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総会・総代会
モデルスケジュール

関西北陸ブロック学生事務局

12月作成

ご不明な点がございましたら齋藤（ saito.kaoru@univ.coop ）まで

mailto:saito.kaoru@univ.coop
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2021年度の総会・総代会に向けての
モデルスケジュール

【作成目的】
例年、新学期活動が終わってから総会・総代会に取り掛かる大学生協が多く、直前の
準備となってしまい、総会・総代会を成立させる目的だけで終わってしまっています。総
会・総代会の事前活動と事後活動のつながりを意識し、年間を通じて組合員とともに
大学生協をつくる機会を増やすためにこのモデルスケジュールを作成しました。

【概要】
2020年12月～2021年6月までの総会・総代会の事前活動と当日企画についての
スケジュールと2021年7月～12月までの総会・総代会の事後活動の２つのパートに
分けて記載しています。主に学生委員会向けの内容となっており、事前活動・当日企
画・事後活動のそれぞれの企画を事例とともに掲載しております。
また、総会・総代会や理事会に関する資料も添付していますので、学生委員会内での
学習会の資料にご活用ください！
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2021年度の総会・総代会に向けての
モデルスケジュール

学生委員会での総会・総代会学習会

奈良県立大学生協「部会での総会学習会」
2020年度の総会はオンラインでの開催となりました。オン
ラインの総会において学生委員が何ができるのかを考える
ためにオンライン部会にて3回に分けて総会学習会を行い
ました。大学生協・総会について学び、組合員と一緒に
運営していくことを大切なポイントとして、総会の事前活
動と総会後の事後活動について話し合いました。

