
 

 

                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

今すぐ中をチェック!!! 

☆NASCA☆ 
自治会総合情報誌 

vol.34 2012年度後期自治委員会総会情宣号 
 

こんにちは、学生自治会です。この度は要望アンケート

にご協力いただきありがとうございました。今回NASCAで

は『要望アンケートについて』『後期自治委員会総概要』

『学生自治会の活動内容』をお送りします。実際にどのよ

うな要望が出たのか、要望実現の1つのステップである自

治委員会総会の内容、そして「学生自治会って何やって

いるのか？」という疑問に答えていきたいと思います。 

 

 要望アンケートについて 

→P1へ 

 後期自治委員会総会の概要 

→P3へ 

 学生自治会の活動内容 

→P5へ 



要望アンケートの行き先 
 

この度は要望アンケートへのご協力ありがとうございました。皆様のおかげで貴

重なご意見を多数集めることができました。学生自治会では、この学生から集めら

れた意見をもとに大学との交渉を行います。 

 

・寄せられた要望はどうなるのか？ 

 まず、要望アンケートなどで集められた要望はま

とめられ、「要望書案」となります。しかし、この要

望書案は学生の要望を十分満たしたものでない可能

性があります。そこで、この要望書案の内容が学生

の意向に沿ったものであるのか、学生の皆様に審議

していただきます。そして、学生の承認を得られた

ものが「要望書」となります。その要望書をもとに学生自治会は学生の代表として

大学と交渉を行います。また、交渉の際、伝わりやすくするために「要望書資料」

も作成しております。 

 

・どこで審議されるのか？ 

学生自治会では年に2回、前期と後期に「自治委員会総会」を開催しております。

そのうち、後期自治委員会総会で出席していただいた学生に「要望書案」を審議し

ていただきます。そこで、学生全体の意向に沿っているか判断していただきます。

今回の要望書案は2012年度後期自治委員会総会にて、提議されます。 

 

・これまでに何が実現したのか？ 
 図書館の開館時間の延長 

 食堂の増改築 

 シュライクの建設 

 各講義棟へのエアコン設置 など 

 

 
あなたの要望が 

実現するかも 

 

 
あなたの意見を 

待っています 

 



・簡単な流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2012年度後期自治委員会総会開催!! 
 本年度の後期自治委員会総会は12月13日(木)にB1棟2階東大教室で開催しま

す。開場は17時55分となります。 

 後期自治委員会総会では要望書案提議など学生生活に関わることを皆様に審議し

ていただきます。詳しくは次のページに書かれていますので、そちらをご覧くださ

い。 
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ぜひ、後期自治委員会総会に

ご参加ください。 

 自治委員会総会に行こう！！ 

承認されたものが大学

に提出されます 

 

後期自治委員会総会で 

提議されます 

要
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後期自治委員会総会

開催  学生自治会はより良い学生生活を実現することを目的としています。しかし自治会役員だけ

で意見を出し行動しても、それが実際に学生のためになっているかどうか判断できません。そ

のため学生のみなさんに学生自治会の活動を報告し、それが学生のためになっているかどうか

を判断してもらう場が必要となります。その為に開かれるのが自治委員会総会です。よりよい

学生生活実現のためにみなさんの意見をどうぞお聞かせください。 

開催 12 月 13 日 

開場 17 時 55 分 

場所 B1棟 東大教室 

No1. 決議案提議 
  
 決議案とは学生自治会が 2012 年度
前期自治委員会総会からの半期の間
に行った活動の報告と、次の前期自治
委員会総会までの活動方針を示したも
のです。決議案提議では学生のみなさ
んに決議案を示します。 No2. 要望書案提議 

  
 要望アンケートや意見箱、ウェブサイ
トの掲示板などに集まった学生の要望
をまとめて作った要望書案を提示しま
す。そして承認されたものを要望書と
し、大学側に示して要望書交渉を行い
ます。 
 



 

 

 

 

 

 

 

