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    大学会館２Ｆ生協食堂 
 
第１号議案 2019 年度事業報告及び決算承認の件 
 総供給高は 18 億 8,572 万円で前年より 1 億 584 万円減
少し，純供給高は 18 億 6,443 万円で前年より 1 億 760 万
円減少しました。減少した主な分類(と金額)は，減少した
主な分類(と金額)は，国内旅行 3,250 万円減，家電家具
2,233 万円減，書籍 938 万円減，自動車学校 813 万円減，
文具 793 万円減，パン米飯 585 万円減，PC 講座 404 万
円減，食品菓子 187 万円減，自動販売機 180 万円減など
が挙げられます。一方増加した主な分類(と金額)は，卒業
袴 421 万円増，情報機器 228 万円増，PC ソフト 190 万
円増，食堂 149 万円増，衣料スポーツ 142 万円増，英語
講座 115 万円増などが挙げられます。 

事業剰余で 71 万円の⿊字でした。経常剰余では 625 万
円の⿊字となり，税引前当期剰余金は 551 万円の⿊字，
税引後当期剰余金は 355 万円の⿊字決算となりました。 
 
貸借対照表（2020 年 2 月末時点）    単位：万円 

資産の部 金額 負債･資本 金額 
流動資産 88,436  流動負債 49,587 
 現預金他 78,063 固定負債 5,257 

未収金他 10,373 負債合計 54,844  
固定資産 48,221  出資金 22,914 

有形資産 41,378 剰余金 58,899 
無形資産他 6,843 純資産計 81,813  

合計 136,657  合計 136,657  
 
損益計算書（2020 年 2 月末時点）    単位：万円 
 前年 予算 実績 予算比 

純供給高 197,203 201,485 186,443 ▲7.4 
供給剰余金 45,957 46,735 43,185 ▲7.5 
受取手数料 16,620 15,243 14,105 ▲7.4 
事業総剰余 62,577 61,978 57,290 ▲7.5 

人件費 34,933 34,739 32,941 ▲5.1 
物件費 28,499 25,936 24,278 ▲6.3 

経費合計 63,432 60,675 57,219 ▲5.6 
事業剰余金 ▲855 1,303 71 ▲94.5 
事業外損益 1,041 234 554 236.8 
経常剰余 187 1,537 625 ▲59.3 

       （単位万円） 
2019 年度当期剰余金                  355.2 
当期首繰越剰余金          1,419.9 
組合員施設整備積立金取崩益     1,216.6 
組合員還元事業積立金取崩益     1,362.5 
学生支援事業積立金取崩益        632.0 
当期末処分剰余金                    4,986.2 
 
2019 年度剰余金処分案      （単位万円） 
当期未処分剰余金          4,986.2 
法定準備金               355.5 
災害復興等積立金          2,500.0 
組合員還元事業積立金        1,365.0 
学生支援事業積立金          635.0 
次期繰越剰余金            450.7 
 
学生総合共済給付状況 
共済の給付実績（2019 年3 月〜2020 年2 月）単位：円 

共 済 事 由 給付数 給付額 
病気入院・手術  108 10,740,000 
事故入院・手術   44 3,255,000 
事故通院・固定具  141 2,804,000 
こころの早期対応 4 40,000 
後遺障害・本人死亡 5 6,000,000 
扶養者病気事故死亡  3 4,300,000 
⽗⺟扶養者死亡見舞金 6 1,200,000 
火災・借家賠・盗難 11 2,145,455 

合計 324 30,484,455 
 

第２号議案 2020 年度事業計画及び予算決定の件 
Ⅰ. 2019 年度事業活動総括 

第８次中期計画二年目となる 2019 年度は以下の３つの
重点課題に取り組みました。 
１．組合員の「利用満足度の引き上げ」「毎日行きたくな
る生協」に取り組み，利用者数を回復させます 

