
2020年度 機巣会総会 議案書 
 

１． 時 期   2020 年 5 月 

２． 総会運営  コロナウィルスによる自粛要請にともない、ウェブ上での 

“みなし総会”とする 

３． 議 事     

第１号議案  2019 年度機巣会活動報告及び提案 

第２号議案  2019 年度（第 20 期前期）機巣会収支決算報告 

及び提案 

       2019 年度会計監査報告及び提案 

第３号議案  2020 年度機巣会活動計画（案）の提案 

第４号議案  2019 年度（第 20 期前期）予算執行状況と 

2020 年度（第 20 期後期）予算 

 
 
＜会長挨拶にかえて＞ 
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、2020 年度機巣会総会をウェブで開催いたします。 

昨年 2 年分の、予算計画を作成いたしましたので、今回の総会の議題は、2019 年の活動と予算の執行状

況の報告、および 2020 年の活動とそれにともなう予算計画となります。新型コロナウィルス感染拡大防

止のために、いくつかの活動が制限されていますが、一刻も早い新型コロナウィルス感染の終息を願い、

みなさんとの直接お会いして貴重な情報の交換ができる通常の機巣会の活動を再開したいと考えます。 

 

なお、議案承認手順につきましては、パブリック・コメント方式で行います。この議案書を公開した後、

5 月 31 日（日）まで、皆さんの、質問、意見、異議を受け付けます。それら質問、意見、異議を機巣会

役員会において内容を検討し、必要な場合は、内容を修正してまいります。詳しくは、次ページのフロ

ー図をご覧ください。 

 

新型コロナウィルス感染が懸念される昨今ではありますが、機巣会会員のみなさまのご自愛のほど心よ

りお祈りしております。 

 

2020 年 5 月 

機巣会会長 

中野 廣幸 



機巣会みなし総会承認手順
(パブリック・コメント方式）

修正提案
作成

① 総会議案書をメルマガにて公開
② 意見、質問、異議を受け付ける（メールにて）
5月末締切

③ 役員会にて内容確認。
意見、質問→回答
異議→修正提案作成→緊急性評価（必要な場合には、臨時総会の招集）

※ 意見、質問、異議の窓口

機巣会総会議案書に関するご意見、ご質問、ご異議は下記までメールにてご連絡ください。

http://gifu-nct.com/category/info/

意見、質問、異議あり

役員会にて異議内容検討
意見、質問に対しては回答

（回答内容は公開）

総会議案書を公開、
意見、質問、異議を受け付ける

活動報告提案・収支報告提案、
活動計画提案、2019年度（20期前期）予算執行状況と

2020年度（20期後期）予算

異議なし 承認

機巣会ホームページ・コメント欄

重要で緊急な内容

時間的に余裕のある内容 次年度総会での提案議題とする

新型コロナウィルス終息を見計らった
適切な時期に臨時総会を招集し決定

5月中



1号議案

1．機巣会活動
①総会

日時：2019年5月11日（土）15：30～
場所：ダイニング バラティエ  (岐阜県岐阜市長住町 3-4 )
内容：
１．活動報告、前年度決算報告承認
２．2019年度活動計画、予算の承認
３．会則の改定について
４．役員改選

②役員会
日時：2019年4月6日（土）15:00～17：30
場所：コアコーポレーション事務所
内容：
１．活動報告、前年度決算報告
２．2019年度活動計画、予算の確認
３．会則の改定について
４．次期役員について
５．総会の運営について

日時：2020年1月25日（土）15:00～17:30
場所：喫茶オールラウンド
内容：
１．2020年機巣会総会について
２．次期若鮎会の役員について
３．機巣会事業の進捗について
４．機巣会役員と学年幹事の兼任について
５．次期役員会について

③機巣会メールマガジン
2019年4月25日 Vol.13春号発行
2019年8月4日 Vol.14 夏号発行
2019年11月20日 Vol.15 秋号発行
2020年2月28日 Vol.16 冬号発行