✓総会学習会Part１（ ）
✓総会学習会Part２（ ）

▼詳しくはK’sNEWSをチェック
クリックでksnetに飛びます

https://ksnet.u-coop.net/news/2020/09/ksnews-vol043.html



総会学習会だぴ
第１回目 だ～～～よ～～～







やほみんなお元気ですか☺


やほぴ～


いや本当外出れないのきつかった


いろんなタイプの人がおると思うねんけど


私はたぶんテレワークとか向いてない人でしたね


コロナピーク期の思い出は


フィルムカメラを購入したことと


いろんな人とお手紙をかわしたことと


Youtuberのふわちゃんの動画を見たことです


あと夢日記つけてたら夢と現実がぐちゃぐちゃになった。これはまじ怖かった。







総会学習会の目的と内容


今年の奈県の総会は去年のものとは大きく異なります😿


（対面で実施できないからどうしても事務的に進める形になる）


積極的な組合員である学生委員のひとりひとりが
総会について十分に理解する必要があるネ







総会学習会の目的と内容


今日から３回にわたって総会学習会をします


１回目➡生協・総会について（今日大事）


２回目➡総会の情報宣伝について


３回目➡総会の事後活動について







ほんじつお話することの目的と内容


①生協についてのおさらい


（生協とは・組合員とは・生協の仕組み・


GIとは）


②総会について







生協についておさらい







生協について


生協ってなあに？
ふつうのお店と
なにがちがうの？
（n回目）


自分たちの生活をより良くしたい！と願う人たちが
お金（出資金）を出し合い


自分たちのためにさまざまな活動を
していく組織だよ？？？？？







生協について
生協は出資者（所有者）と経営者と利用者が一致し


人と人とのつながりで成り立っている。


また、利益を追求するために活動しているわけではナイヨ


組合員が生協から脱退した時は原則として出資金を全額返還しているんダ！！







生協について


生協は自分たちの生活を
より良くしたい！と願う人たちが
お金（出資金）を出し合い
自分たちのために


さまざまな活動をしていく組織です。
その、お金（出資金）を出して
生協に加入した人のことを
「組合員」と呼ぶヨ


組合員のこと







生協について 組合員のこと







生協について


けど全員で集まって
相談して決めたり、


さまざまな業務を組合員だけで
分担して実行したりするのは


難しくね？？







生協について


あたいにまかしとき







生協について 仕組みのこと


生協は組合員が運営するもの！！
だけど人数が多くなると全員で集まって相談して決め
たり、さまざまな業務を組合員だけでするのは困難


👇


生協の仕組みの大枠は消費生活協同組合法
（以下「生協法」）で定められているヨ


そこで、意思決定に責任を持つ係を決めたり
決めたことを実行するための「仕組み」が


必要になる。







生協について 仕組みのこと


生協の最高議決機関を総会・総代会というヨ
定款に定められている決まりだから
絶対にやらねえといけんわけヨ


最高議決機関
➡今後一年間における生協の活動の大枠を決める場
ここで決定されたことに基づいて活動するから
「最高」の意思決定機関







生協について 仕組みのこと


総会でやること


①１年間の事業報告・決算
②事業計画・予算


③理事・監事の役員の選出


理事会は総会で決定した事業計画に基づいて
日常的な生協の運営をするよ







生協について 仕組みのこと


だから
理事会で決定された企画や事業活動を


具体的に実践していくときに重要な役割を担っていくのが


学生委員会や生協職員







生協について


ってそもそも
学生委員会って
どーーーいう立場
だっけえ！！！？







生協について GIのこと


大学生活協同組合の組合員による組織委員会
学生組合員によって構成される
定義としては
「理事会のもとに設置された補助執行機関」


よりよい大学生活の実現に向けて
自分たちから積極的に動く存在







☑生協とは
➡自分たちの生活をより良くしたいと願う人たちが
お金（出資金）を出し合い自分たちのためにさまざまな活動をしていく組織


生協について


☑組合員とは
➡お金（出資金）を出して生協に加入した人のこと


☑仕組み
➡人数が多くなると全員で集まって相談して決めたり、さまざまな業務を組合員だけでするのは困難
生協法に基づいて総会をはじめとした活動をおこなっていく


☑GIのこと
➡よりよい大学生活の実現に向けて自分たちから積極的に動く存在







総会について


じゃあ実際に
わたしら（GI）は
どうやって総会を


すすめていくの？？？？







総会について


総会でやること


①１年間の事業報告・決算


②事業計画・予算


③理事・監事の役員の選出


議論
・
決定


出た意見や
決められた事項
にもとづいて
活動していく


ここ重要ジャネ？


職員・GI







総会について


一人ひとりの思いや意見を大
切にして取り組むことが大事







総会について


総会でやること


①１年間の事業報告・決算


②事業計画・予算


③理事・監事の役員の選出


議論
・
決定


出た意見や
決められた事項
にもとづいて
活動していく


ここ重要ジャネ？


職員・GI







総会・総代会は生協の運営に関わる重要事項を決定する最高の意思決定機関


生協法上でも事業年度ごとに通常総会を開催することが求められている


「やらなければいけない会議」である一方


組合員の多くが集まり


実現していきたい生活・大学生協の姿を直接話し合うことができる場。


総会を軸として組合員と日常的に関わり


ひとりひとりの組合員が要望・生活実感を大学生協の場で伝えあうことは


すべての組合員にとって魅力ある事業と組織をつくっていくことにつながるヨ。


総会について







けど実際のところ、どう？？？


組合員が組合員であるという実感は少ないかもしれないネ。


➡そこでGIができることってなんやろか！！！！！！！


総会について


生協が生協らしくあるために
ひとりひとりの組合員が要望・生活実感を
大学生協の場で伝えあえるような
場やきっかけをつくりだすこと


総会の
情宣


総会の
事後活動







今年の総会のこと 7/28㈫（前期授業最後の日）


３号館で実出席と中心とした総会を行うことは難しい


➡書面議決での実施


総会について


グループ討論の時間をとり実際に議論する場
がないものになる。そこで組合員に生協につい
て考えるきっかけを伝えるにはどうすればいい
だろうか～～～～～～～もやもや。







