
第 63 回通常総会議案書 
日時 ２０２０年 4 月 15 日（水） 

 午後 12 時 40 分より午後 2 時 30 分まで 

場所 生活協同組合共立社 山形本部 

２階会議室 

  2019 年 9 月 5 日開催された、第 50 回山形県生協大会 

オープニング（山大花笠サークル四面楚歌の皆さん）

山形県生活協同組合連合会





第６３回通常総会次第
予定 次第 担当

12:00 受付開始・昼食・開始案内 理事、理事

12:40〜12:42 開会挨拶・議長選出 安達常務理事

12:43〜12:49 議長挨拶

●各種総会委員選出

資格審査委員 ２名

総会書記、カメラ １名（共立社組織部に依頼） 

<注>議事録の署名は、作成した理事と議長が行います。 

提案理事

資格審査開始

着席

12:50〜13:00 会長理事挨拶 菅井道也会長

13:00〜13:10 資格審査報告 資格審査委員長

13:10〜14:00 議事

第一号議案

2019 年度活動報告及び決算報告承認の件 

監査報告

第二号議案

【休憩】

2020 年度活動方針及び収支計画書承認の件 

第三号議案 第 32 期役員選任の件 

第四号議案 総会アピール採択の件

第五号議案 議案効力発生の件

 質疑

安部専務理事

清和監事

安部専務理事

安部専務理事

本間美佐理事

安部専務理事

14:00〜14:10 採決 議長

14:10〜14:20 第一回理事会

理事会報告

理事・監事

専務理事

14:20〜14:25 議長退任の挨拶 議長

14:25 閉会の挨拶 常務理事

14:30〜14:40 佐藤日出夫記念／教育基金協会総会 理事・監事
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第一号議案

2019年度活動報告及び決算報告承認の件
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2019年度活動報告及び決算報告承認の件 

はじめに 〜 私たちを取り巻く情勢

 2019 年 3 月より各マスコミは『平成 後の』のキャンペーン一色になり、5 月に元号改定がな

され、今度は『令和初の』、『新しい時代』が連発されました。また、夏以後は芸能界や韓国政

府高官スキャンダルの報道に始終し、本来さらに厳しく追及すべき国内の事件や課題、2018 年

末に明らかになった厚生労働省の勤労統計調査の不正、10 月 1 日の消費税引き上げなど、様々

な疑問や不満を忘れさせるような騒ぎ方でした。 

【平和や環境問題を取り巻く国際情勢】

 私たちが進めているヒバクシャ国際署名が求める核兵器禁止条約は、ガイアナ、タイ王国、ニ

ュージーランドなど 34 カ国に批准されました（2019 年 11 月 25 日現在）。残念なことに唯一の

戦争被爆国である日本は批准していません。さらに、アメリカが（中距離核戦力全廃条約）INF

条約の破棄をロシアに通告し、8 月 2 日に失効しました。また、2 月に開催された米朝首脳会議

でも北朝鮮の非核化交渉の進展は見られませんでした。 

 2019 年 12 月にスペインのマドリードで COP25 が開催され、地球温暖化対策や環境問題を中心

に議論されました。2020 年 1 月の国連環境計画の報告書によると、2008 年から 2017 年までの

10 年間に、世界の温室効果ガス排出量は一貫して増え続け、2017 年には過去 高の 535 億トン

に達しました。世界的な異常気象が続く中で地球温暖化防止は人類の生存にとっても待ったなし

の課題です。 

【国内の政治と経済、国民生活〜さらに広がる経済格差と地域格差の問題】 

2019 年は、4 月の統一地方選挙、夏の参議院選挙と選挙の年でした。参議院選挙は全国の一

人区で野党統一が実現し、山形県でも野党統一候補が現職の自公候補を破って当選を果たすな

ど、改憲を目指す勢力は 3分の 2を下回る結果となりました。 

9 月 27 日に国税庁が公表した 2018 年度の民間給与実態統計調査によると、年収 200 万円以下

のワーキング・プアは 1089 万人と、前年から 12 万 9 千人増加。一方で年収 2,500 万円以上の

層は 16 万 4 千人と前年から増えており、格差がより広がったことを示しています。 

10 月 1 日より消費増税が実施されました。10 月、11 月の家計支出が物価変動の影響を除いた

数値で前年同月比 2.0％減少するなど、明らかに消費税増税の影響が出ています。 

11 月の通常国会会期中に、首相主催の『桜を見る会』に対する疑惑が明らかになりました。

桜を見る会の私物化や、『反社会的勢力』が招待された疑いがあるにもかかわらず、政府は招

待者の名簿は既に破棄、さらに前日の晩餐会の費用に関する疑惑になんら答えることなく会期

内に終了しました。その直後、今度は IR 法案成立の中心となった秋元衆議院議員が中国のカジ

ノ企業からの収賄容疑で逮捕され、IR 法案成立に関連した贈収賄が疑われています。

厚生労働省が 2020 年 1 月 8 日に発表した、2019 年 10 月時点での生活保護受給世帯数は 163
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万 7,637 世帯（9 月より 1,919 世帯増）、受給者数は 207 万 4,149 世帯（9 月り 1,220 人増）と、

世帯数、受給者数とも 3 か月ぶりに増加しました。 

 地域の医療をめぐる問題は、地域医療構想調整会議ですすめられている公立病院 2025 プラン 

によると『829 病院中、423 病院で協議し統廃合が合意された』としています。また、国保都道

府県化２年目となり、国保料（税）は軒並み引き上げられる状況となっています。こうした中、

「骨太方針」の下で、2020 年の国会で介護保険法のさらなる改悪と医療保険の診療報酬の改定、

年金の削減など社会保障全体への改悪が行われようとしています。 

【災害と被災者支援】

自然災害は今年も全国各地で発生しました。山形県でも 6 月 18 日に震度 6 強を観測する地震

が発生し、鶴岡市を中心に大きな被害が出ました。7 月の北九州を中心にした豪雨災害、9 月に

は台風 15 号による災害で、千葉県で 1 万棟を超える家屋の損壊と長期にわたる停電が発生しま

した。その後 19 号により東日本全体で大きな被害が発生しました。日本生活協同組合連合会（以

下日生協）は全国の会員に支援活動を呼びかけ、それに呼応して県連の会員も復旧ボランティア

派遣、支援募金を組合員に呼びかける取り組みを行いました。 

【生協や協同組合の動き】

2019 年 3 月末現在、日生協に加盟している会員は 555、組合員数は 2,924 万人（推計）、総

事業高 3 兆 5,237 億円、世帯加入率 38.1%（推計）となりました。『2030 年ビジョン』策定に

むけて全国で議論を進めました。全国のほとんどの会員で事業活動面において、個人配達や店舗

の業務、医療介護に携わる職員を手配できない慢性的な人手不足の状況が続いており、生協の運

営の妨げになっています。以下県連加盟会員の取り組みを簡単にまとめてみました。 

生活協同組合共立社

 共立社酒田生協が創立 50 周年をむかえました。10 月にコープこぴあ酒田の改装を実施しまし

た。「共立社版 SDGｓ」をまとめ、2030 年までに実現したい３つの重点課題を策定しました。累

積欠損解消に向けても前進しています。2019 年度に移動販売車を 1 台増やし、鶴岡市を中心に

展開しています。この移動販売車は軽自動車で組合員の自宅の軒先に駐車できることもあり、支

持をあつめています。 

生活クラブやまがた生活協同組合

 運営委員会がキャラバン活動を行い、商品を利用してもらい、加入を呼びかける取り組みがな

されました。また、 上川上流域に生活するものとして、河川の汚染を防ぐ意味で合成洗剤から

せっけん使用をする仲間増やしも引き続き行われております。今年度から、ゲノム編集食品の規

制と表示を求める署名運動も開始しました。9 月には安部司氏を講師に山形市のシベールアリー

ナにて食品添加物の学習講演会を開催しました。2019 年度は共同購入利用者への期中還元を実
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施し、班長会への出席が高まりました。 

