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 小白川地区 １２月１２日（火） 

  夕１８時００分より 大学会館４Ｆ食堂ポム 

 飯田地区  １２月１１日（月） 

  昼１２時１０分より 医学部会館第２集会室 

 米沢地区  １２月１２日（火） 

  昼１２時０５分より 工学部会館２階ラウンジ 

 鶴岡地区  １２月１４日（木） 

  昼１２時１０分より 農学部会館第１集会室 

 

（（（（１１１１））））はじめにはじめにはじめにはじめに    

1111----1111. . . . 世界情勢世界情勢世界情勢世界情勢とととと協同組合協同組合協同組合協同組合    

国内外で格差が広がり続け、テロ行為も多発して

います。また北朝鮮の核実験やミサイル発射実験

頻度が高まる中、欧州や米国等でナショナリズム

が台頭し、国際社会で協力して問題を解決するこ

とに障害が生まれてきています。日本では ICBM

（弾道ミサイル）に備え、8月に中四国4県に PAC3

が配備されたり、避難方法を紹介する CM が流さ

れたり、ミサイル発射時の J アラートで初めて身

の危険を感じた人もいました。有事の際にどのよ

うな対応をすればよいのか、知り、知らせ、考え、

話し合うことと同時に、どうすればこうした危機

を回避できるのかを考え話し合っていくことが

大切です。そういった中、核兵器の使用・開発・

実験・製造・取得・保有・貯蔵・移転などを幅広

く禁止する核兵器禁止条約の交渉会議が 2017 年

3 月と 6 月に国連で開かれ、7 月 7 日に採択され

ました。しかし核兵器保有国と日本を含むその同

盟国は交渉会議に参加しませんでした。山形大学

生協では2017年 5月から「核兵器廃絶国際署名」

に取り組んでいます。一人ひとりが核兵器と平和

について考え、意思を示していくことが大切です。 

 

1111----2. 2. 2. 2. 経済経済経済経済・・・・政治政治政治政治・・・・社会全体社会全体社会全体社会全体にににに関関関関することすることすることすること    

2017 年度 4～6 月の GDP（国内総生産）は前年か

ら 4％上昇しました。個人消費と設備投資の伸長

が主な要因です。景気も緩やかに上昇し失業率も

低下しています。とは言え「一人当たり GDP」と

生活満足度（幸福度）は一致せず、この 30 年で

両者は乖離しています。また、家庭に焦点を当て

ると、子どもの貧困の問題が大きな課題として存

在しています。また選挙権年齢の引き下げに続き、

民法の成人年齢が 18 歳に引き下げられる法案が

今後国会に提出される見込みです。成人年齢が引

き下げられると 18・19 歳でも保護者の同意なく

契約等の法律行為を行うことができますが、小中

高大学生活の中で「消費者教育」を受ける場面は

少ないのが実情です。消費者被害に遭わないため、

加害者にならないため、また被害に遭ったときに

どうするのかを学び、組合員に対して啓発してい

くことが必要です。憲法改正についても与野党で

議論が活発になっており早ければ来年1月の通常

国会に提出されることが予想されます。どのよう

に憲法に向き合っていくのか、どのような視点で

論議していくのかを考えていく必要もあります。 

 

1111----3. 3. 3. 3. 学生組合員学生組合員学生組合員学生組合員についてについてについてについて（（（（全国大学生活協同組全国大学生活協同組全国大学生活協同組全国大学生活協同組

合合合合実施実施実施実施    学生生活実態調査学生生活実態調査学生生活実態調査学生生活実態調査よりよりよりより））））    

1ヶ月の収入は、自宅生62,310円（前年＋120円）

で 4 年連続増加、自宅外生 120,820 円で前年から

1,760 円減少しました。自宅生・自宅外生ともに、

仕送りと奨学金による収入は減少し、アルバイト

収入が増加しています。1 ヶ月の支出は、自宅生

60,690円(前年＋800円)で15年ぶりの6万円台、

自宅外生117,610円で前年から590円減少しまし

た。自宅生自宅外生ともに書籍費・勉学費は減少

し、貯金や繰越額が増加しています。将来を不安

に思い将来のために貯金をする学生が増加して

います。また奨学金を利用している大学生・院生

は全体の 56.3％で半数を超えています。住まい形

態別の奨学金利用率を見ると、寮生 68.4％、アパ

ート生57.2％、自宅生52.9％の順となっており、

寮生の経済状況が自宅生・アパート生に比べると

厳しいことがわかっています。アルバイト額も奨

学金利用者の方が高くなっています。2019 年には

消費税が 10％にあがることが見通される中、学生

と保護者の生活への影響が懸念されます。学生の

経済状況と生活スタイルを合わせて分析し、事業

と活動の提案に反映させていく必要があります。 

 