総会について
みんなで考えていきたいこと


☑組合員に総会で意見を出してもらうためには


☑総会を終えたあとにどのように意見を反映させていくか


私たちは学生委員であるが、それと同時に「一組合員」である
やる気のある人が先頭を切ってやることが積極的な組合員の役割であるが
そこで出た意見だけに着目して、結果に重点を置いて過程をおろそかにするのは民
主的じゃないよねっていうことを忘れないでほぴ❤







第１回 おちまい
（次はワークがあるカモ）





Ryotaro
添付ファイル
奈良県立大学生協「総会学習会第１回」.pdf




総会学習会
第２回
2020/６/１６







本日の内容


総会の事前活動について







今回の目的


対面で実施できないことが確定している


（議案書は郵送orオンライン）


どのように組合員に議案書を確認してもらうか。
どのように参加してもらえるか







今回の目的


組合員が自らの生活を考え
生協の運営に参加してもらうには
学生委員には何ができるかを考えるため







今回の学習会の中身


①事例紹介ちょっぴり


②なけんではなにができるか考える


③共有しちゃう







事例紹介
ぽよ～～～～～！







事例紹介


いまこの状況で紹介できる事例 イズ


バリ少ないんですワ


どこの学生委員会も
総会総代会が
対面でできなくて
困ってるヨネ…


といいたいところなんですけれども







事例紹介 長崎県立大学シーボルト校


インスタグラムを活用した情宣


長崎県立大学の総会は
書面議決を中心にして郵送
→議決書は組合員から返送


返送を呼び掛けるために
SNSで組合員にむけて


発信する







事例紹介 奈良県立大学


議案書の内容を
簡潔に一枚にまとめたもの
→議案書ダイジェスト


総会の議案の要点を分かりやすく伝
えることで組合員が議案書に目を向


けるきっかけになるネ







なけんでは
なにができるかな～







事前活動で大事にしたいこと


総会が対面で開催できないからこそ


総会以降で組合員との接点を作っていくこと


事後活動を意識して来年にどうつなげるかを頭の片隅に！


事前活動では
組合員に「大学生協のこと」「総会のこと」を
わかってもらえるようにしていきたい


ダイジェスト


インスタ活用







組合員に生協の運営に参加してもらうにはどうやったらいいのか！


組合員とともに生協づくりを実現するためになにができるか！


みんなで考えよーーぜ❤


具体的に思いつかない場合
議案書＆ダイジェストの


データを見て
みんなで大事したいところを
話し合ってみるのもアリだ


ね！


SNSの活用や
交流会（部員集めと総会告
知をかねて）などなど…！
実現できるかはさておき
「こんなことできたらいい
な！」をだしあってみよぜ







【参考】







共有たーーいむ











わ～い☺☺☺


みんないっぱい考えてくれてサンキューウ❤


6/25の理事会で具体的にどうやって


総会を進めていくか決定


それ以降で本格的に始動していくよ～～～～～～







みなさんにお知らせとお願い①
昨年度は総会協力隊というものがありましタ。


去年のやつ
参考程度に！


去年とは状況は違うけど総会運営は
手探りで大変ぽよ～～～～～～～～～～～～～～
25日以降に新旧２役と一緒に動いてくれる人募集！
【事前活動（情宣）をひっぱってやりませんか！！】
かんがえておいてくだぴぴぴぴぴぴぴｐ！


んげえええええええ
今年もつくりたい！！！







ほんでヤナ。来週のオンライン部会のことなのですが


こないだ回生別でも話してもらったと思うねんけど「引退」どうするよってなってまして。


新旧２役で会議してたとき、２・３回交えて話したほうがいいよねってなりましてん。


企画も全然できてない中で２回生がこれからやってく不安もあるし３回生もどうしたいかそれぞれあるし！


引退するのはえーけど新入生の交流企画もやらな部員もおらんのでは？って感じやん。


だから２・３回生で話して、ちゃんと共通認識を持ったうえで引継ぎしていかなあかんと思いまする。


何回も話す機会もうけてはいるけど


自分は引退＆代替わりについてどう思ってるかを真剣に考えた上で来週お話してほしみ！これが最後ね！


みづらいなこれ！？？？？？？☺☺


みなさんにお知らせとお願い②


宿題①総会協力隊参加するかしないか考えておく
宿題②引退＆代替わりのことでどうしたいか自分なりに考えておく





Ryotaro
添付ファイル
奈良県立大学生協「総会学習会第２回」.pdf
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2021年度の総会・総代会に向けての
モデルスケジュール

