
  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

自治会総合情報誌 NASCA VOL.59 

  

２０１８年度前期自治委員会総会報告号 

～今年度の自治会は何をするのか～ 
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まえがき 

今号では総会の三つの柱、この

うち決議案、予算案について取り

上げていきます 

 

 

 役員選挙 

自治委員会総会 

三本の柱 

2018 年度 

予算案 

Pick up! 

決議案 

(活動方針) 

Pick up! 

より詳しい報告は以下のリンク(自治会ホームページ)をご覧ください。 

関連リンク(仮配置) 

⚫ 2018 年度前期自治委員会総会に関する報告書 

http://zichikai.ehoh.net/zichiso/2018zenkihoukoku.pdf 

⚫ 2018 年度前期決議 

http://zichikai.ehoh.net/zichiso/_ketugi/18zen.pdf 

⚫ 学生自治会ホームページ 総会 

http://zichikai.ehoh.net/zichiso/contents.html 
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そもそも学生自治会とは 
 

『自治委員会総会』を活動の柱として、 

学生とともにより良い学生生活を実現するために活動しています 

自治委員会総会で活動方針である『決議案』が承認されることで 

はじめて学生自治会は活動できます 

  

・立て看板管理局/ 

ステージ管理局 

構内での宣伝活動に

役立つ立て看板とス

テージを、他の学生

団体と協力して管理

しています。 

・情報収集/宣伝 

意見箱 ・ウェブアンケ

ートで情報を集め、大学

側へ学生の意見を伝え

ます。 

また、得た情報は適宜

WEB、NASCA などで学

生に伝えます。 

総会(決議案) 

学生自治会の活動方針の承認 

その他、学生への印刷機

の貸し出しなどの業務 
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情報収集・情報宣伝について 

 学生自治会は、インターネットや中百舌鳥・りんくうキャ

ンパスに設置している意見箱等を活用し、学生の意見や要

望、大学や学生生活についての情報を収集します。収集した

学生の意見や要望は必要に応じて大学関係各所に伝え、回答

を要請します。また、学生自治会に関する意見や要望は適宜

活動の参考にさせていただきます。 

 さらに、大阪府立大学教職員組合や学生センターとの話し

合いを通じて、大学や学生生活に関する情報の収集を行いま

す。収集した情報は必要に応じて学生に対して宣伝します。 

情報収集 

 学生自治会は学生に対して、自治会総合情報誌

「NASCA」やウェブサイト、Twitter、などを活

用し、大学や学生生活、学生自治会に関する情報

宣伝を行います。また、学生自治会に寄せられた

意見や要望に対する学生自治会及び大学からの回

答は、必要に応じて自治会総合情報誌「NASCA」

やウェブサイトに掲載します。 

情報宣伝 
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2017 年度要望書回答 

2017 年後期自治委員会総会で承認され、2018 年 3 月 9 日に提出した要望書に対し、吉田

敦彦学生センター長から 2018 年 7 月 19 日に文書にとり回答をいただきました。要望書と

回答について一部抜粋して本ページに掲載いたしますが、全文はｐ.7 のリンクからご覧く

ださい。 

要望Ⅰ.ノー自転車ゾーン及びその周辺を改善すること(抜粋) 

①ノー自転車ゾーン周辺における新たな駐輪場の設置が必要である 

②混雑時間帯のみの取り締まりや、少なくとも自転車から降りた状態での通行、また休日の通

行は許可されるべきである 

③その他にも、ゲートやバリケードによるバリアフリーや景観の問題など、改善すべき点は

多々ある 

回答Ⅰ.ノー自転車ゾーン及びその周辺を改善すること(抜粋) 

①要望されているゾーン周辺に新たな駐輪場を設けるこ

とについては、適する場所があるのか、という問題があ

ります。A2 棟跡と A5 棟間の駐輪場がほとんど利用さ

れていない現状等から、ゾーンに連接した場所だとする

と、適地選定には困難が予想されます。 

②これらについては、そのような運用で、学生会館や生

協前の大量・乱雑な違反駐輪を防ぐことができるのか、

自転車と歩行者等の接触事故等を防ぐことができるのか

が問題となり、採用されませんでした。 

③バリケードや看板はバリアフリーや景観に配慮して、

設置場所も考慮し、小さなもの、可動式とするなどして

設置するとともに、ゾーン定着状況もみながら必要最小限のものを、と考えています。 
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要望Ⅱ.情報設備を充実させること(抜粋) 