  

山形県学校生活協同組合 

  創立 70 周年を迎え記念企画を実施するとともに、新任職員への加入呼びかけ、利用結集を積

極的に取り組みました。その結果新規加入組合員は昨年より増加しています。退職と同時に脱退

する組合員が多く、組合員と出資金の減少が進んでいます。こうした中で、県内 6か所の会場で、

2020 年 3 月に退職する組合員に集まっていただき、退職後の利用と継続加入を呼びかけていま

す。 

 

 山形大学生活協同組合 

  第七次中期計画で再定義した４つのミッションステートメントを具体化して取り組みました。 

 インターンシップの取り組みを東北６県の枠組みで開始しています。2019 年度は新学期の取り

組みが十分でなく経営的にも苦戦する状況でしたが、これを教訓にして、既に始まっている 2020

年の新学期の取り組は好調にスタートしています。組織風土改善委員会を開催し、常勤役員や 

職員の中からも委員を選出し、全職員の面談を続けるなかで組織運営の改善がはかられています。 

 

 医療生活協同組合やまがた 

  第 7 時長期計画の基本理念である、協同の力で、『誰一人取り残さない無差別平等の地域包括

ケアを実現するまちづくりを行い、私たちの存在価値を確かなものにします』の下に運営してき

ました。2019 年度は佐藤理事長から小川裕理事長に交替しています。2018 年度に続き事業剰余

の大幅伸長。10 月、11 月に全事業所で 65 歳以上の組合員を訪問し（アウトリーチ活動）、健康、

医療、日常生活に関する対話と、地域課題を見つけ出し、必要に応じて個別対応で医療、介護に

結び付ける取り組みを行いました。 

 

 酒田健康生活協同組合 

  創立 40 周年を迎えました。毎年行っている講演会は創立 40 周年を記念し、健康寿命延伸の取

り組みのため 11 月に『寿命を延ばす歩き方』をテーマに講演会を行いました。また、2018 年度

利用が伸びなかった通所介護で利用者確保が好調に進みました。これは会員の役職員一体となっ

て、これまで進めてきた健康寿命延伸のため日常の診療やリハビリや介護施設の取り組んできた

成果と言えます。 

 

 山形県勤労済生活協同組合 

 山形県労済生協（全労済）は 2019 年 6 月より、『こくみん共済 coop』に名称を変えました。

頻発する自然災害に対応し、共済に加入する組合員の申請が全国で 6 万件を超え、全国規模での

調査活動を行っています。災害に合われた組合員への迅速な給付審査のため、各都道府県で職員

がそれぞれ支援に入っています。  

5



 
 

 山形県高齢者福祉生活協同組合 

  創立 20 周年を迎えて、記念式典の開催と「地域と共に 20 年」を刊行しました。9月に福島県

で開催された第33回日本高齢者大会の幹事団体を勤め、山形県より72名の参加を組織しました。

また、みどり通所の新築移転に着手し、2020 年 4 月 1 に定員 35 名で開所しました。 

 

 余目町農業協同組合 

 2019 年度の米の作況指数は、庄内で「106」と、主食用米平均単修 82 キロ増収となりました。

また、第 13 回「あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテストｉｎ庄内町」決勝大会で、組合員の

中から日本一の 優秀金賞に選出されました。組合員と一体となり『土づくり』、『初期育成の

安定確保』、『基本的水管理』、『追肥の適正施用』等の取り組みを行ってきた成果と言えます。 

 

東北労働金庫山形県本部 

人口減少や低金利の長期化等厳しい状況が続く中、第 6 次中期計画を基本に『ろうきんの機

能・役割』の一層の発揮に努めています。今年度は山形県生協連に加盟する会員の組合員向けに、

コープローンの提案がなされ、それぞれの会員に利用を呼び掛けています。 

 

【山形県の状況】 

  県の人口は 2020 年 2 月 1 日現在、1,073,458 人、世帯数は 400,166 世帯です。前月と比較し

それぞれ 1,065 人減、97 世帯減となっています。生活保護世帯は数字が古いですが、2018 年 3

月現在で 6,300 世帯となっています。山形県企画振興部統計企画課で行う景気の総括判断は、

2019 年 12 月現在『緩やかな回復の動きがみられるものの、一部に弱さがうかがわれる』と発表

されました。雇用情勢は、有効求人倍率は 2020 年 1 月 1.37 倍、前月を 0.09 下回りました。2019

年 3 月の 1.59 倍を 高に、下がる傾向で推移しています。正社員の有効求人倍率は 1.07 倍で前

年同月を 0.14 下回っています。企業の倒産件数は 3 月の 7 件を 高に 2〜5 件となっています。

こうした中で 1 月 27 日、山形地方裁判所からの破産手続き開始を受け、山形市の大沼デパート

が自己破産しました。経営不振が続き、米沢店の閉鎖などを行ってきましたが、昨年 10 月の消

費税率引き上げが引き金となり、自己破産となりました。雇用者やテナントで働く方々の再就職

問題、地元経済への影響は大きなものとなっています。 

農業の分野は、2019 年度山形県の米の作況指数は 105、特に庄内は 106 の良となりました。 

 2020 年 1 月 16 日に発表された 2018 年度の農業算出額は、昨年より 39 億円増の 2,480 億円とな

り、4 年連続で増加を記録しました。米が 15 億円減の 835 億円となったものの、園芸、果実、

野菜が過去 高額を記録したことによります。 

  医療介護福祉分野は、国の社会保障抑制方針のもとに、県が 2016 年作成した地域医療構想 

によると、許可病床数 11,716 を 9,267 床と 21%減ると見込んでいます。公立病院の再編は地域 

医療にとって重大な影響があり、県民の要求を反映することを強く働きかける必要があります。

医師と看護師をはじめとする医療介護従事者の不足が続いています。特に庄内、 上地域の医
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師不足は深刻で、産婦人科をはじめとする診療科目の廃止がなされ、住民の不安が広がってい