No6. 質疑応答 
  
 学生のみなさんにより深く理解し
ていただいた上で採決を行うため、
各案に対する不明な点や質問を
出してもらい、それについて学生
自治会が回答いたします。 

No8. 次期選挙管理委員選出 
  
 来年度の前期自治委員会総会で
行われる中央執行委員会選挙を取り
仕切る選挙管理委員を選出いたしま
す。公平をきすために選挙管理委員
は自治会員から募集します。 

No7. 採決 
  
 提議した各案について、議決
権を持つ代議員の意思を示して
いただきます。今回は決議案と
要望書案について採決をとりま
す。代議員の方は賛成、反対、
保留のいずれかを示していただ
きます。可決されれば決議、要望
書となります。 

No4. 会計監査報告 
  
 自治会費の使用に、不明確な点
や不正がないか会計監査委員会
が事前に監査した結果を報告しま
す。会計監査委員会は前期自治
委員会総会で選出されており、自
治会員 2名、中央執行委員 1名で
構成されています。 

No5. 所属・学年ごとの話し合い 

 これまでの報告を受けて、各所
属の学年ごとに話し合ってもらい、
意見をまとめてもらいます。採決に
参加できるのは代議員だけですの
で、この話し合いで評議員の方の
意見を反映できるようにします。 

No3. 中間会計報告 
  
 前期自治委員会総会からこれ
までの半期の間に学生自治会が
みなさんからお預かりした自治会
費をどのように使用したかを報告
します。 



～これまでの活動～ 

ここには2012年度前期自治委員会総会から半年間、 

学生自治会が行ってきた活動について載せています。 

要望書に関する活動 

①要望アンケートを実施しました 

 学生の切実な要望を実現するためには、学生一人一

人が日頃から抱いている切実な要望を把握する必要

があります。そこで、学生自治会は9月26日から11月

22日にかけて、学費や講義・履修などの学生生活に関

する要望アンケートを中百舌鳥キャンパスおよびりんく

うキャンパスの学部生を対象に実施しました。 

②要望書案・要望書資料を作成しました 

 学生自治会は要望アンケートの結果や、昨年12月か

ら今年11月末までの間に意見箱に投函された意見を

まとめ、要望書案を作成しました。また、要望内容を補

足し、分かりやすくするため、要望に関する調査結果

や参考資料などを掲載した要望書資料を作成しまし

た。 

情報宣伝・情報収集に関する活動 

①学生生活に関わる情報の宣伝を行いました 

 学生自治会は、『NASCA』やウェブサイト等の情報宣

伝手段を活用し、学生生活に関わる情報の宣伝を行っ

てきました。 

②学生の意見や、大学に関する情報の収集を行いま

した 

 学生自治会は、意見箱やウェブサイトの掲示板、メー

ルなどの情報収集手段を活用し、学生の意見を収集し

てきました。また、この活動によって集められた学生の

意見は、必要に応じて大学をはじめとした関係各所に

伝えてきました。 

また、学生の置かれている状況に応じた自治会活

動を行うには、大学の動きや社会情勢などを把握する

必要があります。そこで、学生センターや大阪府立大

学教職員組合との話し合い、インターネットによる情報

収集を行ってきました。 

得られた情報の内、学生に有意義な情報は、

『NASCA』などを通じて学生に発信してきました。 

大学運営に関する活動 

①学域・学類制の導入に関して学生に不都合がない

か確認しました 

 今年から開始した学域・学類制への移行に伴い、学

生に不具合が生じていないか情報収集を行いました。

その結果判明した不具合に関して学生自治会は、大

学の担当者各位と話し合いました。 

②第2期中期目標・第2期中期計画・平成24年度計画

に対する活動を行いました 

 第２期中期計画をはじめとした、大学の運営計画に

は、教員の削減や大学独自の奨学金の創設など、学

生に対して影響の大きい項目が存在します。そこで学

生自治会は、これらの運営計画に関する活動を行いま

した。 

③「大阪府市統合」の動きに関して注視し、大学へ学

生の意見を届けました 

 大阪府と大阪市の間で「府大と市大の一法人化」の

議論が進められています。しかし、このような大規模な

改革案が学生に対して十分な説明がなされず、学内で

の議論を十分に行わないまま議論が進められ、学生

にとっての不利益が生じるようなことがないように、学

生自治会は、インターネットなどを用いて情報収集を行

いました。 

大型PA再購入実行委員会 

①第4期再購入に向けて、定例会を開き、話し合いを

行いました 

 大型PA再購入実行委員会は、大型音響機器(大型

PA)の第4期再購入が円滑に行われるよう定例会を開

きました。また、その際、体育会と文化部連合から財政

悪化のため負担金額の削減の訴えをうけ、各団体の

負担金額の見直しを行いました。 

 

