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第７９回通常総代会を終えました 

日 時 ５月２３日（土）１０：０２～１０：５０ 

場 所 山形大学小白川キャンパス 

    基盤教育３号館３１２教室 

選出総代数 １２７名 

出席総代数 本人 １２名 代理人 １名 

      書面 ８４名 合計 ９７名 

 

第１号議案 ２０２１年度事業報告及び決算承認の件 

２０２１年度剰余金処分      （単位万円） 

当期未処分剰余金          ２，４１１   

法定準備金                １８７ 

組合員施設新設設備積立金      １，１４０ 

組合員還元事業積立金           ８６０ 

 小計               ２，１８７   

次期繰越剰余金             ２２４    

＊組合員還元事業積立金の８６０万円は Co-PreⓇ利用時

のポイント還元（２０２２年度想定分）、組合員利用還元

企画等に使用いたします。 

→ 賛成多数で議決 

 

第２号議案 ２０２２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 定款一部改正の件 

→ 3 分の 2以上の賛成多数で議決 

 

第４号議案 

日本コープ共済生活協同組合連合会への加入の件 

→ 賛成多数で議決 

 

第５号議案 役員報酬限度額決定の件 

→ 賛成多数で議決 

 

第６３期役員選挙の件 

以下の方が第６３期の役員に就任しました(敬称略) 

杉澤 虹凪  地域教育文化学部２年 

後藤 暖   人文社会科学部２年 

久山 拓真  人文社会科学部４年 

柗本 健一  人文社会科学部３年 

岡部 素輝  理学部理学科２年 

田村 翔   医学部医学科３年 

杉山 千尋  医学部医学科４年 

石川 秀美  医学部看護学科３年 

渡邉 英哉  工学部システム創成工学科３年 

渡部 涼太  工学部システム創成工学科３年 

栗田 玲良  工学部情報・エレクトロニクス学科３年 

田中 瑞希  農学部食料生命環境学科３年 

草野 彩佳  農学部食料生命環境学科２年 

下平 裕之  人文社会科学部教員 

池田 弘乃  人文社会科学部教員 

今村 哲史  大学院教育実践研究科教員 

安藤 耕己  地域教育文化学部教員 

松坂 暢浩  学士課程基盤教育機構教員 

岩田 尚能  理学部教員 

半田 奈津子 小白川事務部職員 

板垣 幸由  小白川事務部職員 

小原 祐太郎 医学部教員 

佐藤 秀則  医学部教員 

黄木 千尋  医学部附属病院職員 

江口 裕之  飯田事務部職員 

仁科 辰夫  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 

多田 あゆみ 工学部事務部職員 

佐々木 貴史 工学部技術職員 

柳原 敦   農学部教員 

斉藤 勤也  農学部事務部長 

髙橋 直也  生協 

石澤 佳奈子 生協 

以上 理事３３名 

佐藤 幸恵  ＥＭ部学生支援課職員 

渡邊 将尚  人文社会科学部教員 

田島 靖久  学士課程基盤教育機構教員 

田端 恵介  大学院理工学研究科２年 

中丸 雄也  理学部理学科３年       

以上 監事 ５名 

議事 

１０時０２分に髙橋直也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、理学部３年鈴木奏

楽総代・人文社会科学部２年大川凜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 1～５

号議案を中丸雄也理事（第６２期）より提案を受け、監査

報告を田島靖久監事より提案され、それぞれ議決しました。 

 

書面発言と回答 

(書面発言１)  

 小白川キャンパスのテイクアウトの営業時間を１３：０

０に伸ばしてほしいです。(小白川地区１年) 

(回答 1)  

 テイクアウトコーナーは１２：３０で閉店いたしますが、

その後はテール内でテイクアウトが可能ですので、テール

をご利用ください。なお、テールでは１１：３０～１２：

３０の混雑時間帯と生野菜生卵を除きテイクアウト対応 

しております。ぜひご利用ください。(小白川食堂店長) 

 

 

(書面発言２)  