ます。看護師不足も深刻で、特に庄内地域において看護師の育成、定着が地域全体の重要な課

題となっています。 

 

１．会員生協の活動を支援し、交流・連帯をすすめます 

(1) 第 50 回山形県生協大会を開催 

    9 月 5 日（木）山形テルサ大ホールにて、第 50 回山形県生協大会を開催し、山形県をはじめ 

JA 山形中央会、山形県労働福祉協議会、東北労働金 

庫山形県本部より来賓で出席いただき、県内から 

895 名の組合員の参加で大成功を収めました。午後の 

記念講演で、作家でクレヨンハウス主宰の落合恵 

子氏の『自分を生ききる』と題した講演で、大きな 

感動のうちに終了することができました。 

 

(2) 協同組合講座を開催 

    9 月 13 日（金）午後 2 時より、鶴岡市勤労者会 

館にて、講師に明治  9 月 13 日（金）午後 2 時

より、鶴岡市勤労者会館にて、講師に明治大学

名誉教授の中川雄一郎氏を招き『協同組合と

いう文化』と題し学習会を開催しました。庄内地

域を中心に 6 会員から組合員、役職員合わせ

て 23 名の参加がありました。 

 

(3) 生協学校を開催 

    10 月 30 日（水）午後 2 時より、山形

市ビッグウイングにて、日本生活協同

組合サステナビリティ推進部部長の風

間志信氏を講師に招き、『生協と SDG』

と題して学習会を開催しました。参加

対象は会員の役職員で、合わせて 29 名の参加がありました。 

 

(4) 幹部研修会を開催 

会員の幹部職員を対象に、情勢や人財育成の学習と会員同士の交流を目的に幹部研修会 
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を、11 月 29 日（金）、30 日（土）の 2日間、 

それぞれ鶴岡市の東京第一ホテル鶴岡、山形 

市の山形国際ホテルを会場に2019年度幹部研 

修会を開催し、鶴岡会場 36 名、山形会場 14 

名の出席でした。講師は２日間とも学習院大 

学名誉教授 内野崇氏で、『地域生協の未来 

と変革 そしてリーダーシップ』のテーマで 

研修を行いました。 

 

(5) 憲法に関する学習会 

    憲法に関する学習会を今年は開催できませんでした。2019 年 12 月の通常国会終了後の記者会

見で安倍総理は、『憲法改正を自分の手で』と主張していることから、今後開催が予定される日生協

主催の憲法学習会への参加告知、他団体との共催による憲法に関する学習会の開催も検討して

いきます。 

 

(6) 医療福祉に関する学習交流会 

2020 年 3 月 6 日（金）、鶴岡市東京第一ホテル鶴岡にて、コープあいちより西尾俊範氏 

   を講師に介護事運営に関しての学習会を予定しましたが、新型コロナウイルスによる肺炎感 

染拡大防止のため中止といたしました。 

 

   (7) 会員の総代会や組合員集会へ参加しました 

総代会や総会には山形大学生協を除き会長、専務理事がそれぞれ出席しています。 

また、総代会前に開催する組合員の集いにも参加し、総代、組合員の討論状況を見学してい 

ます。 

 

２．平和・くらし・地域を守る取り組み 

会員生協や諸団体と協力・共同して進めます 

(1) 東日本大震災、山形県沖地震、台風被害への支援を行いました 

   東日本大震災復興支援、脱原発を目指す取り組みは昨年に引き続き取り組む他、今年度相 

次いで発生した災害の復興支援に取り組みました。 

6 月 18 日の山形県沖地震で鶴岡市を中心に被害が発生しました。18 日夕方、鶴岡市から生

活協同組合共立社に、避難者への夕食と翌日の朝食提供の要請を受け、約 200 名分を提供しま

した。各生協はこの地震による被災者のため募金活動を行い、生活クラブやまがた生活協同組

合、山形県学校生協、山形県連は 8 月 9日に、生活協同組合共立社は 9月 16 日にそれぞれ 
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鶴岡市に募金を贈呈しました。 

10 月の台風 15 号、19 号により被害をうけた方々への支援のために日生協が各会員生協へ 

支援募金をよびかけ、12 月 20 日の一次締め切りまで、284,133,873 円の募金が寄せられて

います。さらにボランティアの呼びかけも行い、共立社は生産者組合めぐみ野へ、生活クラ

ブやまがたは、郡山市、南相馬市、宮城県丸森町にそれぞれボランティア派遣を行いました。

また、共立社は、職員を長野県に派遣し、ボランティアセンターの運営支援を行うことで同

時に運営を学ぶことができました。

気候変動による大型台風や集中豪雨による被害、発生が予想される首都直下地震、東南海

地震に日常から備え、可能な限り減災できるようにするとともに、発災後に迅速な支援がで

きるようにすることが今後ますます重要になってきます。

(2) 平和を守る取り組みの一環でヒバクシャ国際署名を引き続き取り組みました

昨年に引き続きヒバクシャ国際署名を取り組み、2020 年 3 月 1日現在、県連集約で

41,314 筆を集約しました（昨年対比 3,682 筆増加）。全国で 200 万筆を突破し、2019 年 

12 月 10 日現在で 2,564,123 筆の集約です。 

生活協同組合共立社は、ヒバクシャ国際署名の会員目標達成後、平和首長会議が提起して 

  いる「核兵器禁止条約」の早期締結を求める署名を取り組、2020 年 2 月 20 日現在 7,999 筆 

  を集約しました。 

2020 年に開催される NPT 再検討会議（ニューヨーク）への代表に共立社から組合員１名、 

医療生協やまがたは職員を 1名派遣させる予定です。 

一方、憲法 9 条改悪反対の取り組みを進めることはできませんでした。 

昨年 7月 21 日の参議院選挙の結果、いわゆる改憲勢力は発議に必要な 3分の 2の議席を割 

りましたが、自民党の安倍総裁はなお「改憲に挑む」と表明し、任期中の「憲法改正」に意

欲を見せています。日生協でも 2020 年度にむけて憲法に関する学習会の開催を予定し、具

体的な憲法改悪の動きが出てきた場合に日生協の意見の発信も行う方針です。山形県生協連

は、引き続き憲法改悪に反対する学習会を企画し、他団体とも共闘していきます。 

(3) 消費税増税に反対する取り組みを他団体と協力して行いました

消費税 10%ストップやまがた県民ネットワークに参加し、街頭での広報、署名活動を 3 回

実施しました。10 月１日の消費税率引き上げ施行日には、山形市役所前から約 2キロのキャ

ンドルデモを行い、消費税率引き上げに反対しました。消費税の逆進性などを知らせるため、 

学習会や抗議行動等を継続します。 

(4) 消費者の被害防止、消費者の権利保障に取り組みました

7月と2月に県主催の消費生活審議会に安部専務理事が参加し、消費者行政に関係する意見を

述べました。
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  9月に開催された個人情報保護委員会主催のタウンミーティングに安部専務理事が出席し、 

消費者保護の観点からの個人情報の取り扱いについて意見を述べました。 

    