1111----4. 4. 4. 4. 組合員組合員組合員組合員のリスクののリスクののリスクののリスクの多様化多様化多様化多様化    

自転車事故・メンタルヘルス・ＳＮＳの使用の広

がりによる消費者トラブル・アルバイト先でのト

ラブル・アルハラ等、組合員を取り巻くリスクは

多様化しています。多様化するリスクを学習・分

析し組合員活動に繋げていく必要があります。 

山形大学生活協同組合ニュース 
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（（（（２２２２））））2012012012017777年度年度年度年度全体方針全体方針全体方針全体方針のののの達成状況達成状況達成状況達成状況    

 

 

 

� 「電子マネーCo-Pre」対応自販機を拡大します 

� 学内の自販機61台中43台を「Co-Pre対応

自販機」化しました（前年比＋3台） 

� 組合員利用還元企画を実施します【全店】 

� 毎月 8 日と 31 日を「野菜（831）の日」と

し、コンビニ店ではサラダを20～65円引き

で、食堂では野菜メニューを10～30円引き

で販売しております。 

� 組合員利用還元企画では11月末までに268

万円を還元しました。 

� 組合員のアイデアやリクエストから生まれたメ

ニューでオリジナリティを創造します【小白川食

堂・工学部食堂】 

� 5月にサラダグランプリを開催し、「豆奴ち

ゃん」がグランプリとなりました。 

� 入学時に英語自己学習ツールを普及させ、英語を

学ぶ学生を支援します（電子辞書（70%），TOEIC

スターターキット（75%））【新入生サポートセ

ンター（以下サポセン）・工学部店】 

� 電子辞書利用率54.3％（昨年比▲0.9pt） 

� TOEIC スターターキット利用率 51.8％（昨

年比▲0.7pt） 

� 新入生の生協加入率100%、共済加入率82%を実現

します【サポセン・工学部店】 

� 2017年度新入生の生協加入率は98.2％とな

り（11/30 現在）学生総合共済（生命共済）

の加入も70％を超えております（71.8％） 

� 電子教科書の拡大を行います【小白川書籍店・工

学部店・医学部店】 

� 工学部で 1 点新規採用がありました。医学

科向けの電子教科書の取り扱いをはじめま

した。 

� 既存店の大規模改装の研究を継続します【工学

部・医学部・小白川】 

� 農学部事務部長と8月に「農学部食堂移転」

に関する意見交換を行い、工学部事務部長

とは 9 月に「厚生施設改装」についての意

見交換を行いました。 

� 小白川書籍店改装の検討を開始しました。 

� 「生協アプリ」を導入し、組合員に届く広報宣伝

を行います【各キャンパス】 

� 2017年9月までに516ダウンロードとなり

ました。PUSH 通知が煩雑なこともあり、活

用はまだ途上です。 

 

 

 

� 生協職員全員が「学生を思いやる」気持ちを持ち、

共済月間（9～11月）に取り組みます【全店】 

� 小白川キャンパスでは10月に2週間の「共

済ウィーク」を設定し、「お帰りなさいキャ

ンペーン（給付忘れ防止チラシ＆ティッシュ

配布）」「自転車無料点検」「給付ボード作

成」「学習会」を集中して行いました。 

� 大学の学研災業務の一部を受託します【総務経理

部・共済窓口を持つ全店】 

� 2017 年 10 月より窓口業務を受託する予定

でしたが、大学側の体制変更により受託時

期を延期しております。 

� 生協管理物件の質と量を高め、アパート仲介契約

者数1,200名を実現します【住まいの事業部】 

� 2017年11月現在1,018名となっております。

新入生▲80 名（自宅生増）、農学部▲17 名

（紹介可能物件が過去最低数）が未達の要因

です。 

 

 

   

 

