東京農工大学同窓会

平成 26 年度第 4 回常務事会議事概要
開催日時：平成 2６年 10 月 24 日（金）

15：３０～1７:４５

開催場所：50 周年記念ホール
出 席 者：草野会長
鈴木理事長，滝山副理事長．大里，千年，野村．西澤．渡辺（元）．淵野．渡邊．渡辺（直）
．
亀山．近江．野口，馬場．の各常務理事 計 1４名
池谷事務局長，米山総括主任
配付資料：＜資料 1＞平成 26 年度 第 3 回常務理事会議事概要（案），＜資料 2＞災害のお見舞いと
お 願 い に つ い て ，＜資料 3＞西 川公 也 農 林 水 産 大 臣 就 任 へ の 祝 電 ・ お 祝 い の 送 付 に つ い て ，
＜資料 4＞平成 27 年度版同窓会パンフレットの作成について，＜資料 5＞「農工通信 88 号」
（後期）
の原稿供閲について，＜資料 6＞平成 26 年度上半期の部会・支部総会の開催状況について，
＜資料 7＞平成 26 年度上半期の部会・支部活動費の支給状況について．＜資料 8＞東京農工大学創基
140 周年・同窓会創立 50 周年合同記念式典について．＜資料 9＞東京農工大学日本インドネシア共
和国友好会について．＜資料 10＞寄附者の報告，＜資料 11＞農工通信 88 号同封賛助会員送り状につ
いて．＜資料 12＞平成 26 年度 副会長懇談会の開催について．＜資料 13＞平成 26 年度 上半期決算
報告について．＜資料 14＞東京農工大学同窓会旅費規程の一部改正（案）について．＜資料 15＞東京
農工大学同窓会事務局職員就業規則の一部改正（案）について．＜資料 16＞平成 26 年度後期学生援
助事業募集案内について．＜資料 17＞同窓会名簿の発行再開問題について．＜資料 18＞同窓生のメー
ルアドレス収集について．＜資料 19＞顧問および感謝状贈呈者の推薦について．＜資料 20＞農工通信
編集委員（再任）について．＜資料 21＞事務局職員の新規採用について．＜席上配付資料＞平成 26
年度 部会・支部総会開催一覧（予定含む）-最新版-．第 26-2 回東京農工大学創基 140 周年・同
窓会創立 50 周年合同記念事業実行委員会資料．副会長懇談会上程資料（案）
．平成 27 年 3 月卒業・
修了生に対する同窓会への入会のお願いについて．要望書．＜回収資料＞雇用通知書・履歴書

【報告事項】
１．平成 26 年度 第 3 回常務理事会議事概要（案）の確認について
鈴木理事長から＜資料１＞に基づき、議事概要の説明があった。会議終了までに特段の意見もな
く承認された。
２．災害のお見舞いとお願いについて
鈴木理事長から＜資料 2＞に基づき、
「台風 11 号・12 号及びその後の集中豪雨」
「御嶽山噴火」
「台
風 18 号」
「台風 19 号」に対するお見舞いとお願いを関係各支部宛に送付した旨の報告があり、了承
された。
３．西川公也農林水産大臣就任への祝電・お祝いの送付について
鈴木理事長から＜資料 3＞に基づき、西川公也農林水産大臣就任に際して祝電・お祝いを送付した旨
の報告があり、了承された。
４．分収林について
渡辺（直）常務理事から、口頭で分収林について報告があり、了承された。
報告内容
・現在一業者から伐採の見積もりを徴収していて、もう一つの業者から見積もりを取って比
較する予定
５．平成 27 年度版同窓会パンフレットの作成について