①デスクトップPC使用の時間帯は各教室・施設の授

業時間および開館時間によって制限されています。 

②貸し出ししているノートPCにおいてもスペックの

問題など、情報設備に関して不満・意見が寄せられ

ました。 

③また学内Wi-Fiは、使用制限の多いOPU-Learning

のみ学生が登録なしで常時利用でき、ほとんど制限

なしで利用できるOPU-Studentは使用機器が限られるだけでなく、多くの手順を踏む必要があ

ります。そのほか、学内での電波がそもそも悪く、Wi-Fi以外のインターネット利用ができな

いという旨の意見も寄せられました。 

回答Ⅱ. 情報設備を充実させること(抜粋) 

①図書館の1Fだけでなく、3FをはじめB3棟 、B5棟、A13棟などに同じPCが設置されてお

り、それぞれの稼働状況はポータルサイトから確認できるようになっています。 

②貸出PCについては、テスト前などの時期は特に、早い時間に出払ってしまうことがありま

す。(中略)なお、一度入れ替えると一定期間はそのPCを使用することになるため、徐々に性能

やスペックが落ちてくることは事実です。 

③主に教育用として教室・講義棟を優先しており、研究室には配備しておりません。また、公

衆回線については、耐震を目的とした建屋構造上、壁が厚く電波が通りにくい場所がありま

す。検疫を含む手続きに関しては、違法ダウンロードやウイルス感染などさまざまな問題がお

きており、必要なものとなっています。手順の見直し等については参考にさせて頂きます。 
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要望Ⅲ.食事販売所を増加させること(抜粋) 

①学生の要望や実情に即した食事販売所の増設、

②また他企業および外部の食事販売業者の誘致 

回答Ⅲ.食事販売所を増加させること(抜粋) 

①「食堂施設の分設とさらなる座席の増設」につ

いては、前述の認識(注、「衣・食・住」につい

ては非常に重要な問題であると認識しています)

の観点から促進されるべきものと考え、大学内の

各課及び関係団体との協力・検討を行ってまいり

ます。しかしながら、施設の拡充については(中略)早急に実現が難しい状況であることをご理

解ください。 

②食事販売を生協の独占にすることが大学の方針というわけではありません。 

本要望の実現については、学内への働きかけを進めてまいりますが、 (中略)早急に実現が難

しい状況であることをご理解ください。 

 

  

関連リンク 

⚫ 2017 年度要望書案 

http://zichikai.ehoh.net/zichiso/_yobosho/17.pdf 

⚫ 2017 年度要望書資料 

http://zichikai.ehoh.net/zichiso/_yobosho/17-s.pdf 

⚫ 2017 年度要望書回答 

http://zichikai.ehoh.net/zichiso/_yobosho/17-ｋpdf 
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会計項目について 
 

 

 

 

2017年度決算 

 
 
 

～収入の部～ 

 

自治会費 みなさんからお預かりした学生自治会の加盟費です。 

印刷収入 学生自治会のコピー機や印刷機の使用料による収入です。 

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。 

繰越金 2016年度からの繰越金です。 

決算報告とは… 

学生自治会が2017年度前期自治委員会総会からの1年間で自治会費をどの 

ように使ったかを報告することです。 

予算案提議とは… 

 これからの1年間でどのように自治会費を使っていくのかを記した予算案を 

提議することです。予算案は総会に参加したみなさんに承認していただき 

ました。 

会計監査報告とは… 

会計監査委員が学生自治会の会計に不正がなかったかを報告することです。 

昨年度選出された会計監査委員により学生自治会の会計が監査、そして 

承認されました。 

2018年度前期自治委員会総会にて、決算報告、予算案提議、会計監査

報告、決算・予算案に関する質疑応答を行いました。 

学生自治会の2017年度決算について、会計項目とその説明を掲載しています。なお、具体的

な金額については「NASCA」では記していません。 
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～支出の部～ 

【執行費】 

【援助金】 

【書記局費】 

【積立金】 

 

