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2021年 3月 10日 

全塾協議会 御中 

全塾協議会事務局 

事務局長 岩舘則明 

財務部長 関田大輝 

三田祭実行委員会に関する報告 

表題の件について、全塾協議会監査規則第 6 条第 2 項の定める監査人として、次の通り

にご報告いたします。 

 

1. 調査概要 

監査について 

2020 年 12 月 14 日に三田祭実行委員会財務局長より、全塾協議会事務局(以下事務局)に

三田祭実行委員会 前夜祭会計にて多額の損失が発生した旨の連絡があった。正確な状況を

把握するために、事務局は三田祭実行委員会に対して調査を行った。その結果、三田祭実行

委員会 前夜祭会計で多額の損失が発生したことが確認された。 

 

調査方法 

以下の方法を用いて調査を行った。 

・ 三田祭実行委員会から提出された資料の読み取り 

・ 三田祭実行委員会委員への聞き取り 

 

本調査の事実認定方法 

原則として、以下のものから得られた内容を事実と認定している。 

・ 三田祭実行委員会から提出された資料 

・ 三田祭実行委員会委員への聞き取り 
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調査経過 

 日付 出来事 

① 2020/12/14 三田祭実行委員会からの連絡 

 三田祭実行委員会財務局長より事務局に、三田祭実行委員会前

夜祭会計にて大規模な損失が発生した旨の連絡があった。 

② 2020/12/21 三田祭実行委員会との面談 

事務局は、正確な事実の把握のために三田祭実行委員会執行部

に聞き取りを行った。この聞き取りにおいて、発生した事象、具体

的な損失額とその事後対応、団体内部での対応、調査状況を確認し

た。また、調査に当たり必要な情報として、団体の体制や意思決定

の手順等を聞き取り、必要書類の提出を指示した。 

③ 2020年 12月～ 

2021年 2月 

書類の提出 

三田祭実行委員会より、支出に関する書類、および前夜祭の経緯

に関する書類が提出された。 
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2. 前提 

① 三田祭実行委員会の概要 

三田祭実行委員会は、慶應義塾大学三田キャンパスの学園祭である三田祭の開催と運営

を主に行っている。また、慶應義塾大学の日吉記念館やその他外部ホールを利用して、学外

のアーティストのライブなどが行われる三田祭前夜祭も開催と運営をしている。三田祭実

行委員会は、全塾協議会の所属団体である。 

 

② 三田祭実行委員会の組織 

執行部 

1. 委員長 １名 

2. 財務局長 １名 

3. 総務局長 １名 

4. 広報宣伝局長 1 名 

5. 渉外局長 １名 

6. 一般企画局長 1 名 

7. 本部企画局長 １名 

8. 前夜祭責任者 １名 

9. 電力管制部長 1 名 

※執行部はすべて 4 年生であり、各部局に 3 年生の局長補佐が 1 名つく。 

 

部局 

1. 財務局 2 名 財務管理を担当 

2. 総務局 5 名 大学との調整を担当 

3. 広報宣伝局 30 名 本祭の広告宣伝を担当 

4. 渉外局 30 名 企業を中心とした渉外を担当 

5. 一般企画局 50 名 

6. 本部企画局 25 名 

7. 前夜祭担当 6 チーム(下記参照)、各チーム 20 名程度、上記 3~6 の部局と兼務 

8. 電力管制部 10~20 名、他の部局と兼務 

※人数は概数、部局長及び部局長補佐を含む 

 

前夜祭担当の組織 

1. 責任者 

2. 運営 

3. 広報 
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4. 演出企画 

5. 資金 

6. チケット 

7. グッズ 

 

③ 三田祭実行委員会の会計 

 三田祭実行委員会の会計は次の要素から構成されている。 

1. 本祭会計 

本祭に関連する会計は以下の 2 つである。 

A) 本祭交付金会計 

全塾生から集めた自治会費を以て充てている交付金およびその口座利息のみを収

入源としている。 

B) 本祭独自財源会計 

参加団体から集めた分担金やインフラ関連費用、三田祭にて販売するパンフレッ

トやグッズの売上金、寄付や広告等の各種協賛金、クラウドファンディングなどを

主な収入源としている。 

2. 前夜祭会計 

前夜祭に関連する会計は以下の 1 つである。 

A) 前夜祭独自財源会計 

前夜祭におけるチケットの売り上げを主な収入としている。 

 