鈴木理事長から＜資料 4＞に基づき、平成 27 年度版同窓会パンフレット及びペアレンツデー用同
窓会パンフレットの最終稿と契約について報告があり、了承された。
６．「農工通信 88 号」（後期）の原稿供閲について
鈴木理事長から＜資料 5＞に基づき、
「農工通信 88 号」
（後期）の原稿について説明があり、供閲
の後、了承された。
７．平成 26 年度上半期の部会・支部総会の開催状況について
鈴木理事長から＜資料 6＞に基づき、平成 26 年度上半期の部会・支部総会の開催状況について報
告があり、了承された。
また、＜席上配付資料＞により 12 月 6 日開催予定の栃木県支部総会に理事派遣の必要があること
の報告があり、議論の後、西澤常務理事を派遣することとした。
８．平成 26 年度上半期の部会・支部活動費の支給状況について
鈴木理事長から＜資料 7＞に基づき、平成 26 年度上半期の部会･支部活動費の支給状況について報
告があり、了承された。
９．東京農工大学創基 140 周年・同窓会 50 周年合同記念式典(9 月 19 日)の報告について
鈴木理事長から＜資料 8＞に基づき、東京農工大学創基 140 周年・同窓会 50 周年合同記念式典が
9 月 19 日に開催されたことが報告され、了承された。
また、＜配付資料＞に基づき 10 月 16 日に開催された第 26-2 回 東京農工大学創基 140 周年・同
窓会 50 周年合同記念事業実行委員会について報告され、これも了承された。
１０．東京農工大学日本インドネシア共和国友好会について
淵野事業部長（海外支部担当）から＜資料 9＞に基づき、東京農工大学日本インドネシア共和国
友好会（任意団体）が設立された旨の報告があり、了承された。
報告内容
・東京農工大学日本インドネシア共和国友好会規約を作成した。
・規約文を来日していた本学卒業生でインドネシア大統領諮問委員会委員のギナンジャール氏
に手渡した。
・インドネシア共和国では、ギナンジャール氏が中心になって同窓会を立ち上げる。
・今後、友好会と同窓会が協力してインドネシア共和国での同窓会立ち上げを支援する。
・インドネシア共和国で設立される同窓会と本部・支部という関係ではなく、ネットワークと
言う形で結んでいく。
１１．その他
・寄附者の報告
鈴木理事長から＜資料 11＞に基づき、寄附をいただいた方の報告と感謝状をお送りしたい
旨の発案があり、了承された。
・農工通信 88 号同封賛助会員送り状
鈴木理事長から＜資料 12＞に基づき、「農工通信 88 号」に同封する賛助会員への送り状に
ついて説明があり、了承された。
説明内容
賛助会員（準会員の保護者）には「農工通信」を送付しているが、準会員が卒業・修
了した時点で、
「農工通信」は正会員となった本人宛に送付するようになる。
そのため、賛助会員宛には送付しなくなる旨をお知らせする。
・部会・支部総会の報告
前回常務理事会以降の部会・支部総会の報告が各担当常務理事からあり、了承された。

【協議事項】
１．平成 26 年度 副会長懇談会の開催について
鈴木理事長から＜資料 12＞及び＜配付資料＞に基づき、平成 26 年度 副会長懇談会の開催につい
て説明があり、協議の結果、懇談内容について承認された。

同窓会副会長懇談会次第
開催日時：平成 26 年 11 月 8 日（土）10：30～13:00
開催場所：50 周年記念ホール
１．開会の辞
２．自己紹介
３．会長挨拶
４．学長挨拶
５．懇談事項説明と質疑
〔懇談内容〕
（1） 平成 27～28 年度 会長・副会長について
（2）学科改組等による部会組織のあり方について
（3）同窓会名簿発行再開の問題について
（4）部会構成員のメールアドレスの登録依頼について
（5）
「東京農工大学基金」のその後の状況について
（6）同窓会正会員の総会構成員の登録について
（7）農工通信への寄稿者の推薦について
（8）その他
６．昼食（12：00～）
懇談事項が長引いた場合は、昼食をとりながら進行
７．閉会の辞
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２．平成 26 年度 上半期決算報告について
鈴木理事長から＜資料 13＞に基づき、平成 26 年度上半期の決算報告について説明があり、協議
の結果、承認された。
平成 26 年度予算と上半期決算の概要
（基本財産）
収入・支出とも金額の異同なし。
（運用財産）
１． 収入の部
前年度繰越金＋入会金＋年会費+終身会費＋賛助会費＋利息＋寄附金＋雑収入は予算額 43.046
千円に対して 18,018 千円の納付実績である。
昨年度の下半期の納付実績（ 38,158 千円）から考えると、予算額より 13,130 千円の増収が見込まれ
る。今年度は、10,000 千円の大口寄附があったことも大幅な増収の要因である。
2．支出の部
事業費
予算額 24,450 千円に対して 10,056 千円の支出実績である。大口支出予定の「会報発行費（後期号）
「部会・支部活動費」「母校援助費（後期）」を含め、下半期の支出を仮計算すると約 14,300 千円となり、
約 94 千円の残額が見込まれる。
会議費
予算額 3,030 千円に対して大口の「総会会議費」が支出済であるため 2,750 千円の支出実績である。
下半期の支出を昨年度実績から仮計算すると約 88 千円となり、約 192 千円の残額が見込まれる。