学生委員会での総会・総代会学習会

<龍谷大学生協 総代会学習会>
総代会の運営を経験した上回生が中心
となり、2月の合宿で行われました。
「なぜ総代会を行うのか」や、総代会ハン
ドブックを用いて「年間を通した総代活動
について」考えました。
また、先輩がどのような想いで総代会を運
営していたかという「想い」の部分について
も確認しました。
先輩の想いを引き継ぎつつ、総代会づくり
のスタートを切ることができたのがポイント
です。
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2021年度の総会・総代会に向けての
モデルスケジュール

議案書ダイジェスト 事例紹介
大阪大学生協「議案書ダイジェスト」
文量が多く、内容も難しい議案書だけで

は、総代会で扱う内容を学生総代に正しく
理解してもらうのは難しいかもしれません。

内容を理解し、自分事として考えて参加
してもらいたいという想いから、学生委員が
イラストや図表を使って議案や総代会を説
明する議案書ダイジェストを作成しました。

▼詳しくはK’sNEWSをチェック
クリックでksnetに飛びます

https://ksnet.u-coop.net/news/2020/07/ksnews-vol030.html
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2021年度の総会・総代会に向けての
モデルスケジュール

総会・総代会 事前企画

奈良女子大学生協「事前説明会」
総代のLINEグループを作成し、LINEのLive
機能を使用して15分程度で事前説明会を行
いました。説明会後には、内容の確認クイズと
生協への意見募集のアンケートをとりました。
総代から寄せられた意見はグループのノートにま
とめ、共感した意見にはスタンプを押したり「自
分はこうしているよ」というコメントをできるように
していました！
オンラインでも、誰かが出した意見に対して共感
やたすけあうことのできる工夫です◎

富山大学生協「総代王」
生協や共済に関する理解を深めるとともに、新
入生同士の交流の場として総代を対象に
ZOOMでクイズ大会を行いました。
なんと新入生総代の52名が参加！
クイズ大会形式にすることで、より多くの新入生
総代に興味を持ってもらう工夫です！