２．あらゆる事業活動・組織活動は，山大生の「学びと成
⻑⽀援」の観点ですすめます 

３．大学生協職員育成のための取り組みを行い，風通しの
良い組織づくりとワークライフバランス実現に努めます 

 

購買・書籍事業 
①コンビニ店の利用者数回復に努めます。具体的には「ABC 分
析による品揃え改善（絞り込み）」「食堂とのリレー企画」等

山形大学生活協同組合ニュース 
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を行い，「毎日行きたくなる生協」を追求します。 
➔ドラッグストアなど競合店の増加で利用者数回復は苦戦しま

した。１年生の利用者が増えていることは好材料です。 
②「HonyaClub（Web 注文〜店舗受け取りサイト）」

「VarsityWave e-Books（大学生協 E 書店）」を浸透させま
す。同時に「書籍は割引で購入できる」という基本情報を組
合員に浸透させます。 
➔Web サイトや割引購入のアピール強化により，供給高の減少

幅を減らすことは出来ました。昨年改装した小白川書籍店は
利用者を増やしています。 

③「教科書＆参考書」の取り組みを基本に忠実に行い，抜けが
ないように取り組みます。また「電子教科書」についても教
員に提案を続けます。 
➔理学部で『電磁気学ⅠⅡ』（教員自作テキスト），工学部で

『複素関数への一歩』（学術図書出版社）が継続して採用さ
れ，人文社会科学部で『「世間」と「社会」日本社会論の試
み』（教員自作テキスト）が新規採用されました。 

 
食堂事業 
①混雑緩和のためにあらゆる取り組みを進めます。具体的には

「ABC 分析によるメニューの集中」「品切れしない試み」「ホ
ール係・誘導係の強化(他部署と協力しながら)」「動線の改
善」「テイクアウトの充実による分散」「キャッシュレスレ
ジの導入検討」等をキャンパス特性に合わせながら進めます。 
➔春先には他部署と協力しながら「ホール係・誘導係の強化」

を行いました。「ABC 分析によるメニューの集中」は課題を
残しています。 

②工学部食堂では「ハラルメニュー提供回数増」「メニュー数
増」に取り組みます。 
➔常時出せるハラルメニューを 1 種類，週 1 で出すローテーシ

ョンメニューを 1 種類追加した。留学生には「ハラルメニュ
ーがない日はなくなった」と評価してもらっている。 

③QSC（Quality／Service／Cleanliness）を向上させ，事業構
造を変え経常剰余 10％を目指します。 
➔事業剰余率は 1.36％（前年比▲1.97pt）と未達です。 
 
学びと成⻑支援事業 
①合格率 UP のため，公務員試験対策講座・教員採用試験対策

講座のサポートを深化させます。具体的には「出席率向上」
「人物試験対策の早期化（新聞購読や集団討論・集団面接対
策の早期化）」を行います。 
➔公務員講座では日経新聞「新聞購読講座」を受講生全員に対

して導入しました。教員講座はサポーター面談・職員個別面
談を早期化しました。 
➔公務員講座３キャンパスで 176 名の合格，教員講座 78 名の

合格は過去最高です。 
②山大生の異文化体験を拡大させます。具体的には「メルボル

ン異文化体験」「海外留学・語学研修」「テーマのある旅」
で 80 件を目指します。 
➔「メルボルン異文化体験ツアー7 日間」には北海道・東北地

方最多の 51 名の参加がありました。また「海外留学・語学
研修」「テーマのある旅」には 33 名の参加があり，海外体
験者の合計は 86 名となりました（昨年比＋11 名）。 

 
住まい事業・新学期事業 

①管理物件や専属物件への付加価値を高め，入居率を向上させ
ます。具体的には「家電付アパート」「無料インターネット
敷設アパートの拡大」等を提案していきます。 
➔年間を通したオーナーへの営業活動により，「家電付アパー

ト」は 4 件増，「無料インターネット敷設アパート」は 29
件増とすることができ，その結果入居率は 91.2％から 95.9％
に上げることができました（空室を 63 室から 29 室に減らす
ことができました）。 

