より良き生活と平和のために

2022.06.10

2022年度 通常総代会 報告書
2021年度を振り返り、2022年度の計画を決めました。
【組合員参加と見える化】
【期待に応えられる組織変革】【生協再建計画】
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議案提案する
小助川専務理事

開会挨拶する
坂爪理事長

監査報告する
芳賀監事会議長

議案提案する
小松常務理事

2022年度 北大生協 通常総代会 議案
第1号議案 2021年度事業報告書・決算関係書類承認の件
第2号議案 2022年度事業計画及び予算決定の件
第3号議案 役員報酬限度額決定の件
第4号議案 日本コープ共済生活協同組合連合会加入の件
第5号議案 定款一部改正の件
第6号議案 役員選挙規約一部改正の件
第7号議案 議案決議効力発生の件
役員選挙

北海道大学生活協同組合

●昨年の経験から学び、リモートでの接点づくりから始めました。
●「北大生協」の再建計画再構築のスタート元年となります。
●経営を安定させ、組合員サービスの回復と向上を目指します。

５月 日、北大生協会館多目的ホールにて２０２ 年度通常総代会が開催されました。今年も他団体と協力
し、総代などのクラス代表を決める機会を創ることができ、１年生全クラスの総代選出が叶いました。総代
会は、実出席８名と、書面出席１３２名で成立し賛成多数で全議案可決承認頂きました。
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議案の採決結果と出席者数
総代選出状況
選挙区

学部1年生

150

学部上級生

選出率 本人出席 代理出席 書面出席 出席合計 参加率

選出数

定数

52

100.0%

4

0

38

42

80.8%

64

65.3%

0

0

31

31

48.4%

大学院生

40

23

57.5%

2

0

15

17

73.9%

教職員

60

48

80.0%

1

0

39

40

83.3%

生協その他

10

10

100.0%

1

0

9

10

100.0%

260

197

75.8%

8

0

132

140

71.1%

※例年は1年生選挙区と上級生選挙区だが、本年は学部生選挙区一本である。

●2022年度も新入生の総代選出が出来ましたが、3年生を選出する機会が無いため、
学部生の選挙区を一本にしました。
4月26日
選挙区（人）

2022定数

2022目標

150

130/150

大学院生

40

教 職 員
生協職員その他

学部生

合

1年生
2年生以上

計

最終

2022

2021

2020

2019

2018

52

52/52

0/52

52/52

52/52

64

40/90

60/90

66/90

71/90

35/40

23

23/50

37/50

29/50

21/50

60

55/60

48

52/60

54/75

54/75

60/75

10

10/10

10

5/10

7/7

7/7

7/7

260

230/260

197

172/220

158/274

208/274

211/274

出席状況

1年生

上級生

院生

教職員 その他

合計

本人出席

4

0

2

1

1

8

代理出席

0

0

0

0

0

0

書面出席

38

31

15

39

9

132

合計

42

31

17

40

10

140

●全議案全て賛成多数で可決承認されました。
【議案採決結果】
保留

反対

賛成

第1号議案 2021年度事業報告書・決算関係書類承認の件

0

0

139

第2号議案 2022年度事業計画及び予算決定の件

2

1

136

第3号議案 役員報酬限度額決定の件

3

1

135

第4号議案 日本ｺｰﾌﾟ共済生活協同組合連合会への加入

3

2

134

第5号議案 定款一部改正の件

0

1

138

第6号議案 役員選挙規約一部改正の件

0

0

139

第7号議案 議案決議効力発生の件

1

0

138

議

※ 議長は採決者数に加わりません

1

案

2022年度通常総代会

議事の概要

【2022年度 通常総代会】
開催日時：2022年5月27日（金）18:30～19:32
開催場所：北大生協会館1階 多目的ホール
出席総代：本人出席 8人・代理人出席 0人・書面出席 132人
合計 140人
出席役員：坂爪 浩史 理事長、小助川 誠 専務理事、小松 慎太郎 常務理事
鏡 秀隆 常務理事、笠原敏史理事、芳賀 永 監事会議長
--------------------------------------------------------------------------議
長 ：小田 一輝 （大学院生選挙区総代）
書
記 ：大塚 素子 （学部3年生/学生委員）
議事運営委員：鏡 秀隆（常務理事）
--------------------------------------------------------------------------リモートでの傍聴者：43名（そのうち総代は22名）
リモートでの発言者： 0名
リモートでの質問者： 2名
2022年度も昨年に引き続き、新型コロナウイルス拡大防止のためできる限り少人数の
参加者と事務局で「３密」に注意をしながらの開催でした。
実出席された総代の方に議長をお願いし、他7名の実出席と「書面議決書」提出の書面出
席132名による採決となりました。
Zoomによる質問者2名や、事前に多くの意見（「意見書」後掲P5）もいただくととも
に発言通告用紙を提出いただいた実出席での発言もあり、建設的な意見が交わされた良い
総代会となりました。