大変細かいことで恐縮ですが、山形大学生協のホームペ

ージにおいて、メニュー内の表記がスマートフォンで閲覧

するとフォントなのか全角・半角なのか、原因はわかりま

せんが少し読み辛く感じました。少し改善してもよろしい

山形大学生活協同組合ニュース 
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かと思い、こちらに記入しました。(小白川地区１年) 

 

(回答２)  

ホームページを見直したところ、PC 用サイトのタブメ

ニューが複数あったため、フォントを細工して長体にして

いたのが原因かもしれません。その状態ですとスマホだと

うまく表示できない機種があったようです。タブの余白を

調整して見やすく修正しましたのでご確認ください。(専

務理事) 

 

 

(書面発言３) 

組合員も議決案を見られるようにする必要があるので

はないか。(小白川地区 1年) 

 

(回答３) 

山形大学生協ホームページにも通常総会議案書を掲載

いたしましたので、組合員も閲覧できるようにいたしまし

た。(専務理事) 

 

 

(書面発言４)  

食堂にウォーターサーバーが欲しいです。(米沢地区３

年) 

 

(回答４) 

工学部食堂では過去にセルフ形式の給水タンク(自動で

はない)を設置・提供しておりましたが、この間のコロナ

禍による利用の減少及び感染症対策、タンク洗浄や補充に

必要な人員確保の難しさにより提供を取りやめています。

また、工学部の様々な施設のリノベーションが軒並み進行

している中で、将来的に工学部食堂の改装の可能性も考慮

すると、直ちにウォーターサーバーの設置は費用対効果の

面で難しい側面がございます。ご期待に添えない回答とな

り申し訳ございません。なお、工学部食堂では 2022 年 3

月以降代案としてクリスタルガイザー700ml の提供を開

始しています。(工学部食堂主任) 

 

 

(書面発言５) 

お弁当の販売時に弁当を輪ゴム等でしばるようにして

いただくと、持ち運びの際に蓋が開くリスクが低くなりま

す。(米沢地区２年) 

 

(回答５) 

食堂で製造しコーベルで販売している弁当の件かと存

じます。セルフ形式で輪ゴムの設置をさせていただきます

ので状況に応じてご利用ください。(工学部食堂主任) 

 

 

(会場発言６) 

２０２２年組織活動方針に対して、４月に地図企画を山大

小白川キャンパス振興会の方と協力をして行いました。地

図企画は新生活をはじめたばかりの１年生のみなさんに

山形大学周辺のお店を知ってほしいと思い企画しました。

大学会館に大きな地図を設置し、隣のテーブルに付箋とボ

ールペンを置き、誰でもおすすめのお店を紹介できるよう

にしました。周辺のお店のクーポンの配布も行いました。

６月１８日(土)には美しい山形・最上川フォーラム様とス

ポーツゴミ拾い（スポ GOMI）を開催します。みなさんふ

るってご参加ください。(小白川地区 2年) 

 

(回答６) 

学内での活動が制限されていることもあり、活動を大学内

にこだわらず広く地域との接点を持ちながら山形大学を

盛り上げていってほしいです。是非、企画を大々的に告知

して、たくさん参加してほしいものです。(専務理事) 

 

 

まとめの発言(専務理事)  

全部で５名の書面発言、1名の会場発言をいただきました。

発言形態が書面中心という状況でご意見ご要望くださり

ありがとうございます。With コロナ・After コロナの時代

ではありますが、第９次中期計画を軸に組合員と一緒に運

営し、組合員のご理解とご協力をいただきながら新しい山

形大学生協を創り上げていきたいです。自分たちの生活を

守り、新しい生活を創っていくためにも、皆様のご協力を

よろしくお願いいたします。 

 

以上、１０時５０分に総代会を終了しました。 

 

 

第６３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      仁科 辰夫（再任） 

   同        柳原 敦 （再任） 

 専務理事 代表理事 髙橋 直也（再任） 

 常務理事      松坂 暢浩（再任）   以上 