当日資料はこちら
（ ）

当日資料は
こちら（ ）




事前説明会


〜生協って？総代って？〜







総代なってくださって


ありがとうございます







目次


•生協について


•総代の役割


•総代会について


•意見募集







生協について







総代について説明する前に…







誰が運営してるの？？


どんなしくみで運営されているの？？


よくわからないなぁ…







大学生協とは？


・大学生協は「大学生活協同組合」の略で、


数ある「協同組合」の一つ


・利用者の一人ひとりがお金（出資金）を出し合うことで、


生協に加入して組合員となり、協同で運営・利用する組織


ジョシカカード



https://twitter.com/nwu_windy/status/1245332679073001472/photo/1





大学職員 お店の職員学生ちなみにお店の人も


組合員！


生協のしくみ（奈良女子大学の場合）


食堂・購買・カフェなどの


生協運営のお店


商品
サービス


出資金


みんな組合員







生協の目的


利益を上げること


組合員のよりよい生活を実現すること







〜生協は組合員の声をもとに活動することを大切にしています〜


本当なら、生協の運営や活動について、


組合員全員で話し合いたい、意見を聞きたい


でもそれは難しい。。。







生協運営をよりよいものにするために、


生協組合員の代表として総代会に出席してもらう


→生協に代表として直接意見を言う場がある


そこで、組合員かつ総代のみなさんに…







総代について







総代の役割


•議決権を持つ


•任期は１年


２年目以降継続可能


•参加行事


・総代さんお茶会（春・秋）（今年は未定）


・総代会


→生協に興味を持つきっかけになってほしい







総代会について







総代会とは


①生協がどのように運営されているのかを知り、


その運営や活動について意見を提案する


→組合員の声が直接届けられる場


②よりよい大学生活を実現するために、どうすればよいかを


みんなで考え、みんなで決定する


→議案を議決する場


総代会は年１回開催しよう！ By生協法







まとめると…


総代会とは、


生協の運営や活動の方針を決める場であり


つまり


生協の最高議決機関







総代会の様子


〜総代会の大まかな流れ〜


・生協の決算、予算、


定款やビジョンなどの議案


・討論（分散会）


・役員選挙


・交流会







！生協に意見をください！


いただいた意見は後日まとめて共有します


※締め切り６月１７日







ありがとうございました





Ryotaro
添付ファイル
総代事前説明会ppt.pdf








司会自己紹介


自己紹介用スライドある場合はそれを挿入してこのスライドは
消してね！







これから皆さんには大学や、総代にまつわるク
イズをしてもらいます。
同じグループの総代と協力して
全問正解目指しちゃいましょう！！！







今日の予定ああああ


１７時０５分～ああああ


１９時００分あああ
あ







６月７日（日）


１


２


３


４


５


自己紹介


総代クイズ


生協クイズ


共済クイズ


雑談タイム


17:05 ～ 19:00







それでは・・・
ブレイクアウトルームへ、レッツゴー！！！


いってらっしゃい
だにゃぁ！！！







NOW LOADING・・・







それじゃあクイズを始めよう！！！
と、言いたいところだけれど、みんな
多分初対面だし、話しにくいよね～


ってことで自己紹介しましょう！！！











ルール説明
１．最初の人（GL）から自己紹介を
していきます。


２．次の人は、前に自己紹介した人の名
前の最後の文字から自己紹介を始めてく
ださい。







例えば…
丸橋くんが自己紹介をしました。


↓
丸橋くんの名前は
まる ばし なお き


丸橋直生 なので…







次の人は「き」から自己紹介を
始めてください！


自己紹介した人は、次に自己紹介する人
を指定してね！


（例：昨日カレーを食べた○○です！
よろしくね！）


みたいな感じで







それではよーい、







自己紹介は出来たかな？
それじゃあクイズにいってみよう！


クイズの答えは総代同士で
はなしあって出してみてね！







総代クイズ







Q 富山大学のシンボルマークは
次のうちどれでしょう







答えは２です







Q 富山大学で撮影が行われた映画は
どれでしょう







答えは４です







１


３


２


４


BiSHDISH


秋山黄色 緑黄色社会


Q 音楽番組「Uta-Tube」の撮影で富山大学に
来たアーティストはどれでしょう







１


３


２


４


BiSHDISH


秋山黄色 緑黄色社会


答えは２です







Q 今年度の入学者数は何人でしょう？


1


約1400人


2


約1600人


3


約1800人


4


約2000人







答えは3です


1


約1400人


2


約1600人


3


約1800人


4


約2000人







生協はみんなで運営・利用する組織


1つの学年で1800人いると・・・


→学生全員の意見を聞くのが難しい