(5) 家庭用エネルギー料金の透明化と灯油の適正価格の実現に取り組みました 

北海道東北地連で実施したLPガスに関する第二次調査に参加し、山形県連は26名のアンケ 

ートを集約しました。今後、前回2017年の調査結果と比較し、料金の透明性が図られている 

か点検し、公表していきます。 

11月27日に行われた東北経産局の灯油要請行動には、東北6県の生協連が要請書を作成し、 

灯油の価格と安定供給を要請しました。 

 

３．ユニセフ募金に取り組みます 

  (1) ユニセフやまがたのつどいを村山地域で開催しました 

 10月28日（月）午前11時から、山形市ビッ  

グウイングで、ユニセフやまがたのつどいを開 

催し、52名の組合員役職員の参加がありまし 

た。講師に日本ユニセフ協会の石尾匠氏、 

日本東ティモール協会会長の北原巌男氏を 

招き、講演していただきました。石尾氏から、   

アフリカのアンゴラへの支援の話や、ｺｰﾌﾟ商 

品のコアノンロールの売り上げの一部がユニ 

セフ募金に寄付されている話があり、参加者 

の関心を集めました。午後は北原氏の講演で、東ティモールの特任大使を務められた北原氏は、東テ 

ィモールの独立から現在まで、今の問題、日本政府の支援の状況を講演し、今まで私たちが知ることが 

できなかったことを学習することができました。 

 

  (2) ユニセフ指定募金活動（東ティモール） 

を引き続き行いました 

    指定募金は東ティモールへの募金を継続し、

第3期にはいりました。2019年度も会員で工夫

を凝らした募金活動がおこなわれました。9

月の第50回生協大会のお土産交換会の収益の

一部をユニセフ募金に、10月の「ユニセフや

まがたのつどい」での募金、12月の４市での

第41回のハンドインハンドの取り組み、OCR

を利用した個配申込書での募金活動等です。 
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   第41回ユニセフハンド・イン・ハンドは12月16日酒田市（コープこぴあ酒田、コープなかの

くち）、12月21日山形駅東西自由通路、鶴岡市協同の家鶴岡こぴあ、12月28日新庄市の 上開

発センターで実施され、総勢118人の組合員、役職員、高校生ボランティアが参加し213,345円

の募金の協力をいただきました。 

OCR、ハンドインハンド、生協大会や各生協の組合員から寄せられたユニセフ指定募金総額は

2020年3月1日で1,689,290円を集約しました。 

 

４．生協への理解を広げる活動を進めます 

(1) 県くらし安心課の生協検査に立ち会いました 

  今年度の生協検査は8月27日に生活協同組合共立社に対し実施されました。県からの指摘事 

項はありませんでした。 

 

(2) 各種審議会などへの参加と意見の発表を行いました 

  県連より、山形県の消費生活審議会、献血推進協議会、食の安全推進委員会にそれぞれ委員

を派遣し、それぞれの会議の中で消費者、生活者の立場から発言しています。 

  11月7日開催の東北農政局主催の食の安全意見交換会には、県連より依頼し共立社組織部よ

り2名が出席し、同じく消費者の立場から発言しています。 

 

(3) 北海道・東北地区行政生協連絡会議は台風被害のため中止になりました 

    10月23日に福島県で開催予定でしたが、台風19号による被害への対応のため今年度は 

   開催を中止しました。2020年度も福島県開催予定です。 

 

(4) 地域の見守りや災害対策の取り組みを進めました 

  自治体主催の防災訓練は、8 月 25 日川西町、8月 31 日山形県と山形市合同が開催され 

 県連の他、それぞれ生活クラブやまがた生協と共立社南陽生協、共立社山形生協が参加。 

 10 月 7 日に開催された天童市防災訓練に安部専務理事が参観しました。10 月 13 日予定の 

鶴岡市、酒田市、10 月 20 日新庄市は台風 19 号の被害の影響で中止となりました。 

  見守り活動は、共同購入や宅配による見回りにより共立社、生活クラブやまがたで引き続 

 き取り組まれています。 

 

(5) 県内諸団体との協同・連帯を強化しました 

    11 月 27 日に開催された山形県労働者福祉協議会が県に勤労者の福祉向上に関する申 

   し入れに参加し、県生協連からは、子ども食堂への支援継続、福祉灯油の継続、消費者行 

   政の拡充を申し入れています。 

 連合山形主催の山形大学人文社会学部の寄付講座は、2019 年 11 月 8 日に行われた講義の 
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中で安部専務理事が JA 山形中央会の永登氏とともにゲストスピーカーを務めました。 

山大生に、SDGｓを中心にした生協の取り組みを話しました。 

JA 山形県本部より、サクランボ収穫をはじめとする繁忙期の人手の確保に関し要請 

があり、山形大学生協と協議し、今後学生向けにアルバイトやボランティアの案内を続ける 

ことにしています。 

(6) 高齢期運動山形県連絡会と協力して進めました

第 33 回全国高齢者大会にむけた山形県実行委員会に安部専務理事が参加しています。

第 33 回全国高齢者大会は 9月 25、26 日に福島県で開催され、全国から 3,800 名、山形県か

らも幹事団体を山形県高齢者福祉生協が努め 72 名の参加となりました。 

(7) 県連ニュースの年5回以上の発行とホームページの適宜更新を行いました

  『やまがた県連ニュース』を年間5回発行し、会員、行政、都道府県連、関係団体に送り、 

活動を知らせることができました。また、引き続き県連ホームページの更新を適宜行います。 

   県連主催の行事や講演会の開催前に、今年度はプレスリリースを5回発行しています。残念

ながらマスコミの取材には結び付きませんでしたが、今後も発信し続けます。 

(8) 災害に備え、行政、会員等との連携を強化しています

  各自治体、会員と県連の連絡網の整備を行い、また、県連の危機管理マニュアルの整備に着 

手しました。今後これらを充実するとともに、県連内の連絡網の整備などを行います。 

以上 
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決 算 報 告 書

第  62  期

自  2019年 3月 1日
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山形県生活協同組合連合会
 　山形市上柳６７－１
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1．決算関係資料

　　　貸　借　対　照　表

山形県生活協同組合連合会 2020年2月29日現在

　　　　（単位：円）

資産の部 金額 負債および資本の部 金額

流動資産合計 4,564,769 負債合計 3,636,769

現金 115,732 前受賦課金2020年3月 1,061,000

預金 4,217,987 前受賦課金(振替分） 2,439,919

前払費用 231,050 未払費用 40,050

未払税金 95,800

固定資産合計 252,000 資本合計 1,180,000

電話加入権 72,000 会員出資金 1,180,000

関係団体出資金 180,000 当期未処分剰余金 0

資産合計 4,816,769 負債・資本合計 4,816,769

　注記事項
 　前受賦課金（振替分）は、下記の通達に則り、今期の剰余を振替した金額です。

  