� 「英語講座」をブラッシュアップしグローバル人

材創出に寄与します【サポセン・工学部店】 

� 小白川で開講している「英会話講座」は 15

名（昨年比＋5名）、「TOEIC講座」は341

名（昨年比＋132名）となりましたが、「TOEIC

講座」は受講率に課題を残しています。 

� 「帰国後交流」を充実させ、「海外留学・語学研

修・テーマのある旅」を50件から70件に増やし

ます【小白川サービスカウンター店】 

� 11月末で46名（目標まであと24名）となっ

ており、年度末まで引き続き提案を行います 

� 公務員試験対策講座・教員採用試験対策講座では

講座受講生一人ひとりのサポートを丁寧に行い、

進路補足率100％を実現します【小白川サービス

カウンター店・工学部店・農学部店】 

� （公務員）小白川89.5％（目標比▲11.5pt）、

工学部100％、農学部100。 

� （教員）小白川94.1％（目標比▲5.9pt） 

� 協同組合インターンシップの研究・事業化を行い

ます【理事会室】 

� 「就職対策講座」を初開講し、みやぎ生協

に2名インターンシップ生を派遣しました。 

 

    

    

    

� 「人材育成プログラム」の一環として、日生協通

信講座の受講と事業連合主催研修会への参加を

推進します【理事会室】 

� 日生協通信講座初級コースを 5 名、中級コ

ースを10名受講させました 

� 事業に必要となる国家資格の取得をすすめ、英語

を話せる職員の育成候補をあげ育成に取り組み

１．引き続き組合員の生協利用、企画参加の満足度を

引き上げます。 

２．食堂・共済・住まい事業・組合員参加企画を通じ

て組合員の安全安心を引き続き追及します。 

３．公務員＆教員採用試験対策講座やパソコン活用講

座・未来塾・海外留学支援を通じ人材育成の支援

を行います。 

４．次世代の大学生協職員育成のための取組みを引き

続き行い、安定した経営基盤、組織作りに    

努めます。 
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ます【理事会室】 

� 2017年度は宅建取引士1名、高圧ガス販売

主任者第二種2名、国内旅行取扱管理者2

名を輩出しております    

� 業務のムリ・ムダ・ムラを減らすことで、総労働

時間を削減し、ワークライフバランスのとれた職

場を実現します【全店】 

� 供給高減による影響もありますが、正規職

員残業時間数▲147時間、パート時間数▲

6,100時間、総労働時間数▲2,991時間（2017

年11月末）と労働時間は削減基調です。 

 

（（（（３３３３））））２０１２０１２０１２０１７７７７年度経営状況年度経営状況年度経営状況年度経営状況（（（（１１１１１１１１月月月月までまでまでまで））））    

損益計算書（2017年3月～11月）   単位：万円 

 前年 予算 実績 予算比 

供給高 173,067 173,921 167,880 ▲3.4 

供給剰余高 39,656 39,649 37,965 ▲4.2 

受取手数料 12,841 10,963 14,217 29.6 

事業総剰余事業総剰余事業総剰余事業総剰余    55552222,,,,497497497497    49494949,7,7,7,727272727    55552222,,,,182182182182    3333....1111

人件費 23,726 24,076 23,084 ▲4.1 

物件費 22,020 19,605 20,800 6.0 

経費合計 45,745 43.681 43,883 0.4 

事業剰余事業剰余事業剰余事業剰余    6666,,,,777751515151    6666,,,,931931931931    8888,,,,299299299299    19191919....7777

事業外損益 305 252 290 15.1 

経常剰余経常剰余経常剰余経常剰余    7777,,,,000056565656    7777,,,,181818184444    8888,,,,555589898989    19191919....5555

    

＜＜＜＜店別地区店別地区店別地区店別地区別別別別累計純供給高累計純供給高累計純供給高累計純供給高＞＞＞＞    

＜純供給実績＞            単位：万円 

  前年 予算 実績 予算比 

小
白
川

 

コンビニ 13,043 13,148 12,222 ▲7.0 

サービス 51,692 51,458 49,913 ▲3.0 

新学期 24,892 25,295 24,478 ▲3.2 

書 籍 11,934 12,118 11,692 ▲3.5 

食 堂 8,384 8,927 7,828 ▲12.3 

小小小小    計計計計    101010109999,,,,945945945945    111111110,90,90,90,946464646    101010106666,,,,133133133133    ▲▲▲▲4444....3333    

飯
田

 

購買書籍 15,662 15,190 14,959 ▲1.5 

食 堂 1,438 1,477 1,209 ▲18.1 

小小小小    計計計計    11117777,,,,111100000000    11116666,,,,667667667667    11116666,1,1,1,168686868    ▲▲▲▲3333....0000    

米
沢

 

購買書籍 30,613 31,115 30,718 ▲1.3 

食 堂 6,336 6,666 6,327 ▲5.0 

小小小小    計計計計    33336666,,,,999944449999    33337777,,,,781781781781    33337777,,,,045045045045    ▲▲▲▲1111....9999    

鶴
岡

 