総代は


組合員の代表となって大学生協へ要望を伝えます


大学生協


要望







つまり総代の役割とは・・・？


組合員の想いを代表して


生協に届けること







そして総代の役割はもう一つ！！


総代会に出される議案の


議決に参加すること







さらに！！！


総代の人は総代活動に


参加することができます！！







総代活動とは・・・


•総代同士の交流を通して生協について


詳しくなってもらいたい


•総代同士の仲を深めてほしい


という想いから企画されています







去年の総代活動からクイズ


去年の総代活動の紹介に併せて


いくつかクイズを出します！！







4月 焼き立てパンNO.1 決定戦


生協店舗で販売している
焼き立てパンを試食して
一位から三位まで決めます


みんなで仲良く切り分けて食べるので
総代の人と楽しくパンを食べることが
できると思います！







Q 去年の焼き立てパンNo.1決定戦で


一位になったパンはどれ？


ガトー抹茶
クリーム


カンツォーネ


プリンタルト


ベーコンポテト
クロワッサン


１ ２


３ ４







答えは４です


ガトー抹茶
クリーム


カンツォーネ


プリンタルト


ベーコンポテト
クロワッサン


１ ２


３ ４







5月 UNIVトーク


大学生活を送って思ったことや
理想の大学生活について話し合います


総代会で提出する意見に
ついても考えます







5月 プレ総代会


実際に総代会の資料を使って
総代会について学びます


総代会もこれでバッチリ！！







5月 総代会


総代の
メインイベント


総代会で生協に
直接意見を
伝えることが
できます







Q 総代会での意見で「デポ丼の移動販売車が食堂前にあるため
食堂の入り口付近が混雑する」という意見がでました。この結果
デポ丼の移動販売車はどこに移動したでしょう


食
堂 学生会館


共通
教育棟


黒田
講堂


AZAMI


図書館


元の位置
1 2


3







答えは１です


食
堂 学生会館


共通
教育棟


黒田
講堂


AZAMI


図書館


元の位置


1 2
3







Q 総代会ではあるキャラクターが登場します。
そのキャラクターの名前とは何でしょう


1 うさみ ２ とみみ


３ 富山太郎 ４ 富山花子







答えは２です


1 うさみ ２ とみみ


３ 富山太郎 ４ 富山花子







総代のことが分かったかな？







おまけ







Q 総代があるのはどれでしょう？


1


茶道


2


合気道


3


テコンドー


4


日本舞踊







答えは２です


1


茶道


2


合気道


3


テコンドー


4


日本舞踊







総代とは・・・・


・協同組合・信用組合・相互会社などで、
組合員・社員を代表するもの。


・その関係者全員を代表する人。
デジタル大辞泉より







ここでちょっと息抜きがてら
ふつうのクイズ！







私は誰でしょうクイズ～！







ルール説明


・今からお題に関するヒントを言います


・みなさんはそのお題が何なのか当てて
ください


・「誰でしょう」クイズですが、答えが
人じゃないこともあります







準備はいいですか？







それでは始めましょう！







Q1.


ヒント１：私は出世魚です


ヒント２：富山県の郷土料理に
使われています


ヒント３：冬が旬です







～Thinking Time～







正解は…


「ブリ」 でした～！







Q2.


ヒント１：私の相棒は人間です


ヒント２：私の体は黄色です


ヒント３：私は（一応）ネズミです







～Thinking Time～







正解は…


ピカチュウ


でした～！







ヒント1：私は富山県出身です


Q3.


ヒント2：私の身長は
2メートル以上あります


ヒント3：私はバスケが上手いです







～Thinking Time～







正解は…


八村塁（選手）


でした～







皆さん
こんにちは！







生協クイズの時間です！







それでは
問題へまいりましょう







第1問


富山大学にある
学内コンビニの
名前は？







③AZAMI


①Tulip ②Rose


④SUISEN







正解は…







①Tulip
（チューリップ）







コンビニ（Tulip)


営業時間


8時30分～18時30分（平日）


お弁当やおにぎりが買える。


毎週水曜日はアイスの日！







ちなみに・・・


④のSUISENは
杉谷キャンパスにある
コンビニの名前だよ！







次はTulipについての
問題です！


Tulipにはアイスが安く買える
「アイスの日」という日が
存在しますが…







さて、このアイスの日
どのくらい安く
アイスを買うことが
できるでしょうか？


第２問







①3割引き


②半額


③30円引き


④無料







正解は…







① 3割引







ほかにもいろんな
事業があります







食堂（五福）
営業時間


8時～20時（平日）


11時～13時（土曜日）


基本的には丼、麺ものと


定食から選べる。


安くておいしい！（ここ重要）







•喫茶(AZAMI)