法人税基本通達 国税庁

第１４章 特殊な損益の計算
第２節 協同組合等の事業分量配当等及び賦課金

第２款
14‐2‐9（協同組合等の特別の賦課金）

協同組合等が、組合員に対し教育事業又は指導事業の経費の支出に充てるために

賦課金を賦課した場合において、その賦課の目的となった事業の全部又は一部が翌事

業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以

下１４－２－９において同じ。）に繰り越されたため当該賦課金につき剰余が生じたとき

においても、その支出することが確実であるとみとめられる部分の金額を当該事業年度

において借受金等として経理したときは、これを認める（昭５５年直法２－１５「三十四」、

平成１５年課法２－７「五十一」により改定）
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　　　　損　益　計　算　書
自：　2019年3月　1日

山形県生活協同組合連合会 至：　2020年2月29日

（単位：円）

内訳 合計

Ⅰ　賦課金収入 11,330,673

賦課金収入 11,330,673

Ⅱ　諸経費合計 12,268,745

広 報 費 47,300

教 育 文 化 費 1,569,927

生 協 大 会 開 催 費 2,553,325

消 耗 品 費 770,435

事 務 所 費 525,000

業 務 委 託 費 4,291,882

諸 会 費 694,000

調 査 研 究 費 97,200

会 議 費 343,195

渉 外 費 330,302

租 税 公 課 0

通 信 費 416,863

旅 費 交 通 費 348,562

共 闘 関 係 費 15,000

保 険 料 65,000

補 助 事 業 費 0

研 修 費 171,000

雑 費 29,754

Ⅲ　事業損失 事 業 損 失 ▲ 938,072

Ⅳ　事業外収入 1,034,470

受 取 利 息 32

受 取 配 当 金 2951

雑 収 入 1,031,487

Ⅴ　税引き前当期剰余金 96,398

法 人 税 等 96,398

Ⅵ　当期剰余金 0

前 期 繰 越 剰 余 金 0

Ⅶ　当期未処分剰余金 0

　注記事項

事業外収入の雑収入には、教育事業に支出した金額に対応する佐藤日出夫基金からの
取り崩し、日本ユニセフ協会からの戻し、関係団体より頂いた祝金が入っております。
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２．事業報告書

