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編集：第５８期理事会 

第７４回通常総代会を終えました 

日 時 ５月２７日（土）10:30～12:30 

場 所 山形大学小白川キャンパス 

    基盤教育１号館１１２教室 

選出総代数 １７０名 

出席総代数 本人６５名 代理人 ７名 

      書面７４名 合計１４６名 

 

第 1号議案 2016年度事業報告及び決算承認の件 

２０１６年度剰余金処分      （単位千円） 

当期未処分剰余金          41,306  

法定準備金              4,130 

災害復興等積立金          15,000 

組合員還元・学生支援事業積立金   20,000 

 小計               39,130  

次期繰越剰余金            2,176  
＊組合員還元・学生支援事業積立金の 2000 万円はコプリ

利用時のポイント還元（2017 年度想定分）、山形大学基

金への寄附、組合員利用還元企画、オープンキャンパス参

加者へのドリンク・パンフ配布等に使用いたします。 

→ 賛成多数で議決 

 

第 2 号議案 2017 度事業計画及び予算決定の件 

→ 賛成多数で議決 

 

第 3 号議案 役員報酬限度額決定の件 

→ 賛成多数で議決 

 

第 4 号議案 議案効力発生の件 

→ 賛成多数で議決 

 

第 58 期役員選挙の件 

以下の方が第 58 期の役員に就任しました(敬称略) 

鴇田 丈洋  理学部地球環境学科４年 

芹野 公基  理学部生物学科３年 

杉原 邑実  人文学部人間文化学科３年 

澤谷 伊吹  地域教育文化学部２年 

中安 一希  理学部数理科学科２年 

後藤 悠樹  医学部医学科５年 

渡辺 隼   医学部医学科５年 

斎藤 美玖  医学部看護科３年 

長岡 敬太  工学部バイオ化学工学科３年 

竹荒 泉美  工学部機能高分子工学科２年 

中野 捺葵  工学部システム創成工学科２年 

八木 智史  農学部食料生命環境学科３年 

小山 萌夏  農学部食料生命環境学科２年 

坂本 直樹  人文学部教員 

渡邊 将尚  人文学部教員 

今村 哲史  大学院教育実践研究科教員 

楠本 健二  地域教育文化学部教員 

遠藤 龍介  理学部教員 

佐藤 俊次  小白川事務部職員 

上野 和男  小白川事務部職員 

板垣 幸由  小白川事務部職員 

本郷 誠治  医学部教員 

小野 利弘  飯田事務部職員 

大木 弘治  医学部附属病院職員 

工藤とし子  医学部附属病院職員 

會田 忠弘  大学院理工学研究科教員 

早田 孝博  大学院理工学研究科教員 

長岡 一宏  工学部事務部職員 

柳原 敦   農学部教員 

菅原 一彰  農学部事務部職員 

濱谷 崇   生協 

藤巻 正之  生協 

           以上 理事３２名 

布施 一明  教育・学生支援部職員 

是川 晴彦  人文学部教員 

柳澤 文孝  理学部教員 

小野 寛成  理学部数理科学科４年 

小金澤 光  工学部機械システム工学科４年 

           以上 監事 ５名 

議事 
10 時 30 分に安部芳晴専務理事より開会が宣言され、今村

哲史理事長の挨拶の後、議長選出に移り、工学部職員藤原

渉総代・地域教育文化学部 2 年佐藤航総代を選出し議事に

入りました。資格審査委員から総代会の成立要件と状況報

告がなされ、成立していることが確認されました。 

第1～4号議案を長岡敬太理事（第57期）より提案を受け、

監査報告を是川監事より提案され討議の後にそれぞれ議

決しました。 

 

討議の状況 ≪発言と回答≫ 
(発１)クラスの意見から、ミールカードは１食 480 円設定

なので、セットメニューで 480 円になるようにしてほしい 

(回 1)これまでも声として上がっており、定食形式にする

かは検討が必要ですが、組み合わせを提示するなども検討

していきます 

 

(発 2)医学科生は水・木は飯田授業だが、小白川に住んで

いる人が多いため、飯田行きの路線バスが込み合っており、

運賃を支払うのに時間がかかっている。小白川から飯田へ

のシャトルバスを出してほしい。 

山形大学生活協同組合ニュース 
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(回 2)大学で以前シャトルバスを運行していましたが、乗

客減少により取りやめています。今年から週２回朝から飯

田授業になったので、まずこの声を大学に伝えて参ります 

 

(発 3)クラスで集めた意見から、①正門前の手押し自転車

キャンペーンが、朝混んでいるときにスペースを取ってか

えって危ない ②食堂でハラル料理を提供してほしい 

③コ・ウ・プーちゃんシリーズで、水も扱ってほしい ④

生協コンビニで買った傘が店を出て５秒で壊れたので対

応してほしい ⑤春のスポーツ大会で参加したい競技が

なかった。バスケやソフトボールが良い 

(回 3)クラスからのたくさんの意見ありがとうございま

す。①キャンペーンについては大学にお伝えします。また

生協では「小白川キャンパス周辺振興会」に加盟しており、

そこでも同じようなものをやっているので、そちらにも伝

えます。②米沢では限定でハラルメニューを提供していま

す。ハラルメニュー提供のために必要としているのが「ム

スリム団体からの承認」です。世の中一般的なハラル食は

仕入れから調理まで完全に分ける必要がありますが、生協

では完全なハラル食の提供は難しいのですが、もし留学生

団体の方がいればその方々と「これくらいの条件であれば

大丈夫」と言うことを確認させていただき、すすめていき

たいと考えます。③ミーちゃんというミネラルウォーター

があります。90 円なので他より安く Ciel でも人気です。

④傘が壊れた件は申し訳ありません。初期不良の可能性も

あるのでその場合には交換します。⑤今回の競技は昨年の

秋スポで出た意見かつ多くの人が参加しやすく仕切りの

ない競技にしました。バスケという意見もしっかり受け止

めたいと思います。 

 

