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2021年度版 チャプター 経費マニュアル  

 

I. はじめに 

このマニュアルは、APU 校友会活動を実施する際の経費処理を適切に行うことを目的として作成しています。

APU 校友会は、在校生・校友の皆さんからの会費に基づいて運営されています。基本的にはチャプターの自立を

目指し、マニュアルに沿った適切な経費執行を心がけ、校友会の皆さんの期待に応えることの出来る活動を行い

ましょう。 

 

II. 予算申請から精算までの流れ 

＜予算申請方法＞ 

年度予算を年度内に初めて申請する場合、チャプター予算より支出しても良いかどうか判断に迷う場合必要 

1. 提出物：申請書 Form1(企画書） 

2. 提出先：事務局宛 (apualumn@apu.ac.jp)  

3. 提出期限：イベント開催日から 1 ヶ月前まで（可能な限り早く提出してください） 

 

＜予算承認基準・適用項目＞ 

総会（年１回）、その他イベント 

※新卒者に限り 1,000 円の飲食補助申請が可能です。 

 

＜承認後の流れ＞ 

総会・イベント 

1. 承認次第、下記今年度決定した固定費を指定の口座へ送金します。 

※事後一ヶ月以内に申請書 Form2(報告書)、3(参加者リスト)を事務局へ提出 

清算書に関しては、年度末の収支報告書にてご報告ください。 

※レシートの提出は必要ありません。 

 【固定費一覧】 

2021 年度予算は 2020 年度予算をそのままスライドしており、既に支払い済みのチャプターも 2020 年度分の予

算を記載しています。 
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振り込みについて 

日程（日本国内口座） 

手続き日 10 日 20 日 30 日 

振込み日 20 日 30 日 翌月 10 日 

※土日祝の日程によって毎月前後します。 

※急な振込みに対応出来ません。出来るだけお早めにご相談、ご連絡ください。 

 

支払日程（海外口座） 

外国送金はAPU財務と立命館財務が手続きしますので、資料が全て揃ってから2週間ほど手続きにかかります。

送金完了後は Payment report を送付メールにて送付いたします。 

※中国・モンゴルは円もしくはドルのみの送金となります。送金依頼の際にどちらの通貨にされるかお知らせく

ださい。 

 

Ⅲ. 予算申請適用項目 

➢ 総会・イベントに必要な経費 

・固定費支給 

・新卒者 1,000 円補助（1 人 1 回に限る） 

 

➢ 郵送料：APU グッズや旗、その他備品の郵送料 

 

➢ 謝 礼：講師謝礼は上限 10,000 円とする（校友は適用外） 

 

➢ APU グッズ 

APU で無償提供できるもののみお渡し致します。 

 

➢ ベビーシッター費用 

チャプター名 固定費 チャプター名 固定費

1 北海道 ¥80,000 19 ハノイ（ベトナム） ¥30,000

2 関東 ¥750,000 20 ホーチミン（ベトナム） ¥200,000

3 北陸 ¥110,000 21 カンボジア ¥80,000

4 中部 ¥60,000 22 マレーシア ¥30,000

5 関西 ¥200,000 23 シンガポール ¥250,000

6 中･四国 ¥30,000 24 インドネシア ¥100,000

7 福岡 ¥100,000 25 フィリッピン ¥30,000

8 熊本 ¥30,000 26 インド ¥30,000

9 大分 ¥50,000 27 スリランカ ¥60,000

10 沖縄 ¥80,000 28 バングラデシュ ¥80,000

11 韓国 ¥50,000 29 パキスタン ¥80,000

12 モンゴル ¥200,000 30 ヨーロッパ ¥80,000

13 北京・天津（中国） ¥230,000 31 ＡＲＣ ¥30,000

14 上海（中国） ¥200,000 32 ドバイ ¥80,000

15 香港 ¥30,000 33 オーストラリア ¥80,000

16 台湾 ¥30,000 34 トンガ ¥30,000

17 ミャンマー ¥80,000 35 サモア ¥30,000

18 タイ ¥430,000 36 ラテンアメリカ ¥60,000

37 ニューヨーク ¥80,000

 

固定費額決定の指標

10名未満    3万円 ¥30,000

30名未満    5万円 ¥50,000

50名未満    10万円 ¥100,000

100名未満    20万円 ¥200,000

100名以上    40万円 ¥400,000

200名以上　　55万円 ¥550,000

300名以上　　70万円 ¥700,000

昨年度実績なし ¥30,000

設立から３年以内 ¥50,000

学長参加の場合 ¥30,000

活動復活から３年以内 ¥50,000
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規  定：承認済みのイベントに対し申請可能（詳細は別紙参照） 

申請期限：イベント企画書提出時 

上限金額：シッター1 人 1 時間当たり上限 3,500 円、その他必要なシッターの交通費、マット、玩具等は別途補

助します。 上限 3 万円までとします。 

 

➢ イベント別詳細 

1. 新卒者歓迎会 

新卒定義：卒業後一年以内の校友 

上限回数：1 回 

補助金額：1,000 円（税込み） 

補助方法：① 企画書提出時に申請。 

     ② 当日規定の領収証に新卒者本人のサインを貰う 

     ③ 領収証の裏に立替者が署名・押印をする 

     ④ イベント報告書・精算書と共に事務局に送付する 

       ※報告書類はメール送付可 

注  意：事前に事務局へ連絡し、新卒者かどうかの確認を必ず行ってください。 

 

2. 新規・復活チャプター発会式 

新規でチャプターを設立する場合、または 3 年以上総会を開催していなかったチャプターについて活動を再開す

る場合に下記補助金を支給します。 

費  用：1 人あたり上限 5,000 円補助（飲食費＋会場費含む） 

 

3. 立命館大学校友会総会への参加費 

適用者 ：チャプターリーダー 

適用金額：10,000 円（お祝い金として） 

上限回数：年一回 

補助方法：① 事務局に参加の意思を伝える 

     ② 領収証が出ないため、事務局から支払証明書をお送りする 

     ③ 支払証明書を印刷、押印後事務局へ送付 

     ④ 到着次第手続き、振込を行う 

 

＜特記事項＞ 

1. チャプターとしての活動ではなく、個人活動と認められるものに対しての支出は認められません。 

2. 個人の所有物になるものに対しての支出は認められません。 

3. 原則交通費の補助はありません 

4. 総会やイベントの開催時期については、年度末の支払いの関係上、可能な限り 2 月末までの実施をお願い致

します。 

5. 校友会からの補助を受ける企画を実施する場合、承認を経た上で告知を行うように、 スケジュールを前倒

しで実施・管理してください。 

6. イベントの当日参加者のキャンセル防止に向けて、参加予定者に 1 週間前にリマインドメールを送る、事前
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決済システムを導入するなど、検討・実施してください。 

7. イベントで参加者から会費を徴収する際は、必ず清算書に記載の上、チャプターで保持するお金については

総会で必ず報告をお願いします。 