【第１号議案 2021年度事業報告・決算関係書類等承認の件】
2021年3月から2022年2月までの北大生協の事業と経営結果の妥当性について確認され、
2021年度に生じた損失の処理方法についても承認されました。
当期未処分損失金27,306万円を2022年度に繰り越す事が承認されました。

小松慎太郎常務理事より2021年度の組合員活動報告及び事業活動報告、決算関係の報告がなされ、
芳賀 永 監事会議長より監査報告があり過半数の賛成により原案どおり可決承認されました。
（賛成139、保留0、反対0）
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【第２号議案 2022年度事業計画及び予算決定の件】
2022年度の事業方針とその計画の供給予算、損益計画を決定しました。
小松慎太郎常務理事より、2022年度事業計画及び予算決定の件について提案され過半数の賛成によ
り原案どおり可決承認され予算も決定しました。（賛成136、保留2、反対1）

【第3号議案 役員報酬限度額決定の件】
役員（理事･監事）の役員報酬の限度額を決定し、その運用については理事会・監事会に委ねる
ことが承認されました。
小助川 誠 専務理事より、役員報酬限度額決定の件について提案され、過半数の賛成により原案ど
おり可決承認され決定しました。（賛成135、保留3、反対1）

【第4号議案 日本ｺｰﾌﾟ共済生活協同組合連合会への加入の件】
受託共済事業の受託元変更のため、新たに「日本ｺｰﾌﾟ共済生活協同組合連合会」への加入が必要
となり、加入が承認されました。
小助川 誠 専務理事より、 「日本ｺｰﾌﾟ共済生活協同組合連合会」への加入の件について提案され、過
半数の賛成により原案どおり可決承認されました。（賛成134、保留3、反対2）

【第５号議案 定款一部改正の件】
定款の一部を下記の様に改正する事が承認されました。
受託共済事業の受託元変更のため定款第69条3項を変更します。
尚、北海道知事からの定款変更認可を受けた日から施行し、本年10月1日から適用する。
小助川 誠 専務理事より、定款一部改正の件について提案され、2/3以上の賛成により原案どおり可
決承認され決定しました。（賛成138、保留0、反対1）

【第6号議案 役員選挙規約一部改正の件】
条文の参照条項に間違いがありましたので、訂正しました。

小助川専務より、役員選挙規約改正について提案がされ、過半数の賛成により原案通り可決承認さ
れました。（賛成139、保留0、反対0）

【第7号議案

議案決議効力発生の件】

小助川 誠 専務理事より、議案決議効力発生の件について提案され過半数の賛成により原案どおり
可決承認されました。（賛成138、保留1、反対0）

【役員選挙】
理事及び監事全員が本総代会の終了をもって任期満了退任となるため、2022年度役員選挙をおこ
ないました。
役員選挙管理委員会 笠原委員長より、『役員選挙規約に従い公告期間に受付た候補者は理事会推
薦のみであり、定数内（理事21名、監事 5名）のため、投票は省略し候補者は全員当選とする』旨
の説明があり、拍手で確認されました。
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2022年度

役員一覧

2022年度の理事･監事は通常総代会において決定就任し、理事会及び監事会それぞれの
第1回会合において、役職について互選され決定しました。
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発言と回答
【発言通告用紙】 大学院生選挙区
●第1、2号議案への質問

（Ｄ2年）

Ｒ.Ｔ

＜発言内容＞
【3カ年再生計画の予定、留学生対応】について
・安定経営に向け、3カ年再生計画を策定すると課題がありますが具体的ににはど
の様に進めるのでしょうか。2号議案には、今後10年必要であると述べていますが、
この足がかりという認識でしょうか。
また、5年間の指針であるV&A（ビジョンとアクションプラン）があったかと思います
が、数年先の見通しをもった計画立ては行えていますでしょうか？
・留学生の組織委員会が組織されておらず、2号議案には記載すらありません。現
状では留学生が少なくなっていますが､今年度より増えて着ていると思います。委
員会を設置せずとも学生･院生組織委員会が各総代会議での検討等は行うので
しょうか？
大学と共に手薄になった留学生対応を行っていただけると良いかと思います。