②「住まい管理システム・i-SP」の活用を深化させ，Web によ
る広報と申込みの強化を行います。 
➔Web での物件検索が当たり前のようにできるようになり，問

合せは増加しています。オンライン重説（重要事項説明）や
オンラインサポートセンターにも取り組むことができました。 

③新学期事業プロジェクトを月例化し，新入生の変化に対応し
た取り組みを進めます。 
➔2019 年度は全 11 回開催し，広報宣伝改革など新学期事業改

革を推進しました。また Web 出願への対応を行い一歩前進
した広報活動を実現することができました。 

 
共済保険事業 
①生命共済加入率 80％を目指します。 
➔新入生 1,127 名・加入率 64.8％（2019 年 5 月 31 日現在）と

目標を達成することはできませんでした。 
②2019 年 4 月にスタートした「新共済・保険」を広め，山大生

の安心のためのサポートを深めていきます。 
➔保障を厚くした「新共済ＢＦ型」を新入生だけでなく在校生

にも提案し，55.7％がＢＦ型となりました。 
 
施設改装 
①飯田・米沢・鶴岡での施設改装について協議・検討を重ねて

いきます。 
➔医学部会館（医学部購買書籍店・医学部食堂）新装プランを

作成し，医学部に提出済みです。継続協議を行っていきます。 
➔工学部食堂拡張プランを作成しました。また夏に食堂ホール
のレイアウト変更を行いました。 
➔工学部購買書籍店改装に向けた学内調整に入りました。 
➔農学部食堂及び食生活に関するアンケートを実施し，農学部

食堂移転の考えを整理しました。 
 
人材育成・組織風土改善 
①引き続き内部研修を実施します。今年度は「正規職員全体研

修」を実施します。 
➔2019 年 8 月 9 日に正規職員全員参加で，内容を「経営改革」

の取組を中心に実施しました。 
②組織風土改善委員会を継続し，風通しの良く誰もが働きやす

い職場を創っていきます。 
➔2019 年度組織風土改善委員会を 6 回開催しました。全職員ア

ンケートの 2 回目も実施しました。この中から「全職員ヒア
リング」の取組を行うことを決め，13 事業所中 4 事業所で実
施しました。 

 

理事会開催状況と主な議題 
●第１回：2019 年 5 月 18 日（土） 
場所：小白川キャンパス 大学会館２階食堂「テール」 
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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，第 60 期理事会日程と主な議題，
就業規則一部改定，労組春闘要求書回答，学生委員手当決定 
 
●第２回：2019 年 7 月 20 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：次期理事⻑候補者について，諸規則改定，夏季短縮
営業時間決定，後期からの営業変更 
 
●第３回：2019 年 10 月 12 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：基盤教育機構への寄附，創立記念日営業時間決定，
ハラスメント防止宣言更新，諸規則改定 
 
●第４回：2019 年 12 月 7 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：山形大学基金への寄附の今後の在り方について，
2020 年度総代選挙区及び定数，2020 年度総代選挙管理委員任
命，2020 年度役員選挙区及び定数，2020 年度役員選挙管理委
員任命，諸規則及び稟議決裁基準等改定，年末年始短縮営業時
間及び冬季営業日決定 
 
●第５回：2020 年 2 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：2019 年度決算見通し，2020 年度予算及び事業計画
について，年末一時金及び期末手当追加⽀給，組合員施設新設
整備積立金取崩，組合員還元事業積立金取り崩し，学生⽀援事
業積立金取り崩し，諸規則改定，一般財団法人全国大学生協連
奨学財団賛助会員加入，春期短縮営業時間決定，2020 年度基本
営業時間決定，Peace Now!⻑崎参加報告 
 
●第６回：2020 年 4 月 18 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 77 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，第 61 期理事・監事推薦名簿，2020 年度内
部統制行動計画決定，2020 年度山形大学基金への寄附，2020
年度各種手当等規準決定，2020 年度損益区分，互助会役員推薦，
安全衛生委員選任 
 