④ 意思決定に関わる会議 

1. 担当者同士の会議 

2. 部局ごとの会議 

3. 執行部の会議 

 

 いずれの会議も必要に応じて、原則月 1回程度行われている。例年は三田キャンパスの学

生団体ルームにて、今年はオンライン上で行われた。執行部への共有は必要に応じて行われ

るものであり、すべて定例会議で報告されるわけではない。委員長の承諾は必ずしも必要で

はなく、各部局長や各責任者が決定した内容を委員長が把握するという体制である。委員長

は部局をまたぐ企画や問題について会議の設定や部局間の調整などの対処を行う。 

 

⑤ 団体内の責任体制 

 まず、三田祭実行委員会には団体の規約は存在しない。執行部は全体の調整を行い、合議

制で責任を分担している。各部局に任せられている事項も多く存在する。予算は 6月中旬に

執行部員全員が精査をし、執行部の全会一致で採決される。また各企画については、「執行
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部回り」を行う必要がある。「執行部回り」とは、担当者が企画を執行部員に説明し、質疑

応答を経て、執行部員全 9名の承認を得るものである。財源は部局に振り分けられるという

よりも、各企画の提示に対して必要かどうかを協議するという流れである。各部局、各担当

からの申し出のうち、財務が判断できるものは財務が、そうでないものは財務局や執行部で

協議されるという流れの為、執行部、財務局がとりまとめや管理を担うという意味合いが強

いといえる。 

 前夜祭については、新規で行う企画等の支出があまりなく、支出の大半は毎年同じような

品目であるため、ほとんどは責任者を経由せず、チームの担当と財務との間の協議により支

出が承認されている。 

 

3. 発生した問題と前夜祭に関する情報 

問題概要 

2020 年 11 月に開催された「第 62 回三田祭前夜祭」に関連する収支を取り扱う三田祭実

行委員会前夜祭独自財源会計(以下前夜祭会計)において、23,851,684 円の損失が発生した。

また損失の発生に伴い、三田祭実行委員会本祭独自財源会計(以下本祭独自財源会計)より資

金の補填が行われた。 

 

損失額と補填額の詳細 

 前夜祭会計における収入額の合計は 6,487,921 円であった。一方、支出額の合計は

30,339,605 円であった。以上のことから、差額に当たる 23,851,684 円が純損失となる。2020

年度期首時点で、前夜祭会計の繰越金は 11,511,358 円であり、不足分の 12,341,326 円が本

祭独自財源会計より補填された。以上の処理の結果、前夜祭会計の繰越金は期首時点での約

11,511,358 円から 1,000 円へ、本祭独自財源会計の繰越金は期首時点での 23,309,805 円か

ら 8,122,703 円へといずれも大幅に減少することとなった。 

 

前夜祭経緯 

 日付 出来事 

① 2019年 11月 有観客開催想定での前夜祭開催へ向けて始動 

② 2020/6/2 コロナ禍の為、同時並行でオンライン開催も検討 

③ 2020/8/2 前夜祭のオンライン開催を決定  

④ 2020/10/14 アーティスト Aのキャスティングを決定 

 アーティスト Aのオンラインライブを 11月 14日に事前収録する

ことを決定する。 

⑤ 2020/10/22 アーティスト Bのキャスティングを決定 

 アーティスト Bのオンラインライブを開催することを決定する。 
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⑥ 2020/10/26 アーティスト Cのキャスティングを決定 

 アーティスト Cのオンラインライブを開催することを決定する。 

⑦ 2020/11/3 アーティスト Dのキャスティングを決定 

 アーティスト Dのオンラインライブを開催することを決定する。 

⑧ 2020/11/9 情報解禁、広報開始 

 第 62回三田祭前夜祭開催概要を公表し、広報活動を開始した。 

⑨ 2020/11/14 

 