【回 答】

専務理事 小助川

誠

3ヶ年再生計画の具体的な進め方についてですが、2022年4月理事会に
「北大生協3ヶ年再生計画」策定委員会設置を起案し承認されました。期間
は5月～9月までで10月理事会に3ヶ年再生計画の報告を目指しています。
委員は教職員、学生、院生、生協職員（事業連合、他会員生協、全国大学
生協連）です。5～6月は過去5年間経営構造の分析、学生実態調査、アン
ケート調査などからの組合員の動向、生協への要望など「組合員の状況を知
る」、大学の動向、財務状況など「大学の状況を知る」をテーマに認識の共
有、議論をしました。（2回開催）
7月上旬までに再生計画で目指す「骨格」をまとめたいと考えています。
その後は組合員、大学関係者、生協職員との対話活動、ヒアリング、対面授
業再開後の組合員の生活スタイルの変化を踏まえて（上期までの状況をベー
ス）、3ヶ年再生計画の課題、目標をまとめ、10月理事会に報告します。
理事会では必要な修正を行い、2023年度総代会に提案、採択後、3ヶ年
再生計画をスタートさせます。この3ヶ年再生計画で赤字解消を目指してい
きます。
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「ビジョンとアクションプラン」は最終年度が2021年度でした。
2020年2月に次の「ビジョンとアクションプラン」を策定する準備委
員会が開催されましたが、コロナ発症で近々に迎える新学期対策、急激
な経営悪化への緊急対策を優先に進めることにしたため次の「ビジョン
とアクションプラン」の計画を見送りました。
数年先を見通した計画では2019年7月に「経営再構築タスク」を立
上げ12月に目標を確定させ2025年度までに累積欠損解消に向けて
「当面の方針、課題の改革の骨子」を提案しました。こちらも新型コロ
ナウィルス感染の影響による急激な経営悪化の経営再建策が優先になり
ましたので、2020年、2021年度は方針に反映させられる部分は反映
させて取組みを進めることとしました。
今後はいつまでもコロナの影響を引きずることはできません。2022
年度は3ヶ年再生計画を策定し2023年度から2025年度までのアフ
ターコロナを見据えた組合員との接点つくり、生協の価値を高められる
目標を計画できるようにします。
留学生への支援は、お部屋紹介、宿舎管理業務、共済保険の事業部分
のサポートのみになっています。自転車譲渡会、ウェルカムパーティー、
交流活動は専任担当の配置ができず委員会設置サポートなどできない状
況が数年続いております。ご意見のとおり留学生の回復と共に生活支援
が求められることが多くなると思いますので専任担当者の検討をしてい
きたいと思います。

寄せられた意見と回答
（1）

学部生選挙区（1年）

Ｙ.Ｆ

食堂のメニューである丼ものについて、、のっている具が肉だけの場合、（ご飯が）脂っこくなっ
てしまうので少しで良いのでキャベツなどの野菜を載せて欲しい。
丼ものを頼むと550円のミールクーポンでは（小鉢などの）小物の野菜でもオーバーしてしまうの
で、肉系丼ものに野菜を載せて欲しい。
【回

答】

ご意見ありがとうございます。
ご存じの通り食材価格が高騰し続けており、メニュー開発と価格のバランスでも苦慮す
る点が多々ありますが、組合員の皆様にとっても、満足できる食事提供を引き続き模索し
て進めてまいりたいと思います。
今後の商品開発の際に参考にさせていただきたいと考えています。
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寄せられた意見と回答
（2）その他選挙区（地域-近隣研究施設）

M.M

第2号議案を保留します。
＜① 第1-2号議案について＞
【第1号議案】は異常に具体的に各事項が報告されており、北大生協のおかれている現状や
課題、その中でどのような事に悩み、解決のために行動してきたかの経過がよく伝わってきまし
た。労働組合との3年間の給与･賞与削減合意は初めて知りましたし、薬学部店問題でのアン
ケートや、結果を受けての改善の試みは協同組合らしい前向きな取組の例として評価される
べきものと思います。
しかし、第2号議案は一転して具体性に欠けるように思います。「3.全体方針」の3-1は、方針
としては大賛成ですが『見える化』とは具体的に何を指すのでしょうか？そもそもせいきょうは、
運営状況を常に組合員に対して「見える化」していることが原則のはずですが、これまでできて
いなかったと言うことですか？
「何を、どのように」見えるようにするのかを明確にしてほしいと思います。
3-2の（１）「報告」から「対話」へはよい流れです。それだけに、ここもより具体的に「これで何
が変わるのか？変えようとしているのか？」の明記が欲しい。
3-4の労働組合との認識共有も、労理交渉の経過や内容、方向性をより明確に示して貰わな
いと判断できず、『保留』に投じました。