Ⅱ. 2018 年度組織活動総括（方針とその取組み状況） 
組織活動（学生委員会） 
１．組合員の声を聞き、取り入れ、組合員と学生委員会がお互い
に寄り添える活動をします 
➔「組合員の声を聞き、取り入れる」という点がやはり難しい

というのが全地区共通で見られました。組合員の声を取り入
れる新たな手法も取り入れつつ、より組合員の求めている企
画を作るのが今後の課題です。 

 
２．一人一人が活動を通して目的を見出せる学生委員会にします 
➔全体としては高い達成度でした。後期には一人一人が企画の

立案や運営に積極的に携わり、活動にしっかりと目的を見出
すことができていました。 

 

組織活動（理事会室） 
●地区運営会議・地区総代懇談会で地区毎の課題に取り組みます 

➔地区総代懇談会（FAN ミーティング）・総代会議は小白川地
区 4 回、飯田地区 3 回、米沢地区 3 回、鶴岡地区 3 回開催し、
各店舗との意見交換や⻑期休み・土曜日の営業日時について
議論しました。 

 

Ⅲ. 2019 年度事業活動方針 
第８次中期計画三年目となる 2020 年度は以下の３つの重点

課題に取り組みます。 
１．組合員が「毎日行きたくなる生協」組合員に「必要とされ

る生協」に取り組みます 
２．あらゆる事業活動・組織活動は，山大生の「学びと成⻑⽀

援」の観点ですすめます 
３．大学生協職員育成のための取り組み行い，風通しの良い組

織づくりとワークライフバランス実現に努めます 
 

購買書籍 
・コンビニ店の利用定着に努めます。 
・「書籍は割引で購入できる」という基本情報を組合員に浸透

させます。 
・「教科書＆参考書」の取り組みを基本に忠実に行い，抜けが

ないように取り組み。また「電子教科書」についても教員に
提案を続けます。 

 
食堂 
・「ABC 分析によるメニューの集中」「品切れしない試み」「ホ

ール係・誘導係の強化（他部署と協力しながら）」「動線の
改善」等をキャンパス特性に合わせながら進めます。 

・QSC（Quality／Service／Cleanliness）を向上させます。 
 
学びと成⻑支援 
・合格率 UP のため，公務員試験対策講座・教員採用試験対策

講座のサポートを深化させます。 
 
住まい 
・管理物件や専属物件への付加価値を高め，入居率を向上させ

ます。具体的には「家電付アパート」「無料インターネット
敷設アパート」等の更なる拡大を実現していきます。 

・「住まい管理システム・i-SP」の活用を深化させ，Web によ
る広報と申込みの更なる強化を行います。 

 
新学期 
・月例化した新学期事業プロジェクトを継続し，新入生の変化

に対応した取り組みを進めます。 
 
共済保険 
・2019 年 4 月にスタートした「新共済・保険」を広め，山大生

の安心のためのサポートを深め，生命共済加入率 80％を目指
します。 

 
施設 
・2021年夏に工学部購買書籍店を改装するための準備を行います。 
・飯田・鶴岡での施設改装について協議・検討を重ねていきます。 
 
人材育成・組織風土改善 
・「正規職員」のボトムアップを狙った内部研修を引き続き実
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施します。 
・「嘱託職員」の目標設定と目標管理面談を開始します。 
・組織風土改善委員会と全職員ヒアリングを継続し，風通しの

良く誰もが働きやすい職場を創っていきます。 
・持続可能な組織を構築するため，店舗統合や再編を検討します。 
 
経営全体 
・コロナ禍による組合員の財産損失を最小限に抑える経営を行

います。 
 
Ⅳ. 2019 年度組織活動方針 
組織活動（学生委員会） 
●組合員の声を取り入れ笑顔が生まれるような活動をともにつ

くります。 
➔＜方針に込めた想い＞昨年度の反省で難しいと感じたニーズ

把握の部分を強化していき，笑顔が生まれるような組合員の
ことを考えた活動をしていきたいと考えたためこのような方
針としました。学生委員だけでなく組合員全体で活動を「と
もに」つくっていきます。 