購買書籍 6,510 6,002 5,862 ▲2.3 

食 堂 268 239 290 ＋21.2 

小小小小    計計計計    6,6,6,6,777777778888    6,6,6,6,241241241241    6,6,6,6,152152152152    ▲▲▲▲1111....4444        

ＬＰＧ 4,097 4,100 4,155 ＋1.3 

合計合計合計合計    171717174444,,,,870870870870    175,175,175,175,777735353535    111169696969,,,,654654654654    ▲▲▲▲3333....4444    

 

 

 

＜供給剰余（粗利益高＝GP高）＞   単位：万円 

  前年 予算 実績 予算比 

小
白
川

 

コンビニ 3,112 3,102 2,854 ▲8.0 

サービス 8,173 8,158 7,789 ▲4.5 

新学期 5,846 5,953 5,798 ▲2.6 

書 籍 1,865 1,813 1,878 ＋3.6 

食 堂 4,674 4,972 4,501 ▲9.5 

小小小小    計計計計    23,67023,67023,67023,670    22223333,,,,998998998998    22222222,,,,820820820820    ▲4.4.4.4.9999    

飯
田

 

購買書籍 2,165 2,092 1,979 ▲5.4 

食 堂 738 766 615 ▲19.7 

小小小小    計計計計    2,9032,9032,9032,903    2,2,2,2,858858858858    2,2,2,2,555599994444    ▲▲▲▲9.9.9.9.2222    

米
沢

 

購買書籍 4,898 4,938 4,858 ▲1.6 

食 堂 3,689 3,821 3,699 ▲3.2 

小小小小    計計計計    8,5878,5878,5878,587    8,8,8,8,757575759999    8,58,58,58,555557777    ▲▲▲▲2222....3333    

鶴
岡

 
購買書籍 1,404 1,141 970 ▲15.0 

食 堂 249 254 268 ＋5.5 

小小小小    計計計計    1,6531,6531,6531,653    1,1,1,1,393939395555    1,1,1,1,222233338888    ▲▲▲▲11111111....3333        

ＬＰＧ 2,843 2,638 2,755 ＋4.4 

合計合計合計合計    39,65639,65639,65639,656    33339999,,,,649649649649    33337777,,,,999965656565    ▲▲▲▲4444....2222    

 

貸借対照表（2017年11月末時点）   単位：万円 

資産の部 金額 負債･資本 金額 

流動資産流動資産流動資産流動資産    88887777,,,,132132132132    流動負債 49,253 

 現預金  62,596 固定負債 4,842 

未収金他 24,536 負債合計負債合計負債合計負債合計    55554,04,04,04,095959595    

固定資産固定資産固定資産固定資産    55553333,,,,538538538538    出資金 22,712 

有形資産 46,678 剰余金 63,863 

無形資産他 6,859 純資産計純資産計純資産計純資産計    88886666,,,,575575575575    

合計合計合計合計    140,6140,6140,6140,670707070    合計合計合計合計    140,6140,6140,6140,677770000    

    

（（（（４４４４））））年度末決算見通年度末決算見通年度末決算見通年度末決算見通しししし    

１１月末で山形大学生協は第３四半期を終えまし

た。残り３ヶ月を残した上での２０１７年度決算見

通しですが、供給高は２０億２９３６万円を見込み、

予算比で１億２８５万円ほど減少する予定です。事

業総剰余金（供給剰余と受取手数料の合計）は６億

１８９５万円を見込み、予算比で１０７１万円ほど

減少する見込みです。 

人件費は１１３７万円ほど減少、物件費は１９１０

万円ほど増加する見込みです。 

事業総剰余金から経費（人件費＋物件費）を引いた

事業剰余金は約２２７万円の赤字になる見込みで

すが、経常剰余段階で２３万円の黒字、税引き前当

期剰余金は２５万円の黒字になる見込みです。 

地区別に見ると小白川地区・飯田地区・鶴岡地区が

苦戦しております。分野別に見ると食堂事業▲６％，

書籍事業▲２.１％，サービス事業▲４.５％，購買

事業▲１.３％と全分野で苦戦しております。食堂

事業は２０１６年度の価格改定の影響が大きいこ

とは否めません。来年度はミールカード政策の見直
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しを行い、組合員が健康に過ごすための食生活提案

を行って参ります。なお、好調な分野は住まい事業

（管理事業）となっております。 

    