④在学生に対する支援活動
留学支援
資格取得支援

⑤クラス同窓会補助
クラス同窓会開催に対する補助（3件：7期、15期、18期）

２．若鮎会における活動
＜若鮎会役員＞
副会長　１名　（中野）
理事　１名（桑原）
会計監査　１名　（岩井）
事務局　１名（石丸）

①若鮎会役員会　
日時：　2019年4月21日（日）12：40～13:10
場所：　岐阜高専福利厚生施設伊吹１Fレセプションホール
議事：　2018年度　活動報告・決算報告
　　　　2019年度　活動計画（案）・収支予算（案）　

2019年度機巣会活動報告



②若鮎会総会　
日時：　2019年4月21日（日）10：00～11:30
場所：　岐阜高専福利厚生施設伊吹１Fレセプションホール
議事：　会則の変更について
　　　　若鮎奨学基金寄付の増額と早期寄付について

③公開講座
2019年7月27日（土）
「橋」を見守る 人・ﾛﾎﾞｯﾄ・ﾄﾞﾛｰﾝ 羽田野英明氏（環境都市工学科）

2019年10月12日（土）
パラスポーツを支える車いす 山田賀久氏（ 機械工学科）
→台風19接近により延期

2020年3月14日（土）
海外から見て分かる日本のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化の課題 高嶋孝明氏（電気情報工学科）
→コロナウィルスによる集会自粛により延期

④「若鮎の並木」保存会
日時：2020年3月21日（土）10：00～11：00
場所：「若鮎の並木」記念碑前集合　少雨決行
「若鮎の並木」草引き
連絡担当：三口・岩井

⑤算数・数学甲子園
会場:岐阜高専
日時：2019年12月21日(土) 7:30～11:20
内容：屋外での送迎車誘導
連絡窓口：青木
会場：岐阜高専
日時：2019年7月20日(土) 14:00～16:00
　　　2019年8月24日(土)  14:00～16:00
　　　2019年9月28日(土)  14:00～16:00
　　　2019年10月19日(土) 7:30～11:20
内容：中学生向けの講座の講師

⑥若鮎会連携事業室
＜岐阜高専産学官連携アドバイザー＞
中居 仁司　
橋浦 正史.
河村 隆雄　
桑原 喜代和　
三口 榮一　
岩井 静克　
中野 廣幸　
廣瀬 満浩

３．岐阜高専に対する協力
①岐阜高専地域連携協力会

・総会
日時：2019年12月6日（金）15：00～　
場所：ソフトピアジャパン
議題：１．役員の選出について
  　　２．2019年度活動報告及び決算報告（案）について
  　  ３．2020年度活動計画及び予算（案）について



②大学教育再生加速プログラム（教育ＡＰ）（最終年）
シニアOB組織と連携し、企業技術者一押し学修課題の抽出、アクティブラーニング
事例、学習コンテンツの検討。
＜教育APシニアOB＞
桑原 喜代和　
三口 榮一　
中野 廣幸　
廣瀬 満浩

４．岐阜高専機械工学科に対する補助
①機械工学科公開講座補助

小中学生ロボコン岐阜県予選に対する補助
オープンキャンパス補助



2019 年度（第 20 期前期）機巣会収支決算報告 

収入の部 

項目 金額 

郵便局利子 131 

31 年度会費 242,000 

大垣共立定期利息 35 

大垣共立普通利息 2 

総会会費 50,000 

合計 292,168 

 

支出の部 

項目 金額 

総会費（5/11） 129,600 

役員会会議費(1/25) 37,800 

メルマガのシステムサービス料(1/21) 26,400 

メルマガのサーバー・ドメイン料(1/21) 14,608 

オープンキャンパス機械工学展示補助 842 

学校公開講座（広報活動）補助（8/4） 17,108 

学校公開講座（広報活動）補助（10/20） 6,490 

同窓会補助（7 期）（7/24） 11,000 

同窓会補助（11 期）（7/24） 19,000 

同窓会補助（18 期）（9/2） 22,000 

事務費 3,714 

2018 年度未払い分(機械設計技術者試験) 86,000 

2018 年度未払い分(留学) 180,000 

合計 554,562 

292,168 円（収入）－ 554,562 円（支出）＝－262,394 円 
(赤字分は繰越金より補填) 