行事主催費 学生自治会が主催する行事などに掛かる費用です。 

学生自治会は、「活動が学生生活を豊かにするものであり、適切な会計処理が行われてい

る」と判断した、援助が必要な学生団体に援助を行っています。昨年度は、白鷺祭実行委員

会・友好祭実行委員会・白鷺音響企画共同体S.T.A.F.-1・文化部連合・全学新歓実行委員

会・笹の葉祭実行委員会に対して援助を行いました。 

事務経費 学生自治会の活動で使用する事務用品の購入費です。 

コピー・印刷機

等維持費 

学生自治会室にあるコピー機・印刷機のインクやマスターに掛かる 

費用です。 

通信費 
電話料金や、学生自治会が情報収集を行うためのインターネット接続 

料金です。 

交通費 
りんくうキャンパスでの活動や、その他入学式のクラブ紹介など、 

学生自治会の活動に必要な移動に掛かった費用です。 

大型PA再購入実行 

委員会積立金 

大型PA再購入実行委員会が行っている、大型PA（大型音響機

器）を再購入するための積立金です。学生自治会は、積立金の一

部を負担しています。 

ステージ管理 

委員会積立金 

ステージ管理委員会が行っている、ステージを再購入するための

積立金で、ステージを管理するための費用も含まれています。学

生自治会は、積立金の一部を負担しています。 

印刷機等購入積立金 
学生自治会室にあるコピー機・印刷機を再購入するために、学生

自治会で積み立てている費用です。 
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【部局活動費】 

 

2018年度予算 

～収入の部～ 
 内容は自治会費、利息収入、印刷収入、繰越金です。決算の項目と同じですので、省略

します。 

 

～支出の部～ 

【執行費】 
決算の項目と同様のため、省略します。 

 

【援助金】 

 

【書記局費】 
決算の項目と同様のため、省略します。 

 

【部局活動費】 
決算の項目と同様のため、省略します。 

【積立金】 

決算の項目と同様のため、省略します。 

立て看板管理局費 立て看板の修理に必要な物品や関連物品に掛かった費用です。 

今年度は白鷺祭実行委員会・友好祭実行委員会・白鷺音響企画共同体S.T.A.F.-1・全学新歓

実行委員会・笹の葉祭実行委員会に援助を行う予定です。 

学生自治会の2018年度予算について、会計項目とその説明を掲載しています。予算も決 

算と同様、具体的な金額は記していません。 
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意見文回答 

2018 年前期自治委員会総会でお寄せいただいたご意見にお答えします。 

特に意見の多かった 4 つの質問についてお答えします。 

  

Q1 和歌山大学との交流とありましたが, 

具体的に何を話し合っていたのかをできる範囲でいいので教えて

いただきたいです。 

 

A1 相違点、現在の活動などについて話し合いました。得られたも

のとしましては、決議や学生の要望を集めて大学へ提出するという

共通点がありました。しかし、和歌山大学は全体を代表する学生自

治会に加え、学部ことの学生自治会の部署を設けておりそれぞれの

学部に対する要望を作成するというものがありました。 

他にも総会のための休日がある、加盟費が全員一律徴収などという

ものがありました。 

 

自治委員総会で寄せられた意見其の一 
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Q2 大型 PA 再購入実行委員会の概要を知りたい。 

A2 大型 PA 再購入実行委員会とはスピーカーやアンプ、マイク

などの音響機器の再購入を目的として作成された委員会で、友好

祭、白鷺祭、鷺音響企画共同体 S.T.A.F.-1、学生自治会の四団体で

構成されています。これらの音響機器は、友好祭、白鷺祭をはじめ

とし、市大戦、都立戦など幅広く使用されています。保守、管理、

運用に関しては鷺音響企画共同体 S.T.A.F.-1が行っています。 

 

自治委員総会で寄せられた意見其の二 
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Q3 これまでの受付方法では効率が悪いと感じられたので、新た

な方法を考えて欲しいです。 

 

A3 今回の総会の開会時間が遅れてしまったことに対し、学生自

治会は真摯に重く受け止めています。改善方法といたしましては、

受付待ちの際には学域が書かれたプラカード等を用いて列形成を

分かりやすくする、また受付内での混雑を避けるため、今回使用し

なかった教室後方部を氏名等記入用のスペースとして用いるなど、

検討を進めております。 

 

自治委員総会で寄せられた意見其の三 
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Q4 クラオリの対応について 

A4 クラスオリエンテーションは入学試験、入学式シーズンとい

うこともあり、教職員の方々は常に忙しい環境下にあります。それ

ゆえ、情報がうまく伝達されない、もしくは祖語が生じる可能性が

あります。学生自治会は全学新歓実行委員会と協力して、数日前に

再通知を行うなどの今後の対策を練っていきたいと思います。 

 

自治委員総会で寄せられた意見其の四 

2018年度前期自治委員会総会への多数のご参加、 

 また多数の意見・感想ありがとうございました。 

 掲載できなかった意見につきましても、 

 学生自治会の今後の活動の参考にさせていただきます。 

 これからも学生自治会をよろしくお願いします。 
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