（１） 組合の事業活動の概況に関する事項

１）当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容

事業種目

会員の指導連絡並びに調整及び情報
資料を提供する事業

会員の事業に必要な講習及び役職員
並びに組合員に対する生活の改善、
文化の向上、組織の拡充をはかる教
育事業

２）当該事業年度における事業の経過及びその成果

2019年度は、県連主催の県生協大会が第50回の記念大会を迎え、2019年9月5日（木）、

山形テルサ大ホールにて開催し、記念講演にクレヨンクラブ主宰の作家落合恵子さんを講師に

迎え、795名の参加があった。

①9月5日（木）に山形テルサで第50回山形県生協大会を開催し、795名参加

②9月13日(金）に鶴岡市勤労者会館で協同組合講座を開催し、23名の参加

③10月28日（月）にビッグウイングで『ユニセフやまがたのつどい』を開催し59名参加

④10月31日（木）にビッグウイングで、生協学校を開催し29名の参加

⑤11月30日（金）に東京第一ホテル鶴岡12月1日(土）山形国際ホテルで、幹部研修会を開催

両会場合わせて50名の参加。

⑥12月14日、21日、28日に酒田市、鶴岡市、山形市、新庄市で第41回ユニセフハンド・イン・

ハンドを開催し、合計で118名の街頭募金ボランティアの参加と、21万3,345円の募金を集約

⑦ヒバクシャ国際署名活動を会員と県内の諸団体と取り組み累計で41,314筆を集約

３）対処すべき重要な課題

経済的格差や子どもの貧困問題、高齢者の孤立の問題等を解決するため、県内の行政、

協同組合諸団体と協力関係を進める課題と県連の役員世代交代のための体制つくり。

４）当該事業年度における重要な事項

無し

５）直前３事業年度の財産及び損益の状況

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

会員数 10 9 9 9

出資金額 1,050,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000

賦課金収入 11,625,895 12,442,461 12,451,555 11,330,673

経常剰余 90,918 90,902 114,802 96,398

総資産 4,074,908 4,376,447 4,626,834 4,816,769

純資産 1,050,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000

６） その他組合の現況に関する重要な事項
無し

７） 教育事業等の状況 （単位円）

項　目 金額

当期に繰り越された教育事業等繰越金 0

金額

611,853

教育文化費 958,074

1,569,927

    （注）ユニセフ活動にはユニセフ募金を呼びかける会員組合員向けのチラシ代も含まれている。

内容

会員非常勤役員対象学習会、ホームページでの
情報提供、会員への資料の提供

協同組合講座、山形県生協大会、非常勤役員学
習会、幹部研修会の開催

ユニセフ活動

各種学習会、研修会費用

合計

科　目 内容
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（２）組合の運営組織状況に関する事項

１） 総会の開催状況に関する事項

通常総会開催日

26

出席代議員 本人 26

書面 0

計 26

　　（議決状況）

　　　下記の通り全議案が可決承認されました。

　　第一号議案　2018年度活動報告及び決算報告承認の件 反対０　保留０　　満場一致

　　第二号議案　2019年度活動方針及び収支計画承認の件 反対０　保留０　　満場一致

　　第三号議案　大会アピール承認の件 拍手で承認

　　第四号議案　議案効力発効の件 反対０　保留０　　満場一致

臨時総会開催日

25

出席代議員 本人 3

書面 20

計 23

　（議決状況）

下記の通り可決承認された

　第一号議案　阿部政樹氏の理事候補選任の件  　　　　　　　　反対1　賛成22　保留0　

２） 会員に関する事項

区分 会員数 口数 金額（円）

前期末現在 9 118 1,180,000

当期中増加 0 0 0

当期中減少 0 0 0

当期末現在 9 118 1,180,000

2019年4月17日

総会開催日現在代議員数

2019年9月11日

総会開催日現在代議員数
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３） 役員に関する事項

① 役員一覧表

役名 氏名 所属生協・役職等

会長理事(代表理事） 菅井　道也 山形県学校生活協同組合　専務理事

専務理事（代表理事） 安部　芳晴 員外

常務理事 安達　忠士 生活協同組合共立社　理事長

常務理事 阿部　誠也 医療生活協同組合やまがた　常務理事

理事 西　俊雄 山形県高齢者福祉生協　専務理事

理事 髙橋　尚 生活クラブやまがた生活協同組合　専務理事

理事 本間　秀司 山形県勤労者共済生活協同組合　専務理事

理事 高橋　力 酒田健康生活協同組合　理事

理事 河村　清男 余目町農業協同組合　理事参事

理事 阿部　政樹
＊ 余目町農業協同組合　理事

理事 藤巻　正之 山形大学生活協同組合　専務理事

理事 本間　美佐 医療生活協同組合やまがた　（女性枠）

理事 井上　厚子 生活協同組合共立社　理事　（女性枠）

監事 清和　正志 生活協同組合共立社　監事

監事 渡會　真 医療生活協同組合やまがた　事務部次長

② 事業年度中に辞任した役員

* 河村清男理事が6月12日付けで辞任したため、9月11日に臨時総会を開催し、

　後任に余目町農業協同組合理事の阿部政樹氏を選任した。

４） 職員の状況

常勤職員配置なし。

18



５） 業務の運営の組織に関する事項

６） 施設の設置状況に関する事項

施設名
建物延面
積（平米）

摘要

本部 36.0 賃貸

７） 子法人等及び関連法人等の状況に関する事項
無し

８） その他組合の運営組織の状況に関する重要な事項
無し

（３） その他組合の状況に関する重要な事項
無し

山形市上柳６７－１生活協同組合共立社
山形本部内

所在地

総 会

監事会

会長理事

専務理事

事務局（専務理事兼任）

理事会

常務理事会

常務理事２名

副会長理事

（現在はなし）
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３ 決算関係書類の附属明細書

（１） 会員資本の明細

（単位：円）

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

出資金 1,180,000 0 0 1,180,000

法定準備金 0 0 0 0

任意積立金 0 0 0 0

当期未処分剰余金 0 0 0 0

合計 1,180,000 0 0 1,180,000

（２） 借入金の明細

　無し

（３） 有形固定資産及び無形固定資産の明細

（単位：円）

種別 項目 取得額 期末残高

有形固定資産 無し 0 0

無形固定資産 電話加入権 72,000 72,000

（４） 関係団体出資金 （単位：円）

出資先 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

日本生活協同組合連合会 90,000 0 0 90,000

賀川記念生協教育基金協会 50,000 0 0 50,000

東北労働金庫 40,000 0 0 40,000

合計 180,000 0 0 180,000

（５）引当金の明細

　無し
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(6) 事業経費の明細 （単位:円）

勘費目 ①予算 ②前年実績 ③本年実績
伸長率
（③/②）

広報費 104,000 28,992 47,300 163.1%
教育文化費 1,043,200 410,924 1,569,927 382.0%
生協大会開催費 2,759,000 2,726,663 2,553,325 93.6%
消耗品費 483,000 614,596 770,435 125.4%
事務所費 529,000 525,648 525,000 99.9%
業務委託費 4,289,000 4,419,560 4,291,882 97.1%
諸会費 714,000 680,490 694,000 102.0%
調査研究費 140,000 101,246 97,200 96.0%
会議費 227,000 434,206 343,195 79.0%
渉外費 408,600 1,913,282 330,302 17.3%
租税公課 2,000 1,200 0 0.0%
通信費 378,000 359,432 416,863 116.0%
旅費交通費 538,000 578,667 348,562 60.2%
共闘関係費 310,000 10,000 15,000 150.0%
保険料 115,000 ▲ 20,846 65,000 -311.8%
補助事業費 0 0 0 #DIV/0!
研修費 0 0 171,000 #DIV/0!
雑費 0 300 29,754 9918.0%
諸経費合計 12,039,800 12,784,360 12,268,745 99.4%

（７） その他決算関係書類の内容を補足する重要な事項
１）現金預金の明細 ３） 未収金の明細

科目 期首残高 期末残高 増減 未収金はありません。
現金 83,875 115,732 31,857
預金 4,062,514 4,217,987 155,473
合計 4,146,389 4,333,719 187,330

２） 前払い費用の明細 （単位:円） ４） 未払金の明細
　内訳 金額 未払金はありません。
テルサ使用料 144,800
wifi端末通信料他 86,250
合計 231,050

５） 未払い法人税等の明細 ６）未払い費用

内訳 金額 内訳 金額 備考
法人税 16,300 旅費交通費 31,310 出張交通費のカード払分

事業税 5,100 他 8,740 渉外費他
法人県民税 22,500 計 40,050
法人市民税 51,900
計 95,800 ８）その他の負債

内訳 金額 備考
7) 預り金の明細 前受け金 3,500,919 前受賦課金

預り金はありません。

９） 会員出資金の内訳

出資額

250,000
270,000
170,000
170,000
100,000
70,000
50,000
50,000
50,000

1,180,000

山形県高齢者福祉生活協同組合

合計

会員名

山形大学生活協同組合

山形県学校生活協同組合

酒田健康生活協同組合

生活クラブやまがた生活協同組合

山形県勤労者共済生活協同組合

余目町農業協同組合

備考
2020年度生協大会会場費

2019年12月に年間分支払い

生活協同組合共立社

医療生協やまがた生活協同組合
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４．　事業報告書の附属明細書

（１） 役員報酬等の状況

　　役員全員は無報酬

（２） 役員の兼職の明細

氏名 県連役職 兼職内容

菅井　道也 会長理事 山形県学校生活協同組合　専務理事

安部　芳晴 専務理事 医療生活協同組合やまがた　監事

山形県労働者福祉協議会　理事

勤労者育成教育基金協会　評議員

安達　忠士 常務理事 生活協同組合共立社　理事長

コープ東北サンネット事業連合　副理事長

庄内まちづくり協同組合　虹　理事

阿部　誠也 常務理事 医療生活協同組合やまがた　常務理事

山形県民主医療事業協同組合　監事

藤巻　正之 理事 山形大学生活協同組合　専務理事

(株)バーシティハウスの取締役

髙橋　尚 理事 生活クラブやまがた生活協同組合　専務理事

高橋　力 理事 酒田健康生活協同組合　理事

本間　美佐 理事 医療生活協同組合やまがた　理事

西　俊雄 理事 山形県高齢者福祉生活協同組合　専務理事

本間　秀司 理事 山形県勤労者者共済生活協同組合　専務理事

山形県労働者福祉協議会　理事

山形県教育基金協会評議員　監事

阿部　政樹 理事 余目町農業協同組合　理事

井上　厚子 理事 生活協同組合共立社　理事

清和　正志 監事 生活協同組合共立社　監事

（３） 連合会と役員との利益が相反する取引の明細

　無し

【参考】　行政の審議会委員等
山形県消費生活審議会　審議委員　安部芳晴
山形県食の安全推進会議委員　　　　岸　昌子（生活協同組合共立社理事）
山形県献血推進協議会　委員　　　　櫻井　冨士子（生活協同組合共立社理事）
　尚、岸氏、桜井氏には県連より会員生協に就任依頼を行った。
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2019 年度 機関運営経過 
１．機関会議の開催状況

【総会】

第 62 回通常総会 
日時 2019 年 4 月 17 日（水） 12 時 40 分より 14 時 50 分まで 
場所 生活協同組合共立社山形本部２階会議室

出席代議員 26 名中 26 名（本人出席 25 名、委任出席 1 名、書面出席 0） 
出席理事、監事

理事 菅井道也、阿部誠也、安達忠士、安部芳晴、河村清男、藤巻正之

西 俊雄、髙橋 尚、高橋 力、本間秀司、井上厚子、本間美佐 以上 12 名中 12 名出席 
監事  清和正志 以上 2 名中１名出席 
議決状況 すべての議案を全会一致で議決