•書籍


•購買


•生協カウンター







第３問


AZAMIでは限定パスタ
を食べることが出来ます。
さて限定何食でしょう？







①15食 ②20食


③25食 ④30食







正解は…







②20食







第４問
皆さんの学生証には、
3つの電子マネー機能が
あります。
1つ目はecomyca
2つ目は生協電子マネー
さて残り1つは？







①ディッシュペイ


②ミールチャージ


③ミールペイ


④ディッシュチャージ







正解は…







②ミールチャージ







•保護者が入金する電子マネー。


•食費専用の電子マネーで、食事にのみ
利用できる。


ミールチャージ







ecomyca(エコマイカ）


•路面電車などに使える電子マネー


•生協の購買または路面電車の中の機械で
チャージできる







生協電子マネー


•言ってしまえばただの電子マネー。


•学生自身がチャージする。


•お金を持ち歩かなくていいから便利！







第５問


ミールチャージで
買うことができないものは
次のうちどれ？







①お弁当


②野菜ジュース


③カップラーメン


④焼きたてパン







正解は…







③ でした～
※カップラーメンやお菓子(ポテチなど)は
買うことが出来ません







第６問


大学生協では電子マネーの
残高がわかるスマホアプリを
配信しています。
さて、そのアプリの名前は
なんでしょうか？







①Suica(スイカ)


②Unico（ユニコ）


③ICOCA（イコカ）


④Tomimi(とみみ)







正解は…







②でした～







Ｕnicoでは生協店舗の
営業時間の確認や、
電子マネーの残高確認
が出来るよ！！！







生協クイズ終了～！







生協のお店や電子マネーに
ついて知れたかな？







ここでちょっと休憩～
フル回転させた脳を休めてね～
雑談しててもいいよ！！！
（10分くらいかな）







それでは次のクイズへGO！







共済クイズ







・○か×で答えてね


・全部で７問あります


クイズのお時間ですー







このキャラの名前は


たぬぬだ


Q1.この文章は正しい？







このキャラクターの名前は


たぬぬだ


→正解は×


名前はタヌローです


よろしくね！


Q1.この文章は正しい？







性 別：おとこ
資 格：共済推進委員
好 物：CO-OP牛乳、パワー丼
口ぐせ：気軽に相談してね
苦 手：ダイエット
出 身：日本のどこかのもり
職 業：たすけあい
身 長：50㎝～3m（加入者数で変わる）
性 格：やさしい
特 技：飛行、クロスワードパズル
彼 女：タヌリーヌ（しっかりもの）


タヌロー







学生総合共済とは


ケガや病気など、
大学生活の「もしも」に備える


学生どうしのたすけ合いの制度







学生総合共済のしくみ


学生総合共済


給付







学生総合共済は精神疾患
にも対応している


Q2.この文章は正しい？







学生総合共済は精神疾患にも


対応している


→正解は○
精神疾患に備える


こころの早期対応保障があります


Q2.この文章は正しい？







学生総合共済


精神疾患
にも対応


例えば…







学生総合共済は国内外を


問わずけがや病気を保障する


Q3.この文章は正しい？







学生総合共済は国内外を問わず


けがや病気を保障する


→正解は○
留学先や旅行先の万が一も


保障します


Q3.この文章は正しい？







学生生活無料健康相談テレホン


一人暮らしで困ったことや、からだと
こころに関する悩みに専門の相談員
が答えてくれる！！！







学生生活無料健康相談テ
レホンは保護者も利用す


ることが出来る


Q4.この文章は正しい？







相談テレホンは、保護者も利用


することができる


→正解は○
24時間365日


無料でお使いいただけます


Q4.この文章は正しい？







学生総合共済


学生生活無料
健康相談テレホン
（保護者も利用可）


国内外問わず保障







共済の想い


①安心安全で健康な大学生活
を送ってほしい！


②もしものことがあっても、


学業継続をしてほしい！







学生賠償責任保険


他人の身体や財物などに対する
賠償責任に備える保険


共済とあわせておすすめしている保険







学生賠償責任保険


例えば…







学生賠償責任保険に


示談交渉サービスはない


Q5.この文章は正しい？







学生賠償責任保険に


示談交渉サービスはない


→正解は×
被保険者と相手の同意が得られた場合、


保険会社が示談を引き受けます


Q5.この文章は正しい？







付き


学生賠償責任保険







就学費用保障保険


扶養者のもしもに備える保険











学生総合共済のメリット


①２４時間３６５日国内海外問わず保障
②学内で手続きできる
③無料相談テレフォン
④少ない掛け金で大きな保障
⑤病気・事故の予防提案
⑥制度改善を行って、よりよいものに