 

組織活動（理事会室） 
●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。 
 

Ⅴ. 2019 年度予算 
２月18日に確定した2020年度当初予算は，事業剰余金1,536

万円の⿊字予算を計画していました。しかしながら新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響で学事に大きな影響が及び，急遽
2020 年 4 月 6 日時点の情報で予算を再度編成しました（4/20
〜在校生対面授業再開，5/7〜新入生対面授業開始といった情
報）。この時点で事業剰余金 917 万円の赤字，経常剰余金 410
万円の赤字，税引前当期剰余金 540 万円の赤字となっておりま
す。対面授業開始が更に後ろ倒しになっているため，更に赤字
は拡大すると思われます。 

（単位：千円） 

 
 

 

第 3 号議案 定款一部改正の件         
全国大学生協共済生活協同組合連合会の⻑期の生命共

済事業及び⻑期の⽕災共済事業が廃止されましたので，事
業名称を現在実施している短期生命共済事業及び短期⽕

災共済事業に改正します。また，これまで全国大学生協共
済生活協同組合連合会が行ってきた共済事業を日本コー
プ共済生活協同組合連合会と共同引受し，その業務の一部
を受託するため追加します。 
 

第 4 号議案 役員選挙規約一部改正の件     
2019 年 9 月 14 日に生協法の役員資格に関する条文（第

29 条の３第 2 項）が改正施行され，「被後見人等」を一
律に役員の資格から排除する規定（欠格規定）が見直され，
個別の状況により必要な能力の有無を判断する規定（個別
審査規定）に改正されました。この法改正の趣旨を受け，
現行の「役員選挙規約」第 3 条で一律に欠格事由として
いた「被補助人」を削除いたします。 
 

第 5 号議案 災害復興等積立金変更の件     
【災害復興等積立金】の名称を【災害復興及び緊急事態

対応積立金】と変更し，積立金の目的を「災害時の復興費
用，義援金・⽀援金及び激甚災害，緊急事態等で経済的損
害（学事に大幅な変更があった際，営業日数が計画から大
きくずれたことによる経済的損害）を受けた際に使用する
目的で積み立てます。」と変更する提案です。 

 

第 6 号議案 役員報酬限度決定の件       
役員報酬総額 2,883 万円（常勤・非常勤理事 33 名，監

事 5 名の報酬及び藤巻正之専務理事の役員退職金） 
 
第 61 期役員選挙の件             

2020 年 4 月 20 日に役員選挙を公告し 4 月 27 日に立候
補を締め切り、第 60 期理事会・監事会よりそれぞれ理事
33 名監事 5 名の推薦がありました。どの選挙区も定員以
内の立候補です。5 月 23 日の総代会で承認いただくこと
になります。 

以上 

科目名 2019年度実績 2020年度予算 増減
総供給高 185,718 1,719,400 1,533,682

供給値引き 21,285 18,344 ▲ 2,941
純供給高 164,433 1,701,056 1,536,623

供給剰余金 431,854 396,459 ▲ 35,395
その他の事業収入計 141,049 153,323 12,274

事業総剰余金 572,903 549,782 ▲ 23,121
人件費合計 329,415 316,847 ▲ 12,568
物件費合計 242,780 242,101 ▲ 679

事業剰余金 709 ▲ 9,166 ▲ 9,875
事業外収益 6,474 6,114 ▲ 360
事業外費用 937 1,050 113

経常剰余金 6,246 ▲ 4,102 ▲ 10,348
特別利益 5,951 5,000 ▲ 951
特別損失 6,685 6,580 ▲ 105

税引前当期剰余金 5,512 ▲ 5,682 ▲ 11,194