臨時総会

日時 2019 年 9 月 11 日（水） 午後 1 時より午後 1 時 20 分まで 
場所 生活協同組合共立社山形本部２階会議室 

出席代議員 25 名中 23 名（本人出席 3 名、委任出席 0 名、書面出席 20） 
議決状況  役員補充選任の件 過半数の賛成で議決

【理事会】

第一回理事会

日時 2019 年 4 月 17 日（水）14 時 55 分から 15 時まで 
場所 生活協同組合共立社山形本部２階会議室

出席理事 菅井道也、安部芳晴、阿部誠也、安達忠士、西俊雄、本間美佐、髙橋尚、藤巻正之

本間秀司、河村清男、高橋力、井上厚子

出席監事 清和正志

欠席理事 無し 欠席監事 樋渡真監事

主な議決項目

・2019 年度日本生活協同組合連合会第 69 回通常総会の代議員選出・第二回理事会の日程

・映画『あの日のオルガン』県内上映の後援

第二回理事会

日時 2019 年 6 月 12 日（水）12:40〜15:00 
場所 生活協同組合共立社山形本部２階会議室 B 
出席理事 菅井道也、安部芳晴、阿部誠也、安達忠士、西俊雄、本間美佐、藤巻正之、高橋力

井上厚子、髙橋尚、本間秀司、河村清男

出席監事 清和正志、渡會真

欠席理事 無し 欠席監事 無し

主な議決項目

・協同組合講座開催 ・生協学校開催 ・幹部研修会開催

・ユニセフやまがたの集い開催・第 50 回生協大会開催・役員退任
第三回理事会

日時 2019 年 8 月 21 日（水）午後 12 時 40 分か 
場所 生協共立社山形本部２階会議室 B 
出席理事 菅井道也、安部芳晴、阿部誠也、本間秀司、藤巻正之、髙橋尚、高橋力、井上厚子

本間美佐

出席監事 清和正志、渡會真

欠席理事 安達忠士、西俊雄 欠席監事 無し

主な議決項目・臨時総会開催について・第 50 回山形県生協大会の実施要領、アピール、スローガン  
・協同組合講座開催と 会員参加目標・ユニセフやまがたの集いの開催要領と参加目標、

・生協学校開催要領と参加目標・幹部研修会の開催要領と目標
第四回理事会 

日時 2019 年12 月11 日（水）午後12 時40 分から 

場所 生協共立社山形本部２階会議室 B 

出席理事 菅井道也、阿部誠也、安達忠士、安部芳晴、西俊雄、髙橋力、本間秀司、藤巻正之 

井上厚子、本間美佐 

出席監事 清和正志、渡會真 

欠席理事 髙橋 尚、阿部政樹、本間秀司 
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欠席監事 無し 

主な議決項目 ・第63 回通常総会開催に関して・2019 年度決算見通し・佐藤日出夫記念教育基金か 

らの取り崩し・劇団わらび座公演への支援について 

第五回理事会 

日時 2020 年3月11 日（水）午後12 時40 分から午後2時57分まで 

場所 生協共立社山形本部２階会議室 B 

出席理事 菅井道也、安達忠士、安部芳晴、西俊雄、髙橋力、本間秀司、藤巻正之、井上厚子 

本間美佐、本間秀司 

出席監事 清和正志、渡會真 

欠席理事 髙橋 尚、阿部政樹、阿部誠也、欠席監事 無し 

主な議決項目 ・第63回通常総会の議案確定・佐藤日出夫記念/山形県生協教育基金協会総会の 
議案確定・ユニセフ指定募金への参加の件 

【監事会】 

第一回監事会 

日時 2019年6月10日（水）午後3時より 

場所 生活協同組合共立社山形本部２階会議室B 

出席監事 清和正志、渡會 真 

第二回監事会 

日時2019年9月11日（水）午前10時より 

場所 生活協同組合共立社山形本部２階会議室B 

出席監事 清和正志、渡會 真 

出席理事 菅井道也会長理事、安部専務理事 

3月から8月までの監査他 

第三回監事会 

日時 2020年3月4日（水）午後1時より 

場所 生活協同組合共立社山形本部２階会議室B 

出席監事 清和正志、渡會 真 

出席理事 菅井道也会長理事、安部専務理事 

9月から2月までの監査と期末監査 

佐藤日出夫記念／山形県生協教育基金協会の監査 

２．常務理事会の開催状況 

第一回常務理事会

日時 2019 年 6 月 5 日（水）午前 10 時から 場所 生協共立社山形本部２階会議室 B 
出席常務理事 菅井道也、安部芳晴、安達忠士、阿部誠也

議題 第二回理事会の議案について

第二回常務理事会

日時 2019 年 8 月 7 日（水）午前 10 時から 場所 生協共立社山形本部２階会議室 B 
出席常務理事 菅井道也、安部芳晴、安達忠士

議題  第三回理事会の議案について

第三回常務理事会 

日時 2019 年12 月4 日（水）午前10時から 場所 生協共立社山形本部２階会議室 B 

出席常務理事 菅井道也、安部芳晴、安達忠士、阿部誠也 

議題 第四回理事会の議案について 

第四回常務理事会 

日時 2020 年2 月5 日（水）午前10時から 場所 生協共立社山形本部２階会議室 B 

出席常務理事 菅井道也、安部芳晴、安達忠士 

欠席常務理事 阿部誠也 

議題 第63 回通常総会議案について 

第五回常務理事会 

日時 2020 年3 月4 日（水）午前10時から 場所 生協共立社山形本部２階会議室 B 

出席常務理事 菅井道也、安部芳晴、安達忠士 

欠席常務理事 阿部誠也 

議題 第63 回通常総会議案・第五回理事会議案について 

以上 
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山形県生活協同組合連合会
会長理事菅井道也殿

監査報告書

2020年3月4日

山形県生活協同組合連合会
監事清和正©

監事渡會€鬱

私たち監事は、当連合会の2019年3月1日から2020年2月29日までの理
事の職務の執行について監査いたしました。その方法および結果について以下
のとおり報告いたします。

I.監査方法の概要
監査の方法は、当該期間に開催された理事会およびその他の会議に出席し、

理事から業務の報告を聴取するとともに関係書類を閲覧し、必要に応じて説明
を求めました。また、決算書類（貸借対照表、損益計算書）およびその附属明
細書については、諸帳簿等および関係書類を閲覧、点検し、必要に応じて説明
を求めました。以上の方法に基づき、業務執行の妥当性および決算書類の正確
性を検討しました。

II.監査の結果
1.事業報告書等の監査結果について

(1)事業報告書およびその附属明細書は、法令および定款に従い、当連合会
の状況を正しく示しているものと認めます。

(2)理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

2.決算関係書類およびその附属明細書の監査結果について
決算関係書類およびその附属明細書は、当連合会の財産および損益の状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上
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第二号議案

2020年度活動方針及び収支計画承認の件
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2020年度活動方針(案) 