管理費
予算額 11,520 千円に対して 5,062 千円の支出実績である。管理費全部の下半期の支出を仮計算す
ると約 6,202 千円となり、約 256 千円の残額が見込まれる。
昨年度までは、利息収入の計上を税金支払い後の金額を計上していた。本年度から、利息収入は税
金支払い前の金額を計上し、税金は租税公課として管理費に計上している。このため、218,778 円の租
税公課の支出となっている。来年度からは、租税公課を予算計上したい。
予備費
予算額 4,046 千円に対して支出実績は無い。
運用財産残高
下半期への繰越金が 311 千円となる。
（特定目的事業財産）
収入・支出とも金額の異同無し。
（特定資産）
八王子分収育成林
金額に異同なし。
３．東京農工大学同窓会旅費規程の一部改正（案）について
鈴木理事長から＜資料 12＞に基づき、東京農工大学同窓会旅費規程一部改正（案）について説明
があり、協議の結果、承認された。
主な改正点
① 同一の会議に出席する者全員に対して、下記の方法で支給
・県庁所在地からの交通費を支給
・埼玉県、千葉県及び神奈川県在住者には交通費に代えて、日当を支給
・東京都在住には交通費に代えて、半日当を支給
・一般の会員には同様な方法で、1 万円を限度に支給
② 副会長懇談会に出席する者に対しても、①と同様な方法で支給
③ 常務理事会、監査会及び農工通信編集会議については現行どおり支給
４．東京農工大学同窓会事務局職員就業規程の一部改正（案）について
鈴木理事長から＜資料 15＞基づき、東京農工大学同窓会事務局職員就業規程の問題点について説
明があり、協議の結果、一部改正（案）が承認された。
問題点
・前回の常務理事会で就業規程を改正した際、事務局長と一般常勤職員をまとめて常勤職
員と表現した。会則では事務局長を常勤職員と規定していないため、就業規程で事務局
長の勤務時間等が規定できていなかった。
５．平成 26 年度後期学生援助事業募集案内について
鈴木理事長から＜資料 16＞に基づき、平成 26 年度後期学生援助事業募集案内について説明があり、
協議の結果、原案通り承認された。
６．同窓会名簿の発行再開問題について
鈴木理事長から＜資料 17＞に基づき、同窓会名簿の発行再開問題について説明があり、協議の結
果、第 51 回常務理事会で提出した常務理事会方針通り今後も対応することとした。
常務理事会方針
・同窓会名簿の再発行はしない。
・来年度の総会に向けて常務理事会の判断を説明していく。
・名簿の情報提供依頼方法について、会員に分かりやすく情報発信していく。

７．同窓生のメールアドレス収集について
鈴木理事長から＜資料 18＞に基づき、同窓生のメールアドレス収集について説明があり、協議の
結果、下記のとおり決定した。
決定事項
・部会または支部でメールアドレス収集に協力してくれた場合、新規 1 件につき 200 円を部
会または支部にお支払いする。
・部会または支部でメールアドレス収集する際、個人情報の公開範囲を確認してもらう。
８．顧問および感謝状贈呈者の推薦について
鈴木理事長から＜資料 19＞に基づき、各部会・支部から顧問の推薦および感謝状贈呈者の推薦が
あった旨の説明があり、協議の結果、顧問について全員総会に諮ること、感謝状については全員贈
呈することを決定した。
・顧問

宮城県支部推薦
北海道支部推薦

真木 伸治（養蚕学科 S48 卒）
柳澤 秀夫（農業土木科 S28 卒）

・感謝状

横浜会推薦
獣医学部会推薦
宮城県支部推薦
埼玉県支部推薦
北海道支部推薦

三戸森 領夫（製糸学科 S31 卒）
小林 茂雄（獣医学科 S31 卒）
真木 伸治（養蚕学科 S48 卒）
善林 六朗（農学科 S40 卒）
岩崎
徹（農学科 S42 卒）

９．農工通信編集委員（再任）について
鈴木理事長から＜資料 20＞に基づき、農工通信編集委員の任期について説明があり、協議の結果
平成 27･28 年度も現編集委員にお願いすることとした。
１０．西川公也氏の農林水産大臣就任を祝う会について
鈴木理事長から＜配付資料＞に基づき、西川公也氏の農林水産大臣就任を祝う会の要望書につい
て説明があり、協議の結果、発起人を募り祝う会を結成して開催していただくこととした。
１１．事務局職員の新規採用について
鈴木理事長から＜資料 21＞および＜回収資料＞に基づき、7 月から空席になっていた事務局職員
の補充のため、新規に 1 名の非常勤職員を採用したい旨の説明があり、協議の結果、承認された。
１２．その他
・平成 27 年 3 月卒業・修了生に対する同窓会への入会のお願いについて
鈴木理事長から＜配付資料＞に基づき、平成 27 年 3 月に卒業・修了される者に対して、例年通
り同窓会への入会をお願いする文章を配付したい旨の説明があり、協議の結果、原案通り承認され
た。

・〔今後の会議予定〕
1） 平成 26 年度 副会長懇談会
平成 26 年 11 月 8 日（土） 10:30～13:00

50 周年記念ホール

2） 平成 26 年度 第 5 回常務理事会
平成 26 年 12 月 12 日（金） 15:00～16:30

50 周年記念ホール