※2019 年未払い分→2020 年度予算にて支払い（計 343,000 円） 

 ・機械設計技術者試験 100,000 円 ・技術士一次試験奨励金未受け取り者 3,000 円 

 ・留学補助      200,000 円 ・メールマガジン編集補助金 40,000 円 

 

上記の通り、収支報告いたします。 

令和２年４月２３日 

        機巣会会計  石丸 和博 

 

監査（Review）の結果、相違ありませんでした。 

令和２年５月１０日 

        機巣会会計監査  森 清高 

2 号議案 





3号議案

1．機巣会活動
①総会

時期：5月

②役員会
総会の前、および随時行う。

③機巣会メールマガジン
年4回の発行を行う。

④在学生に対する支援活動
高専祭助成・学生活動支援
留学支援
資格取得支援

⑤クラス同窓会補助
クラス同窓会開催に対する補助

２．若鮎会における活動
若鮎会活動に対し、役員を選出し、公開講座等各種行事に協力する。
＜参考＞若鮎会公開講座予定
第１回　2020年7月 山田賀久氏（M28）

パラスポーツと用具について：OKBふれあい会館
第２回　2020年11月28日（土） 高嶋孝明氏（E11）

海外から見て分かる日本のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化の課題
第３回　未定

テーマ・場所未定

３．岐阜高専に対する協力
岐阜高専が実施する活動に協力する。
①岐阜高専地域連携協力会
その他

４．岐阜高専機械工学科に対する補助
岐阜高専機械工学科が実施する活動に協力する。
①機械工学科公開講座補助

５．機巣会創立40周年大会準備委員会の設立
①機巣会創立40周年大会（2021年）に向け、準備委員会を設立し活動する。

2020年度機巣会活動計画（案）

会計監査報告

機巣会は会員相互の親睦と向上を図り，岐阜高専機械工学科の発展に資することを目的
として以下の活動を行う。

新型 コロナウィルス感染拡大防止による集会自粛のため、ウェブによる
”みなし総会”を開催
2019年度機巣会活動報告及び提案
2019 年度（第20期前期）機巣会収支決算報告及び提案

2020年度機巣会活動計画（案）の提案
2019年度（第20期前期）予算執行状況と2020年度（第20期後期）予算の提案



   2019 年度（20 期前期）予算執行状況と 2020 年度（20 期後期）予算 
    （20 期（2 年分）の予算（2019 未払繰越分は除く）は総会 5/11 で了承済） 

収入の部 

項目 金額 

郵便局利子 44 

2020 年度会費 370,000 

2019 年度会費未回収分 61,000 

大垣共立定期利息 35 

大垣共立普通利息 2 

総会会費 50,000 

前年度繰越金からの補填 806,919 

合計 1,288,000 

 

支出の部 

項目 2019 年度 

（20 期前期）

予算 

2019 年度 

（20 期前期） 

決算 

  2020 年度 

（20 期後期） 

予算 

総会費 150,000 129,600 150,000 

役員会費 100,000 37,800 100,000 

同窓会補助 100,000 52,000 100,000 

    

高専祭補助 50,000 0 50,000 

留学支援 200,000 0 

 (未払 200,000) 

200,000 

機械設計技術者試験等支援 160,000 0 

 (未払 103,000) 

（払済 57,000※） 

160,000 

機械工学科公開講座等支援 20,000 24,440 20,000 

機巣会メールマガジン発行 

(システム料+編集補助金) 

100,000 41,008 

(未払 40,000) 

100,000 

事務費 20,000 3,714 20,000 

2018 年度未払い分（留学等） 272,000 266,000 ---------------------

-- 

2019 年度未払い分（留学等） ------------------- ------------------- 343,000 

予備費 45,000 0 45,000 

合計 

 

1,217,000 554,562 

(未払 343,000) 

  1,288,000 

※会費の一部と相殺し、実質支払い済 

4 号議案 