はじめに  

昨年 11 月から中国で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の拡大は、私たちに大きな影

響を及ぼしています。2020 年 2 月には国内で市中感染が発生し、政府は不要不急の外出や集会、

イベントの開催を自粛するよう声明を発表しました。これによる経済の停滞や医療の混乱など

が懸念されます。特に経済の停滞は、昨年の消費増税に加え私たちの生活にさらなる影響を及

ぼすと考えられます。この上、医療保険の国民負担引き上げをはじめとする社会保障の改悪を

行うならば、取返しのつかない事態になります。私たちは強く反対していかなければなりませ

ん。 

2020 年は NPT が 4 月にニューヨークで行われます。会員からも代表を派遣します。私たちの

運動である核兵器廃絶を進展させる上で大切な年になるといえます。 

県連の「三つの役割」について 

全国の県連が共通して強化しなければならない「三つの役割」を、今年も追及していきます。

1 会員生協の活動を支援し、交流・連帯を促進する役割 

県内の会員生協支援と交流・連帯を促進します。 

2 行政に働きかけ生協の活動条件を整備する役割 

生協の活動しやすい条件をつくるために、生協を担当する行政への働きかけを強めます。 

3 渉外と広報を強め、生協の社会的ポジションを向上させる役割 

行政、議会、県内の諸団体へ生協の支持と理解を広め、生協の社会的ポジションの向上

を図ります。 

１．会員生協の活動を支援し、交流・連帯をすすめます 

(1) 第 51 回山形県生協大会を開催します

  2020 年 9 月 3 日（木）、山形市山形テルサを会場に開催します。

(2) 会員の組合員・役職員を対象とした学習会を企画します

協同組合の理念・原則についての学習会を、会員の要望を聴きながら具体化していきま

す。尚、引き続き会員職員の参加を促すため、開催曜日を土、日に可能なものは土、日開

催を計画します。 

①非常勤役員学習会・・県連の新任役員、会員の非常勤役員を対象に実施します。

②協同組合講座・・・・協同組合の理念と実践を学び、活動に活かします。
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③幹部研修会・・・・・会員の幹部職員を対象に、情勢や人財育成の学習と会員同士の交 

流をはかります。 

④憲法に関する学習会・・他団体とも協力することも含め開催します。 

⑤劇団わらび座の公演予定の賀川豊彦を主人公にした演劇の県内開催を支援します。 

(3) 会員同士の交流・連帯した取り組みをすすめます 

 地域社会や地域福祉について学習を進め会員同士の交流・連帯した取組みを推進します。 

(4) 会員の総代会、理事会や組合員会議にオブザーバー出席し、会員の状況把握につとめます 

      会員の組合員会議に参加します 

２．平和・くらし・地域を守る取り組みを 

会員生協や諸団体と協力・共同して進めます 

(1) 東日本大震災支援や頻発する自然災害への支援、脱原発を取り組みます 

   ①東日本大震災への支援活動を継続するとともに、自然災害が発生したばあい、被害者への 

支援を適宜進めます。 

②脱原発、温暖化防止のための再生エネルギー使用の取り組みについて学習していきます。 

(2) 平和を守るための取り組みとして、憲法9条改悪反対、安全保障関連法の廃止、核兵器廃絶の取 

り組みを進めます 

①年度内に発議がなされ、国民投票が予定されている憲法改悪の動きに機敏に対応し、会員 

組合員へ、問題点の学習と改悪反対の運動を進めていきます。 

②「ヒバクシャ国際署名」を引き続き取り組み、2020 年の NPT 運用検討会議に向けた取り 

組みなど、核兵器のない世界を実現したいとの思いを国連総会へ届けます。 

(3) 他団体と共闘しながら消費税を 5%に引き下げることを要求し、社会保障の充実・強化を求めて 

いきます 

(4) 消費者の被害防止、消費者の権利保障に取り組みます 

  行政主催の各種委員会に出席し発言するとともに、学習会への参加を呼びかけます。 

(5)  LPガスなどの家庭用エネルギー料金の透明化と灯油の適正価格の実現に取り組みます 

低所得者・経済的弱者のための「灯油購入費助成制度」の継続を求めていきます 

   (6) 食の安全と農業を守る取り組みを継続して行います 

３．ユニセフ募金に取り組みます 

   1979年、『バケツ一杯の水を世界のこどもにおくろう』を合言葉に日生協の呼びかけでユニ 

セフ募金を取り組みました。1995年からは募金を贈る地域を指定する『指定募金』が開始され、 

現在、東北と九州の生協は、アジアで一番若い国である東ティモールに募金を贈っていす。 

 今年度も引き続き以下の活動を行います。  
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(1) 「ユニセフやまがたのつどい」を庄内地域で開催します 

  (2) ユニセフ指定募金活動を引き続き行います 

４．生協への理解を広げる活動を進めます 

(1) 県行政の生協担当部局や各専門分野との連携を重視します 

①県行政の消費者、食の安全、福祉、防災などの各専門分野窓口との情報交流を重視して 

 いきます。さらに、県連主催の企画や学習会への参加を呼びかけます。 

②今年度の生協検査について、早めに日程の打ち合わせを行い、実施時に同席します。 

  

(2) 各種審議会などへの参加と意見反映を重視していきます 

生協の立場からの意見表明ができるよう、学習を強めていきます。また、パブリックコ

メントにも取り組んでいきます 

(3) 北海道・東北地区行政生協連絡会議に参加し、生協への理解を広げます 

福島県で開催予定の北海道・東北地区行政生協連絡会議に参加します。 

(4) 地域の見守りや災害対策の取り組みを進めます 

安心して暮らせる地域社会づくりをめざして、地域の高齢者や子どもの見守り活動、災害

時における緊急支援物資の協定締結などの取り組みを進めます。 

(5) 県内諸団体との協同・連帯を強化します 

山形県労働者福祉協議会・山形県社会保障推進協議会との共同活動を強め、農協・漁協・

森林組合との協同組合間提携を推進していきます。 

  (6) 高齢期運動山形県連絡会と協力して進めます 

    今年長野県で開催予定の第 34 回全国高齢者大会への支援の他、県内の高齢期運動に 

    協力します。     

(7)  広報活動を強化します 

   前年度に引き続き『やまがた県連ニュース』を年間５回発行し、会員、行政、都道府県連、 

関係団体に送り、活動を知らせ、理解を広げます。また、引き続き県連ホームページの更新 

を適宜行います。さらに県連の活動を知らせるプレスリリースを適宜行います。 

(8) 災害に備え、行政、会員等との連携を強化します 

  各自治体、会員と県連の連絡網の整備や危機管理マニュアルの整備を継続します。 

 5．次期県連運営体制について協議を開始します 

(1) 継続的で発展的な県連運営が可能となるように協議していきます 

第32期に半数近い役員の就任退任が予定されています。第33期以後、役員の世代交代も 

   想定し協議を続けていきます。 

  （2）日常の県連業務が滞らないために事務局体制を復活させます           以上 
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