ライブ映像撮影 

 慶應義塾大学日吉キャンパスにてライブ映像の撮影を行った。 

⑩ 2020/11/20～ 

2020/11/22 

前夜祭本番 

 20日から 22日の三日間にかけてオンラインライブを実施した。 

 

意思決定 

 前夜祭は、本祭と会計が別であり、組織体制から見ても本祭からほぼ独立している状態で

あるということが言える。また本祭と前夜祭の時期が近かったことから、委員長を含む執行

部は前夜祭の判断にはそれほど関与していなかったため、状況の把握も後手に回っていた

と委員長は述べている。出演者の追加に関しては、前夜祭責任者、同補佐、財務局長の三者

による協議で決定され、委員長は本番の 1 週間ほど前に把握した。 

 

 

チケット販売と売り上げ 

 例年のチケット販売方式は二つに分かれている。一般向けは代理店とキャスティング会

社を経由したチケットぴあによる販売であり、塾生向けは集計に外部サービスを利用して

銀行振込で購入できる販売である。これらを三田祭実行委員会が取りまとめている。2020

年は、一般向けと塾生向けの区別はなく、すべてチケットぴあを利用した。チケット購入者

は、送付される専用の URL からライブ映像を視聴できるシステムであった。オンライン開

催決定後、チケットぴあと販売方式を検討し、7~8 月に利用を決定、アーティストの出演決

定後に正式な契約を締結した。 

 チケットの価格は以下のとおりである。 

➢ 各アーティスト：2,500 円～3,000 円/枚 

➢ 3 アーティストセット：6,500 円/枚 

 2019 年は 1 アーティストによる開催で 1 枚 4,000 円台であったが、オンライン開催であ

ることを踏まえて例年よりもやや割安な価格設定としている。 

 チケットの販売数については、各アーティストに関する販売数および 3 アーティストの

セットの販売数を合わせ、2,299 枚であった。なお昨年の販売数はおよそ 4,000 枚であった。 
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支出 

 第 62 回三田祭前夜祭運営費は以下の通りである。 

➢ 運営費：\30,043,158 

 

広報活動 

 広報活動は情報が解禁された 11 月 9 日から配信最終日の 11 月 28 日まで行われた。当初

は 10 月 29 日に情報を解禁し、同日より広報活動を開始予定であったが、出演交渉の遅れ

により、広報期間が極めて短くなった。三田祭実行委員会の公式 Twitter や公式 Instagram、

モデルプレスへの掲載、出演アーティスト本人の発信、三田祭アンバサダーによる発信など

の手法により行われた。PR の外部委託は、仲介業者から提案があったものであり、Twitter

やモデルプレスへのプレスリリースの発送などが含まれる。当初は出費がかさんでいたこ

とから断る方向であったが、確実な効果を求めるため外部委託を決定した。 
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4. 問題発生後の三田祭実行委員会の対応 

① 委員会内調査 

本件は前夜祭における問題点であるが、三田祭実行委員会全体の問題として、執行部 9 名

を中心に調査が行われた。問題と反省点の洗い出し、本件に関する対応、今後の改善に向け

た方策が執行部で協議された。 

 

② 委員会内の措置 

委員会内における問題の公表と組織運営方針の提示 

12 月上旬に本件が委員会内に共有された。その上で、今後の組織運営方針が示された。 

 

前夜祭の運営について 

委員会内での調査により、前夜祭の決定に関わる役職が前夜祭担当と財務の二職のみに

なっていたことが問題点として挙げられた。その改善策として、前夜祭担当を執行部から外

すこと、前夜祭についても他の企画と同様に執行部採決を行うことが提示された。 

 

委員会内における情報共有について 

執行部間、および委員と執行部の間での情報共有が不十分であったことが問題点として

挙げられた。その改善策として、定例会議の開催や新たな情報ツールの導入による情報共有

の強化、定例会議以外にも随時会議を行い情報共有に時差が生じないようにすることなど

が提示された。 

 

③ 今後の方針 

すでに挙げた組織運営体制の改善施策に取り組み、組織の体制強化に努めるとともに、収

入の新規獲得、支出の削減について、計画を作成し具体的施策に取り組んでいく予定である。 
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5. 監査人意見 