(発 4) クラスで集めた意見から、①280ml くらいの小ＰＥ

Ｔを置いて欲しい ②両替機を学内に設置してほしい 

(回 4)①総代懇談会で 350ml のリクエストがあったので

350mlＰＥＴが 6月に入荷予定です。②用途が分かったら、

もう一度意見を欲しい。現時点では１万円札をレジに持っ

て行って、4,000 円チャージして 6,000 円お釣りなどは可

能です。コインの両替は理由を聞きたいです。 

 

(発 5)両替機の件。サークルや部活で部費や食事会など小

銭をぴったりほしい場面がある。Ciel で 1000 円札で 32

円のチロルチョコを買うなどして対応している。そういう

実態から意見があるのでどうか検討いただきたい。（拍手） 

(回 5)ニーズがあることは把握できました。ですが、銀行

で両替するためには手数料がかかっているので、どれくら

いのコストがかかるのか検討して判断したいと思います。 

 

(発 6)小さい頃から山形大に憧れていて、日々充実した忙

しい大学生活を送れているのは生協の日々の尽力だと思

い感謝する。山形大には足りないところがあって、日々勉

学に精を出している学生が休息できるスタバみたいなカ

フェがない。他大学では 5,000 名の署名で実現しており、

山形大だと小白川学生数の 6割ほどの署名で誘致できる。 

(回 6)他大学では生協の力の及ばないところで誘致して

います。生協がカフェを経営するのは東北大生協でもやっ

ており不可能ではありません。鶴岡キャンパスには生協で

コンビニ店にイートインスペースを設けています。チェー

ンのカフェとの協業については調べます。 

 

(発 7-1)①ミールカードを使っている人が多いが、一日の

残金をコプリに移行してほしいと言っている。国公立を調

べたところ、山形以外は繰り越しできる。翌年にも上乗せ

することをやっているので、周りがこういうことをしてい

る中で、理念にこだわらずもっと柔軟に対応してもいいの

ではないか。②あえてスタバにこだわる必要はなく、ドト

ールでもタリーズでもいい。イートインスペースにあえて

スタバを入れる意味がある。大手のブランドが入ってくる

ことでそれを目指して大学に来る人もいるだろう。 

(発 7-2)ミールカードの残金移行は出た。その日だけでも

いいから朝の分を昼や夜に回してほしい。 

(発 7-3)③ミールやコプリを現金に還元したいという意

見もあった。現金に換えられたらうれしい。 

(回 7)他大学の生協で行っているのはコプリへの移行で

はなく、翌年のミールカードに手数料をいただいて移行し

ているしくみです。山形大生協がどう判断するかですが、

例えば弘前と比べると、山形は年額 47,000 円安い設定に

しています。繰り越しできて高いのと、繰り越しできなく

て安いのと、どちらを選ぶかは組合員の納得するようにし

たいので、理事会では慎重に検討したいと考えます。ちな

みにミールの朝制限は昨年まで全額を繰り越せなくし、朝

食を食べることを推奨してきたが、今年から半額繰り越せ

るようにしています。③コプリに返金するという規約はな

いが、Suica は一定の手数料で返金できるので検討してい

きたい。（②については直前の回答以上のものはなく割愛） 

 

(発 8)①サービスカウンター前のコピー機が、２台のうち

１台しか現金を使えないから対応して欲しい。カラー機能

も実質使えない。②ポムの麵購入時の導線が分かりにくく、

使いづらい。あと呼び出し時に聞き逃しがあるので掲示は

出来ないか？ 

(回 8)①カラー機能は今のところは図書館のコピー機で

使用してください。大量印刷はコピーカードのほうが楽な

ので、１台は現金非対応にしていますが、現金も対応でき

るよう検討していきます。②ポムの直面している課題を突

かれたと思っています。現在スタッフ内で検討していて、

待機場所の確保の方向で考えます。聞き逃しについては音

量を大きくします。電光掲示板はコストを検討します。 

 

(発 9)サークル活動などでキャンパス間移動をする学生

は多い。山形米沢鶴岡間の交通費に限って、ポイント還元

などの優遇をしてほしい。 

(回 9)バス回数券はほぼ定価で販売しており利幅がほと

んどありません。ＪＲ回数券も利幅がほとんど無く、11

枚つづりの回数券でしか販売できないためポイントを増

やすことは現実的でありません。 

 

まとめの発言（藤巻常務理事） 

本当にたくさんのご意見、クラスから集めて持ち寄ってく

れてありがとうございます。端々に「山形大学をよくした

い」という想いを感じられました。次期理事会ではこの想

いを受け止めて議論していきたいと思います。 

 

以上、12 時 30 分に総代会を終了しました。 

 

第 58 期の代表理事等の選任 

総代会終了後の第 1 回理事会で理事長・副理事

長・専務理事・代表理事等の選出を行いました。 

 理 事 長 代表理事 今村 哲史（再任） 

 副理事長      會田 忠弘（再任） 

   同        柳原 敦 （再任） 

 専務理事 代表理事 藤巻 正之（新任） 

また代表理事を今村理事長・藤巻専務理事にする

事も併せて議決しております。     以上 