【回

答】

専務理事 小助川

誠

・第1号議案の北大生協の現状、課題への取組みについて評価をいただきありがとうご
ざいます。
第2号議案について3全体方針3-1「見える化」について何を指すのかについてです
が、ここの「見える化」は第1号議案の薬学部、理学部アンケートで要望を取り入れ、
営業時間、品揃の改善を進めました。
その後組合員は利用状況はどうなっているのか気になるはずで、日々の利用客数を
組合員にお知らせするところまで「見える化」し（店舗内掲示）、利用状況を知って
もらうことで店舗運営に組合員も参加してもらい支え合っていく取組みにしました。
・第2号議案3-2（1）総長、副学長との定期面談について、「報告」から「対話」に
ついては、この間は決算状況、活動などの報告を中心にしておりました。これでは福
利厚生業務の委託契約を交わしている福利厚生の充実を図ることが難しく、大学から
の意見、要望、生協からの意見、要望を話し合える関係が重要だと考え「対話」とう
面談を行えるようにしたいと思います。そのことで大学、福利厚生事業のお互いの立
場を理解して、この間のずれをすりあわせて福利厚生の充実を図れるように変わりた
いと思っております。

7

正規、パート労働組合の皆さんには2020年度コロナ発症から感染予防対策が強まり
キャンパス人口激減で生協利用客数、供給の激減につながり営業時間短縮、長期休業、
一部店舗閉店に繋がりました。月給職員は平均賃金の15％削減、パート職員は契約時間、
日数の変更、全職員には休業指示のお願いをして参りました。
出資金（組合員の財産）を上回る赤字、債務超過を避けるため、北大生協の経営を消
さないために厳しい提案に職員の理解と協力をいただき、まずは雇用継続させることを
課題に進めてきました。2022年度4月から対面授業となりましたが学生の生活スタイル
は変化しており2019年度の50％程度の回復です。経営状況はまだまだ油断ができませ
んが2022年度は若干の給与改善、契約時間、日数を増やしていけるよう努めておりま
す。ここまで職員の皆さんには本当によく支えていただいていると思います。

（3）学部生選挙区

Ｋ.Ｍ

入学時に勧められるSurface Proが不人気です。 画面解像度の割にディスプレ
イが小さく、DRAM搭載量が少ないのでWord/Excelの動作も十分とは言えない状
況です。せめてM.2 SSDは搭載しませんか（最近のやつは積んであるようですが）
APUでグラフィック性能も良くないのに、その割に価格が割高です。同じ料金なら
VAIOを勧めるべきでは？ なんとかして下さい。
【回 答】
貴重なご意見ありがとうございます。
初心者から中級者程度で軽くて持ち運びが苦にならない、4年間使える機能と性能を
コンセプトに提案PCを選択しています。画面も小さくメモリ8GBのパソコンは力不足
である。という声はオンライン授業になってから多く寄せられるようになりました。そ
の声を受け、今年はメモリ16GB搭載モデルを採用しました。 また、Ｍ.2 SSD搭載
ですが、ノートPCで主流になれば搭載は当然検討する事になると考えます。
北大生協では、皆さんの利用実態を参考にしながら機種選定を進めていきますので、
どんどんご意見要望をお寄せ下さい。

（4）大学院生選挙区

S.S

生協の電子小物の種別について、もう少し種類を増やしてもらうことを希望します。
【回 答】
日常的に買い換えが必要な消耗の激しい電子小物等について、売場の商品構成含めて検
討していきます。
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寄せられた意見と回答
（5）大学院生選挙区

Ｒ.Ｔ

1号議案への質問

Ｐ8 2-7：工学部購買店が地下にあり不便なところもありますが、狭い、アクセスが悪いというマ
イナス点よりも、品揃えが減った方が良くないように感じています。アンケートや利用状況はい
かがでしょうか？
Ｐ8 3-4：中央購買の機能変更とは具体的にどのような事でしょうか？
Ｐ9 （4）：アンケートの実施により改善され、供給などは変化したのでしょうか？
（感想）
工学部購買店が短縮営業やコロナのためか非常に混んでいます。
工学部購買店もボストンベイクが無くなって以来、選択肢が減った印象は否めないです。
【回 答】
工学部購買店へのご意見ありがとうございます。
工学部購買のコロナ前2019年度との比較は下記の通りです。
2019年：営業時間10時～20時30分 平均客数1886人
2022年：営業時間10時～19時 平均客数906人
時間別の客数の比較では、数値上コロナ前のほうが混雑しているように見えます。しか
し、ソーシャルディスタンスを取る、消毒を行うなど客数比較だけではない混雑理由があ
ります。レジスピードやレジの並び方の改善を進めていきたいと思います。
品ぞろえについて、食品分類では取引先の対応変更によりボストンベイクの取り扱いが
なくなりました。現在は中央食堂1Fで製造しているコップパンを取り扱い、1日100個
前後のご利用をいただいています。毎週販売商品が変わっていますので、ぜひご利用お願
いいたします。
また、新商品を積極的に導入するなど、品ぞろえの改善を進めます。
文具分類は年に数度しか動きがないような利用の少ない商品を中心に大幅に削減しました。
棚本数を削減することで、ソーシャルディスタンスを取るための通路幅を広げました。
・P8 3-4（中央購買店関連）への回答
中央購買の機能変更についてご意見ありがとうございます。
現在検討中で決定ではありませんが、理学系アンケートを踏まえ「組合員が滞在できる
憩いの場・学びの場」としてワーキングスペースとして活用できるような機能変更を検討
しています。
購買機能に関してはコロナ禍以前の2019年度から採算が取れない状況だったため、元
の品ぞろえ・サービス対応は考えておりません。緊急性の高い文具・雑貨、観光商材の北
大グッズのみの取り扱いを検討しています。

