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令和 3年 蘇遙会学科内運営委員会議事録

 日時 令和 3年 5月 18日（火）13：00～13：50
 場所 熊本大学工学部 1号館 3階 土木建築学科土木系教室会議室

 出席者

蘇遙会会長 山尾 敏孝

運営委員長 辻本 剛三

監査 柿本 竜治

令和 3 年度学生部 藤田 知大、中山 恭吾

令和 2 年度学生部 芦辺 祐大、髙橋 愛望

事務局 森永 尚子

≪報告、討議事項および決定事項≫

1 令和 2年度事業報告および決算報告

1） 令和 2年度事業報告

 新型コロナウイルス感染症の影響で通常の運営委員会を中止し、学科内運営委員会を開催。

 DC及び情報誌の送付数 3,412件（郵送数 3,016件、学内 98件、メール 298件 前年比 7

件増） 卒後 68 年経過（およそ 90歳）の会員へは物故者、所在不明が多いため、送付対

象としない

 DC回収数 294通、インターネットによるデータの修正数 120件（合計回収率 12.1％）

 2020 年度のメール連絡会員 298 名中、88 名が会費の納入や蘇遙会への寄付を行っており、

メールでの依頼も効果があると思われる

2） 令和 2年度会計報告および監査報告

 新型コロナ感染症の影響で、県外からの運営委員の招集および学生部部長の山水会総会への

参加は行わなかったため、旅費、会議費が 0円となった。

 繰越金額が大きいが、これは特別会計を作り管理したほうがよいのではないか（柿本）

→ 詳細は P.3 に記述する

3） 学生部活動報告

 新型コロナウイルス感染症の影響で多くの活動を中止した

 オンライン形式のオープンキャンパスに参加

 R3年度のオープンキャンパスの日取りを確認して今年も参加してほしい（山尾、辻本）

4） 学生部決算報告

 新型コロナウイルス感染症の影響で多くの活動を中止したため活動費を 20 万円とし、当初

予算より 15万円減額したが、それでも余剰金が出た

 追い出しコンパでは、参加者が予定より多かったため執行額が予算より増えた
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2 令和 3年度事業計画および予算案

1） 令和 3年度事業計画

 新型コロナの影響により学外の委員を招いての蘇遙会運営委員会は中止とする

→随時、学科内運営委員会を開催し、議事録を作成し学外の委員と情報を共有する

 山水会土木部総会の開催が不明のため，学生部部長の参加も未定

 情報誌内容の充実を図り、学生部にも協力をしていただきたい

2） 令和 3年度予算案

 昨年度の新 2年生からの会費徴収分を計上する

 学生部活動費は予算を 35万円とするが、昨年同様 20万円を先渡しして様子を見る

→参加者全員により承認

3） 学生部活動予定

 コンセプトは「紡ぐ」

 新型コロナの影響により，花見は中止とした

 その他の行事も 6月末現在で何も開催できていないが，新型コロナが落ち着き次第，時期が

ずれても開催を目標に模索中

 時期は未定だが、中止になったイベントの代わりに親睦遠足を行いたい

 1回目の 1年生進路相談会は早めに行っていただきたい（山尾）

 出前講義の開催時期を山水会や担当教員との打ち合わせを（辻本）

 研修旅行は日帰りでもいいので、可能であれば行ってほしい（山尾）

4） 学生部予算案

 イベント中止の場合に行う親睦遠足は、中止になったイベントの予算を充てる（中止イベン

トが多い場合は、すべての予算を遠足に使用するわけではない）

5） その他

 令和 3年度第 1回学科内運営委員会において蘇遙会会則の変更が承認されたことを報告

 【追記】学生部予算について

学生部活動費は、令和 2（2019）年度から 1年生に関しては未分科のため、活動対象は全

員とするがその活動に係る経費は活動ごとに参加者から徴収することとなった。よって、

令和 3（2021）年度も予算枠を 30万円とする。5月 18日に事務局より活動費 20万円を渡

しているので、今後の活動で必要な場合に残金 10万円を渡すこととする。
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繰越金の額についての説明

柿本教授より、蘇遙会会計の令和 2年度繰越金（1,590,807円）は繰越金としては多額であり、こ

れは今後の活動のために特別会計を作り、一部を管理したほうが良いのではないかという意見があ

った。

これについて事務局より説明する。

1. 予算執行の流れについて

① 蘇遙会の収入は会員の会費が主なものであり、その入金はデータカード送付後の 8月から

10月にかけてピークとなる。

② 毎月の支出で固定のものは事務費（同窓会システム）18,700円、給与 40,000円前後があり、

毎月平均で 60,000円程度が必要である。

③ 令和 2 年 8 月末には情報誌とデータカードの印刷費、発送費を含んだ約 77 万円（部数に

よる変化あり）を印刷会社に支払った。

令和 2 年度 月別収支

収入 収入累積 支出 支出累積 差引 累積

R2.4月 ¥331,002 ¥331,002 ¥260,227 ¥260,227 ¥70,775 ¥70,775
R2.5月 ¥21,000 ¥352,002 ¥54,549 ¥314,776 ¥△33,549 ¥37,226
R2.6月 ¥17,000 ¥369,002 ¥54,837 ¥369,613 ¥△37,837 ¥△611
R2.7月 ¥240,000 ¥609,002 ¥78,406 ¥448,019 ¥161,594 ¥160,983
R2.8月 ¥642,000 ¥1,251,002 ¥851,241 ¥1,299,260 ¥△209,241 ¥△48,258
R2.9月 ¥446,000 ¥1,697,002 ¥87,067 ¥1,386,327 ¥358,933 ¥310,675
R2.10月 ¥116,005 ¥1,813,007 ¥70,186 ¥1,456,513 ¥45,819 ¥356,494
R2.11月 ¥16,000 ¥1,829,007 ¥66,226 ¥1,522,739 ¥△50,226 ¥306,268
R2.12月 ¥36,000 ¥1,865,007 ¥61,350 ¥1,584,089 ¥△25,350 ¥280,918
R3.1月 ¥8,530 ¥1,873,537 ¥54,367 ¥1,638,456 ¥△45,837 ¥235,081
R3.2月 ¥21,000 ¥1,894,537 ¥54,523 ¥1,692,979 ¥△33,523 ¥201,558
R3.3月 ¥18,000 ¥1,912,537 ¥70,148 ¥1,763,127 ¥△52,148 ¥149,410

2. 繰越金の使途と今後の活動

① 上記の表から、8月末までは活動資金として約 130万円の現金が必要となる。それに対し、

収入のほとんどは会費であり、毎月確実な収入とは言い難い。令和 2（2020）年度繰越金

は 1,590,507円だが、8月末まではこの中から 130万円を運用する。

② 令和 2 年度は予算ベースで令和元年度よりも交通費及び会議費（約 25 万円）と学生部活

動費（10万円…注：令和元年の学生部活動費は年生を対象外としたため 30万円）の合計

約 35万円の余裕があるはずだが、実際の収支差額は約 15万円（3月の差引累計額）であ

る。今後コロナが鎮静化すれば支出予算として上記の 35 万円が復活することとなり、繰

越額も減る。

③ 以上から、本年度の特別会計設立は見送りたいと考えている