① 本件の問題点と改善策 

前夜祭に関する個別の判断の問題 

 第一に出演交渉の開始時期の遅さが問題点である。前夜祭のオンライン開催は 7 月の時

点で正式に決定されていた。しかし、出演アーティストの正式決定は 10 月から 11 月にか

けてであり、本番の直前になっている。出演アーティストの交渉、決定が遅れた結果、従来

とは異なり複数アーティストと同時に交渉することとになった。その結果、従来予定してい

た 1 組を大きく超える 3 組のアーティストが出演することとなり、支出が増加し損失が発

生することとなった。より早い時期から交渉を開始していれば従来通り 1 組ずつの交渉が

可能であり、予定数を超えるアーティストが出演する事態にはならなかったと考えられる。 

 第二に見通しの甘さが問題として挙げられる。一部の委員による協議により出演アーテ

ィストの追加が承認されている。交渉が進んでいて断れないという理由もあり、半ばなし崩

し的に承認されたのではないかと考えられる。また、「ファンの層がばらけている」、「各ア

ーティストについて券売の見込みがある」、「3アーティスト開催のインパクト」の 3つの要

因を承認の理由に挙げているが、見通しがあまりに甘すぎると言わざるを得ない。チケット

の券売については、過去に例のないオンライン開催であり、より詳細な分析、検討が必要で

あった。また、発表の遅れに伴い広報期間が短くなっているにもかかわらず、「券売の見込

みがある」と結論付けたのは、大いに問題である。総じて、初のオンライン開催、広報期間

の短さという懸念すべき要素がある中で、それらを十分検討することなく券売が増えるで

あろうことを推測し、支出を大幅に拡大した結果大規模な損失が発生したことは、見通しの

甘さによるものであると考えられる。 

 

組織の問題 

以上に述べたように本件には前夜祭に関する個別の判断の問題点も存在するが、それら

はいずれも三田祭実行委員会の組織の問題に帰着する。以下、三田祭実行委員会の組織の問

題について述べる。三田祭実行委員会では、全体の調整、管理を担当する執行部が存在はす

るが、各企画の詳細等は各部局、各責任者にほぼ委ねられている。支出に関する事項も、担

当者や責任者、財務の間でのみ共有されていることが多い。本件についても当てはまるが、

執行部や委員長が意思決定に関与せず、また執行部や委員長が状況を把握するにも決定が

なされてから大幅に遅れてからであることが多い。情報の共有もされる場合とされない場

合があるなど執行部への連絡体制もあいまいであり、また委員長の承諾が必ずしも必要で

はないなど、情報の共有と責任体制に重大な欠陥があると言わざるを得ない。ごく一部の委

員の間で決定がなされる、部局によっては定例の会議が存在しない、前夜祭責任者等の権限

の集中している部門責任者からトップダウンで指示が下される、などの情報共有の問題が

あった結果、決定に存在する問題点が指摘されないまま放置されてしまっていた。 



10 

 