 

 



 

りんくうキャンパス局 

①りんくうキャンパスにおける情報収集・情報宣伝を行

いました 

 学生自治会は、よりりんくうキャンパスに根ざした活

動を行なうため、意見箱などを通して大学や学生自治

会に対する学生の意見を収集してきました。また、より

多くのりんくうキャンパスの学生が、大学や学生自治

会に関して興味・関心を持ち、意見を発していくことの

できるように、『NASCA』やポスターを通じて情報宣伝

を行ってきました。 

②りんくうキャンパスでの縦割りコンパに対して支援を

行いました 

 例年、りんくうキャンパスでは、獣医学科・学類での

回生や学生と教授の垣根を越えたつながりを作るため

に、縦割りコンパを開催しています。学生自治会は、縦

割りコンパで作られる交友関係は、慣れないキャンパ

スで活動する一回生の獣医学類生にとって、支えとな

ると考え、縦割りコンパに対して支援を行いました。 

 

ステージ管理委員会 

①ステージをより適切に運用するため、話し合いなど

を行ってきました 

 ステージ管理委員会はステージの適切な管理・運用

および、第2期再購入を円滑に行うことを目的に、ステ

ージの現状確認や再購入に関する話し合いなどを行

ってきました。 

また、体育会と文化部連合から財政悪化のためステ

ージ積立金への援助金額の削減の訴えをうけ、各団

体の負担金の見直しを行いました。その結果、文化部

連合および体育会の援助金額を削減し、学生自治会

の負担金を増額しました。 

②ステージの天板の補修などを行いました 

 ステージ2台について一部の天板が老朽化し、危険

であったため、白鷺祭実行委員会・友好祭実行委員会

の協力を得て、天板の張替作業を行い、ステージ3台

全てに急な雨などから天板を保護するための防腐剤

を塗布しました。 

 

 

 

立て看板管理局 

①立て看板の管理・運用を行いました 

 立て看板管理局は、立て看板やステージバックが安

全に利用されるよう、強風時に立て看板を倒すなど、

立て看板の日頃の管理･運用を行ってきました。 

②立て看板管理局の構成団体を対象に講習会を行い

ました 

 立て看板を安全に運用するには、立て看板管理局の

構成団体が立て看板の取り扱い方を熟知している必

要があります。そこで、学生自治会に対しては11月10

日に、白鷺祭実行委員会に対しては9月11日に立て看

板の取り扱い方に関しての講習会を行いました。 

③白鷺祭本祭典中での管理体制の強化を行いました 

 立て看板の危険性を知らない一般の人が多く訪れ、

また催し物の宣伝手段として多くの立て看板が立てら

れる第64回白鷺祭本祭典では、立て看板管理局は、

立て看板の周囲に立ち入り禁止テープを設置し、フリ

ーマーケット出店者などの立て看板の近くで活動して

いる人に注意を呼び掛け、白鷺祭本祭典中に立て看

板周辺の継続的な見回りを行うなどの対策を行いまし

た。 

学生団体連絡会議 

①第39回七夕祭実行委員会に協力しました 

 学生自治会は、七夕祭は首都大戦およびクラブ活動

を盛り上げ、学生生活の充実を図ることができると考

え、活動場所として学生自治会室を提供する、物品の

貸し出しを行う、実行委員として役員が参加するなど

の協力を行いました。 

②学生センターとの話し合いを行いました 

 学団連は、正確な大学の情報を把握し、大学との相

互理解を深めるために月に一度学生センターとの話し

合いを行ってきました。 



 

 

 

 

    
 

要望アンケートは 

どうなったのかな？ 

後期自治委員会総会開催!!! 

開催日 12月13日（木） 

場所   B1棟2階東大教室 

時間  17時55分～ 
 

自治委員会総会って 

何やっているのだろう？ 

自治委員会総会では半年間の自治会活動の方針を決定しま

す。これまでの活動内容に疑問を感じている人、これからはこういう活

動をしてほしいと考えている人、その他自治会について興味のある

人、自治委員会総会に参加してみませんか？ 

 


