらうために要望書

交渉の際に大学に提出します。 

 

学生からの意見： （工学部機械工学科 2 回生） 

 文連合宿所の建て替え 

 理由：汚い、すきま風、水道が使えない 

学生自治会の回答： 

 学生自治会は、より良い学生生活の実現を目指して、大学に学生の意見・要望を伝える要

望書交渉という活動を行っています。この要望書は、学生の意見・要望をもとに学生自治会

が作成し、2009 年度後期自治委員会総会で学生の皆さんに承認されたものです。今年度の要

望書には、「合宿所を整備すること」という要望を掲載し、学生の総意として交渉の際大学

に伝えます。要望書は、学生自治会のホームページ（http://zichikai.ehoh.net/）で見る

ことができます。また、B12 棟（学生会館）2 階学生自治会室に来ていただければお渡しし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学への意見・質問 

中百舌鳥キャンパス編 
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学生からの意見： （生命環境科学部獣医学科 4 回生） 

  近大やら京産に売らないで下さい。 

学生自治会の回答： 

 このような意見があったことを学務課に伝えました。現在では、すぐには売却されること

はないと考えていますが、今後、大阪府に新しい動きなどがありましたら、学生に情報を発

信するなど活動していきます。 

学生からの意見： （生命環境科学部獣医学科 4 回生） 

  ①屋上の開放 

 ②タダコピ 

学生サポート室からの回答： 

①機械設備が多数設置してあり、施設管理上開放できません。  

②タダコピの導入については、申し訳ございませんが、生協の意向で決まりません。学生数

が最低でも５０００名以上必要ですし、業者の導入要件を満たす大学に限られます。 

以前、羽曳野キャンパスへの設置をお願いしましたが、学生数が少なすぎるとのことで断ら

れました。残念ながらりんくうキャンパスは更に学生数が少ないので導入は難しいと思いま

す。 

 

学生からの意見： （生命環境科学部獣医学科 2 回生） 

  日曜日の勉強場所がなくて困る。 

 泉佐野の図書館（中央図書館）は席数が少なく、丸テーブルでがっつり勉強しづらい。 

学生サポート室からの回答： 

 日曜日は教員・職員とも不在となるため、事故等発生時に大学として直ちに対応すること

ができず、学生の皆さんの安全を確保すると言う観点から休室日にしております。例外とし

て日曜日に利用する場合は、学生アドバイザーの承認が必要です。 

 

学生からの意見： （生命環境科学部獣医学科） 

  テスト前とかに申請すれば 24 時間学校を使えるようにしてほしい。 

学生サポート室からの回答： 

 講義室の使用については、授業のある時間は平日は午後９時まで、土曜日は事前に事務所

へ届出していただければ午前９時から午後９時まで使用できます。日祝日の使用は学生アド

バイザーの承認が必要です。 

 夏季休業期間等の使用については、月曜日から土曜日は事前に届出していただければ午前

９時から午後９時まで使用できます。日祝日は使用できません。 

 また図書館・情報処理室演習室の使用については、平日・土曜日（年末年始を除く。）と

も午前９時から２４時まで学生証（カードキー）で使用できます。 

大学への意見・質問 

りんくうキャンパス編 
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学生からの意見： （生命環境科学部獣医学科） 

  ①食堂のメニューが少ない。 

 ②セットメニューの中のおかずが単体で購入できないイミがわからない。 

 ③タダコピがほしい 

学生サポート室からの回答： 

① 生協食堂部は 

・温かいものはあたたかく 

・冷たいものはつめたく 

提供できるように努力しております。現状レベルでの上記のように提供できるメニュー数が

今のところ少数です。生協としましても、飽きのこないメニューという意味で日替わりでの

提供をしております。 今後はより多くのメニューを提供できるように努力したいと思いま

すので、ご理解ください。  

② セットメニューの提供でしたので、単品になりますと価格が少し変わってくると思いま

すが、このような意見を考慮しながら今後は単品売りも考えていきたいと思います。 

③ タダコピの導入については、申し訳ございませんが、生協の意向で決まりません。学生

数が最低でも５０００名以上必要ですし、業者の導入要件を満たす大学に限られます。 

以前、羽曳野キャンパスへの設置をお願いしましたが、学生数が少なすぎるとのことで断ら

れました。残念ながらりんくうキャンパスは更に学生数が少ないので導入は難しいと思いま

す。 

 

学生からの意見： （生命環境科学部獣医学科） 

  食堂でポテトの単品を売ってほしいです。 

学生自治会からの回答： 
 このような意見があったことを生協学生委員会を通じて生協に伝えました。 

 

学生からの意見： （生命環境科学部獣医学科） 

  ショップにお笑い雑誌とカップ焼きそばの BIG じゃない普通のサイズをおいてほしいで

す。 

学生自治会からの回答： 
 このような意見があったことを生協学生委員会を通じて生協に伝えました。 

 

学生からの意見： （生命環境科学部獣医学科） 

  これからもりんくうキャンパスを見捨てないでください。 

学生自治会からの回答： 
 現在の活動方針では、今後もりんくうキャンパスの学生を対象に活動を続けていきます。 

皆さんも学生自治会の活動へのご協力をよろしくお願いします。   
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公開シンポジウム！！ 

『府大改革に望むこと』 
‐私たちの大学の未来は？‐ 

 

日時 ５／２８（金） 友好祭初日  １５：００～１７：００ 

開場 Ｂ３（教育棟）１階 １１７教室 
 

プログラムプログラムプログラムプログラム    

挨拶 大阪府立大学理事長         奥野 武俊 

報告 大阪府立大学教職員副委員長     大久保 博志 

   中百舌鳥キャンパス学生自治会委員長 

 

パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション    
府大教・自治会・各部局・学内諸団体等の代表と参加者にそれぞれの思いを語

っていただきます。 

    

田村 守 