（（（（５５５５））））学生総合共済給付状況学生総合共済給付状況学生総合共済給付状況学生総合共済給付状況    

共済の給付実績（2017年3月～11月）  単位：円 

保 障 種 目 給付数 給付額 

病気入院・手術  73  6,070,000  

事故入院・手術   24  3,540,000  

事故通院・固定具  78  2,420,000  

後遺障害・本人死亡 3  3,000,000  

扶養者事故死亡  0  0  

父母死亡見舞金  10  2,000,000  

火災･借家賠・盗難 5  300,764  

合計 193  17,930,764  
    

   昨年比 

病気入院・手術  ▲1件 

事故入院・手術  ＋7件 ← 給付活動の効果 

事故通院・固定具 ＋1件 

後遺障害・本人死亡 ＋3件 

扶養者事故死亡  ▲1件 

父母死亡見舞金  ▲2件 

火災・借家賠・盗難 ▲7件 ← 予防活動の効果 

    

（（（（６６６６））））組織活動方針組織活動方針組織活動方針組織活動方針のののの達成状況達成状況達成状況達成状況    

 

 

 

 

 

� 組合員のニーズを調査し取り入れ、参加しやすく

満足できる活動を行います 

� アンケートなどを利用して「組合員のニー

ズから活動」について改善できましたが、

「組合員が参加しやすい活動」の部分は課

題があり模索中です。 

� FAN ミーティングや総代懇談会で意見を交

流し生協（店長）から直接回答をもらうこ

とで、組合員のニーズに応えられるという

ことを実感してもらえました。 

� 学生委員一人一人が活動する目的を持った学生

委員会にします 

� 学生委員会の役割意識は持てていますが、

一人一人全員が目的を持って活動できてい

るかはばらつきがあります。 

� 今後は全員が目的を理解し、方針を意識し

て活動していくことを目指していきます。 

� 地区運営会議・地区総代懇談会で地区ごとの課題

に取り組みます 

� 昨年まで常勤役員 2 名で分担していました

が、1名体制としたため地区運営会議開催は

飯田1回、米沢1回、鶴岡2回に留まって

おります。地区総代懇談会は小白川学生向

けのFANミーティングを4回開催しました。 

� 「教職員委員会」を再興する「準備会」を立ち上

げます 

� 工学部地区での立ち上げを想定していまし

たが、実現に至っておりません。 

 

（（（（７７７７））））第第第第５５５５８８８８期理事会開催状況期理事会開催状況期理事会開催状況期理事会開催状況    

● 第１回理事会 

日時：２０１７年５月２７日（土） 

場所：小白川キャンパス 大学会館２階食堂「テール」 

主な議題：代表理事選任，緊急避難的職務代行順位決

定，理事会事務局任命，役員報酬決定，学生委員任命，

安全衛生委員選任，互助会役員選任，労組春闘要求書

への回答 
 

● 第２回理事会 

日時：２０１７年７月１５日（土） 

場所：小白川キャンパス 大学会館２階食堂「テール」 

主な議題：個人情報保護方針・保護規則改定，学生委

員手当改定，第８次中期計画策定メンバー任命，夏期

一時金妥結 
 

● 第３回理事会 

日時：２０１７年１０月１４日（土） 

場所：小白川キャンパス 大学会館２階食堂「テール」 

主な議題：２０１８年度ミールカードプラン決定，組

合員名簿の管理と脱退処理等に関する規則新設，危機

管理規則新設，２０１８年度総代選挙管理委員選任と

総代選挙区及び定数決定，２０１８年度役員選挙管理

委員選任と役員選挙区及び定数決定 
 

●第４回理事会 

日時：２０１７年１２月９日（土） 

場所：ホテルメトロポリタン山形 

主な議題：第７次中期計画総括案，２０１７年度決算

見通し，生協マイページ運営規則一部改定，労組年末

一時金要求書への回答  

 

●第５回理事会（予定） 

日時：２０１８年２月１７日（土） 

場所：小白川キャンパス 大学会館２階食堂「テール」 

主な議題：２０１７年度決算見通し，組合員還元・学

生支援事業積立金取り崩し，期末手当支給，退職金特

別積立て，２０１８年度方針案，第８次中期計画案 
 

●第６回理事会（予定） 

日時：２０１８年４月２１日（土） 

場所：小白川キャンパス 大学会館２階食堂「テール」 

主な議題：第７５回総代会議案・当日運営及び資格審

査委員設置，期末監査報告，２０１８年度山形大学基

金への寄附 

以上    

全体方針全体方針全体方針全体方針：：：：組織活動（組合員活動・学生委員会活動）

をより組合員に身近なところで取り組みます。また地

区毎の課題を地区運営会議や地区総代懇談会で議論し

ていきます。 


