
2022年度立命館大学学友会財政公開

立命館大学学友会財政・学友会費について
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立命館大学学友会中央事務局財務部
同 中央常任委員会

承認第14回中央常任委員会（2022年6月29日）
承認第12回中央委員会（2022年6月30日）



学友会とは

立命館大学学友会は、
立命館大学のすべての学生が加盟し、
学生による学生のための活動を行う、
日本最大の学生自治組織です
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学友会とは
• 学友会が行う活動は、大きく６つ
に分けられます

• これら学生による活動を通して
学生の想いをカタチにし、学園を
盛り上げ、学生生活をよりよくし
ています
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学友会費とは
立命館大学学友会では、学部生のための様々な活動を支えるため、
構成員であるすべての学部生から学友会費を徴収しています

2022年度学友会財政公開 4



2022年度学友会財政公開 5



学友会費三原則
• 限りある財源(学友会費：1.85億円)を公平に分配する
• 公認団体を含め課外自主活動団体の自己負担を可能な限り低くする
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学友会費 3原則

正当性

還元性

透明性 (公開性)

学友会費の性質を考えた上で、出金がふさわしいのか

学友会費を出す学部生に対して還元する企画や

それに付随した活動に利用されているか

学友会費の使いみちや購入品の利用方法が

明確になっているか



学友会費充当可能品目
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項目分類名 例

消耗品費 事務用品など

図書費 書籍、楽譜、CDなど

郵送料 通信費、郵便代など

交通費 切符代など

印刷費 業者委託ビラなど

使用料 施設利用料金など

保険料 企画に関わる保険費用

項目分類名 例

手数料 振込手数料など

人件費 講師依頼料など

連盟費 連盟分担金など

宿泊費 宿泊料金

備品費 PC、棚など

修繕費 修理代など

★飲食費など個人が活用するものは「雑費」にあたり、学友会費充当はできません



学友会費の出金プロセス
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各団体
所属本部(学芸•学術•体育会)

中央事務局財務部

中央事務局長

立命館大学学生オフィス(学生部)

出金対象 (振込)

決
算
提
出

出金の妥当性
チェック（監査）



2021年度学友会収支総括
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＊詳細は別途資料参照

収支総括

＊繰越金出金 : 過年度繰越金の出金（不測の事態等による出費） *次項参照

＊次年度繰越金 : 次年度に繰り越す学友会費

収入 支出

2021年度学友会費

¥183,525,500

外部収入

¥2,470,600

過年度繰越金

¥183,666,215

¥160,597,269
2021年度学友会費執

行額

¥2,177,511
外部収入執行額

¥33,283,797
繰越金支出

¥173,603,738
次年度繰越金



2021年度 収入内訳
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過年度繰越金
過年度の学部生からの収入
（過年度の学友会費の残余金）
＝中央委員会において、出金が適当だと
考えられる場合に支出の対象
例：予算見積はしていなかったが、

不測の事態により出金せざるを得ない
出費が発生した場合

外部収入
学園祭期などに集金する協賛金
および模擬店などの出店料金

当該年度の学部生からの収入
＝当該年度年間予算の支出対象

学友会費

2021年度総収入 ¥369,662,315収入内訳

＊詳細は別途資料参照

入会金

¥24,708,000 

年会費

¥158,817,500 

過年度繰越金（会費）

¥175,068,116 

過年度繰越金（外部収入）

¥8,598,099 



2021年度 支出内訳
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支出内訳

2021年度予算執行額

¥160,597,269
年度予算からみた予算執行率：86.8％
＊通常、各団体の予算執行率は次年度の予算
策定時の参考資料としているが、コロナの状
況を鑑みて、2022年度は参考にしていない。

体育会団体・学芸団体・学術団体
応援団・放送局・新聞社
中央事務局・中央常任委員会・全学自治会
体育会本部・学芸総部本部・学術本部
各学部自治会

課 外 団 体
事業系パート
基幹パート
課外パート
自治会パート

一般予算

特別予算

中央常任委員会
¥3,824,822 

中央事務局
¥7,760,521 

全学自治会
¥190,231 自治会パート

¥932,833 

学芸総部本部
¥333,000 

学術本部
¥4,400 

体育会本部
¥7,763,437 

放送局
¥2,434,797 

新聞社
¥2,662,535 

応援団
¥21,908,700 

学芸団体
¥5,914,283 

学術団体
¥1,296,512 

体育会団体
¥45,584,914 

新歓運動
¥8,558,765 

学園祭運動
¥51,427,519 

基幹パート

課外本部

事業系パート

課外団体パート



2022 年度年間予算の策定プロセス
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予算見積書作成・提出

中央事務局財務部による各団体への予算ヒアリング

中央事務局財務部による予算案策定

中央事務局財務部と各課外本部による予算案折衝

中央常任委員会による査定審議

中央委員会による査定審議



中央事務局財務部による予算案策定の考え方
• 2022年度年間予算の場合
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予算見積書受理

団体が活動する上で掛かる費用を把握

予算ヒアリング実施

団体が活動していく中で学友会費において
出金（助成）されるべき費用を算出

1

2

3

4



予算における課外本部と中央事務局の位置付け
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中央事務局財務部と各課外本部による予算案折衝

中央事務局財務部 学友会費を適正に管理

課外３本部
（学術・学芸・体育会）

各団体を公正にサポート

団体の活動の実情
から予算の訂正

学友会費算定基準
による概算額提示

適正な予算額を
算出可能に



Ⅱ部凍結金について
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Ⅱ部凍結金 ¥136,190,696 …Ⅱ部学友会における残余金

Ⅱ部学友会

立命館大学にはⅠ部（昼間制）・Ⅱ部（夜間
部）の区分が1996年まで存在し、２００７年の
夜間主コースでの最終講義まで、昼夜開講制で
あった。当時、Ⅱ部にも「学友会」が存在し、
現在と同様に新歓運動や課外活動支援を行い、
Ⅰ部学友会とは別に予算運用・学友会費徴収を
行っていた。
2001年、Ⅰ部学友会・Ⅱ部学友会が統合し、
現・「学友会」の形となった。Ⅱ部の廃止に伴
い、Ⅱ部学友会費の残余金が凍結金とされた。

凍結金出金ガイドライン
Ⅱ部の学生から集めたお金であるために、現・学友
会の年間予算の一部として利用するのは適切でない
ことから、２０１８年度に定めた、出金のためのガ
イドライン。
「学生生活全般の発展向上に努め、併せて学園の発
展に寄与する」ことを目的とし、学園の振興により
学生生活水準を向上させるものとしている。
＊繰越金→当該年度の予算での出金が不適当な場合
＊凍結金→実現可能性の観点で出金が難しい場合
の出金が想定される。

＊2021年度は「凍結金」による出金を行っていないため、収支総括には含めていません。
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