９

・P9（4）への回答
ご意見ありがとうございます。この間組合員アンケートとしては薬学部アンケート、理学
系アンケートを行いました。
薬学部アンケートでは、薬学部所属の学生・教職員の滞在実態とそれを背景とする営業
時間延長への強い要望が明らかになりました。アンケートを受け、2021年12月から1日
400名の客数目標を設定し、営業時間を延長しました。残念ながら目標に達成しておらず、
損益的にも厳しい状況ではありますが、引き続き薬学部・組合員とも意見交換を続け運営
していきたいと思います。
延長前営業時間10:00～14:00 平均客数195人
延長後営業時間10:00～18:30 平均客数283人（最高339人）
理学系アンケートでは、主に中央店へのご意見をいただきました。別回答にも記載しま
したが、「組合員が滞在できる憩いの場・学びの場」を要望する声が強くありました。ま
た、中央食堂2Fが以前に出食していたオリジナルメニュー（スープカレー、オムライス
など）への要望もありましたので、出食できるよう検討しています。

寄せられた意見と回答
（6）教職員選挙区

Ｙ.Ｋ

議案書の配布方法に関しまして、ｸﾛﾈｺヤマトメール便以外の方法（生協店舗での受取、学内
便？）を選択できるにして、経費を少しでも抑えることは出来ないのでしょうか？
【回 答】
ご指摘ありがとうございます。
総代会開催日の10日前までに発送するか、直接お渡ししなければならないという法律と規約
がございます。また、総代さんが決定するのは4月下旬で、監査が終わり理事会で議案内容を
決定するのがその前後で、この後印刷にかけます。そうすると5月の連休に入り議案書等の送
付物の用意が出来上がるのが5月の10日過ぎになります。急いで確実にお渡ししなければ違反
行為となります。
教職員の皆様には、受取方法を選択して実施しても期日までに間に合いそうですが、学生の
場合はかなり難しいと感じております。
また、学内便ですが、残念ながら生協は利用させていただけないのです。
いずれにしても、経費を抑えてやってはおりますが、今後とも検討をしていきたいと思います。

（7）教職員選挙区

Ｓ.Ｔ

（Zoomにて質問）

監査報告についてです。現状では、書き方が不十分だと考えます。例えば、この報告
書を見ると各監事が監査業務を分担していると考えられます。それがどう分担されてい
るのかについて言及すべきではないでしょうか。他にも、決算関係書類の点検に関して
は、何月何日に確認したと年月日が書かれているべきです。今後改めていただきたいと
考えています。監査報告書は大いに見直す必要があるのではないでしょうか。
【回

答】回答者：監事会議長及びその後の監事会意見

北大生協の監事会は各監事が独立した立場で監査を行い、それを報告･協議し、監査
報告書となっております。分担はしていません。
日付け等は監査報告書の作成日付けが一般的で、それ以上の細かな監査の日付けにつ
いては各監査の議事録で確認が出来ます。来年度以降改善するとすれば、各監事監査実
施日の記録を添付することは検討可能です。

（8）学部生選挙区

Ｋ.Ｎ

（Zoomにて質問）

第2号議案の50頁についての質問です。供給（予算）は売上予想と同じものなので
しょうか。また、供給剰余金がありますが、その金額と供給高との差額の使い道につい
て教えてほしいです。
【回 答】回答者：専務理事 小助川 誠
供給高とは一般企業等の売上高と同じものです。
供給高31億と供給剰余金6億の差は、商品や食材の仕入（供給原価）と書籍の供給値
引きとなっております。
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