総括 

以上のことから、本件は、出演者交渉等の状況の個別の問題だけではなく、三田祭実行委

員会全体の組織問題も大きく関与している。改善策としては次の点が挙げられる。 

第一に、委員長を最高責任者とし、組織全体の責任者を明確化するべきである。現状の執

行部の合議制による決定は、幹部の相互監視の下で成り立つと考えられるが、それが必ずし

も機能していない。合議制によって責任を分担しているため、問題が発生した時に誰が責任

を取って主体的に対応をするのかがあいまいである。そのため、各部局の責任者ごと又は執

行部全体としてではなく、委員長を組織全体の最高責任者とすることが必要である。 

第二に、委員長を組織全体の最高責任者にするために意思決定方法を見直すべきである。

執行部の合議制による決定は維持したとしても、その決定を委員長が最終的に承認する形

式が必要である。 

第三に、各部局は委員長への定例的な活動報告を行うべきである。委員長が最終的な意思

決定を正確に行うために、その判断材料が提供されなければならない。現状、報告があいま

いになっている各部局の委員長への報告について、少なくとも月に一回の頻度で活動報告

を行うことを提言する。その活動報告の情報を集約するためには、各部局内でも少なくとも

月に一回の定例会議が必要であると考えられる。 

第四に、常任の監査役を設置するべきである。三田祭実行委員会は 100 人を超える人員

と数千万円規模の予算を有してきた団体であり、委員長が全てを把握してその活動に責任

を負うのは負荷が大きいと言える。意思決定を行う執行部から独立して各部局の活動をチ

ェックする委員長直属の役職である監査役を設置し、問題が大きくなる前に委員長に報告

を行い、財務管理に問題がないか内部監査を常に行う必要がある。 

第五に、今後前夜祭を開催する場合は、その開催形式と規模について委員長及び執行部の

承認を必要とするようにすべきである。委員長や執行部が前夜祭の開催にあまり関与して

いなかった結果、本祭にも多大な影響が及んでいる。本祭と前夜祭の運営を行うのが同じ団

体である以上、予算を含む前夜祭の形式と規模についての委員長と執行部の承認が必要で

ある。 

これらの改善策は規約を制定して定められるべきであり、これをもって責任体制と情報

共有に関する抜本的な改善を図る必要があると考える。 

 

② 全塾協議会による処分と今後の活動について 

本件は、故意によるものではなく過失によるものである。また大規模な損失が発生してい

るとはいえ、その財務処理自体に問題があったわけではなく、全塾協議会の定める規約規則

等に違反はしていない。以上のことを踏まえ、本件に関して全塾協議会が処分を行う必要は

ないと考える。ただし、組織体制や意思決定のプロセスに問題があるのは明らかであり、再

発防止策や団体再建案についての検討とその提出を要求すること、また、定例の活動報告を

求めることなど、組織の今後の改善のために必要である事項を適宜指示し、必要に応じて指
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導していくことが必要である。 

三田祭実行委員会は、従来おおむね繰越金の金額に相当する範囲内の支出規模で三田祭

を開催してきた。これは、不測の事態により収入が一切なくなったとしても負債を抱えない

ようにするためである。すなわち、繰越金を担保のように扱っているということである。今

回の損失発生に伴い、前夜祭会計の繰越金は 1000 円、本祭独自財源会計の繰越金は約 810

万円に大幅に減少した。このことを踏まえると、前夜祭については従来のような規模での開

催は困難であると考えられる。また本祭についても、何らかの措置を講じない限り、財源的

には大幅な規模の縮小が避けられない。従来は約 2,000 万円超の繰越金の元、2,000 万～

3,000 万円の支出規模で開催されていた。しかし、2019 年には台風によって湘南藤沢キャ

ンパスの秋祭と矢上キャンパスの矢上祭が中止される事態も発生している。このような不

測の事態による収入減を考慮すると、現行の支出規模での開催は極めて困難である。規模の

縮小を最低限に抑えるためには、収益を増加させる手法を十分に検討し、実行する必要があ

る。また、支出についてもそのすべてを見直し、最大限節約してくことが求められる。 

現行の支出規模で開催し、不測の事態が発生した場合、学生団体であるという性質上外部

の金融機関からの借入等の手段を用いることは困難であり、全塾協議会の自治会費を以て

補填する必要が出てくることも考えられる。そうした事態の発生を避けるため、支出規模、

およびそれに関連する開催規模については、収入増加や支出削減の手法や状況を踏まえつ

つ、三田祭実行委員会のみならず全塾協議会も責任を持って判断していく必要がある。 

三田祭実行委員会は今回損失の発生した前夜祭会計、本祭独自財源会計のほかに交付金

会計も保有している。交付金会計は全塾生から集めた自治会費を収入として運用される会

計である。2021 年度分の自治会費交付金交付に当たっては、団体の信頼性が著しく失われ

ていること等を踏まえた上で、交付額の削減など必要な措置をとる必要がある。 

 

以上 
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6. 参考資料 

 三田祭実行委員会組織図 

 

※網掛けの役職は執行部を構成する。 

※1 年生および 2~4 年生の一部を除いた委員は、本祭の部局と前夜祭の担当を兼務する。 
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本祭会計の決算報告書(2021年 2月 10日時点の暫定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前夜祭会計の決算報告書(2021年 2月 10日時点の暫定) 
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