給付申請の手続き方法


各キャンパスの
生協窓口へ！







五福 ⇒


杉谷


高岡 ⇒


生協総務部


⇒杉谷購買内の
カウンター


高岡購買内の
カウンター







共済の想い


①安心安全で健康な大学生活
を送ってほしい！


②もしものことがあっても、


学業継続をしてほしい！







共済クイズ終了！







これにてクイズは終了！
GLから指示があるまで雑談しててね！
GLの先輩に聞きたいことがあれば
聞いても大丈夫だよ！！！







おかえりなさーい！！！


おかえり
だにゃぁ！！！







これにて総代王終了となります！
楽しんでくれたかな？







次回の総代活動は・・・


6月10日（水）プレ総代会


理想の大学生活について話し合ったり、
総代会で出す意見についてはなすよ～







新入生部会！！


黄色いジャンパーを着た人たちを見たことはないですか？
そんな、黄色いジャンパーを着た人たちについて


知ることができる企画です！
少しでも興味がある人は来てみてください！
サークル選びの一つの選択になれれば幸いです


開催日時：6/13（土）14（日）


詳細は後日Twitter、Instagram
または、学生委員会の先輩まで！


総代の勧誘をしたのは
黄色のジャンバーの人たち


（学生委員会）
だったはず、、







今日の総代活動はこれにて終了！
ご参加ありがとうございました！


（このあとちょっとした雑談会をやるから
よかったら参加してね！！！）





Ryotaro
添付ファイル
富山大学生協「総代王」.pdf
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2021年度の総会・総代会に向けての
モデルスケジュール

総会・総代会 事前企画

京都教育大学生協「総代会議」
2020年度、京都教育大学生協では総代のほとんどが
新入生でした。そこから、生協や総代会について知らない
のではないかという学生委員の気づきから、例年以上に
運営参加の工夫がつまった総代会議を実施しました！

✓昨年度の総代会で実現したことを報告
✓ひとことカードを実際に記入
✓店舗の利用方法の紹介
✓購買で販売するパンの人気投票

▼詳しくは関西北陸ブロック事例集をチェック
クリックでksnetに飛びます

https://ksnet.u-coop.net/block_info/2_1.html
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2021年度の総会・総代会に向けての
モデルスケジュール

総会・総代会 当日企画

京都橘学園生協「分科会」
COOP菓子や白バラ商品の試食＆POP作
り、食堂の新丼メニュー考案会を分科会にて
実施。商品の魅力を見つけて手書きPOPを
作成し、実際に店舗に掲示。また食堂で食
べてみたい丼ものをイラストや文章で考案し
た。総代同士が交流しあい、実際に店舗に
携わる機会を設けました！

龍谷大学生協「分科会」
防災系・学びと成長・店舗・健康系（健
康・交通・共済）・メニューコンテストという多
彩な分科会を設置。防災や食生活、自転
車のルールについて学習会をしたり、店舗に
ついて知ってもらったりする分科会を実施しま
した。
また、オリジナル商品の考案やPOP作り、どん
なお店がいいか
というヒアリングも
行い、総代とと
もにお店作りを
することを意識
しました！
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2021年度の総会・総代会に向けての
モデルスケジュール

理事監事研修会資料

★「理事監事のみなさん、自分の役割を把握
できていますか…？」

コロナの影響を強く受け、大学生協の経営や
運営が厳しい状況です。そのような状況下では
特に、大学生協の運営を決める理事会や総会
総代会は非常に重要な場になっています。
この間、理事会での意見で食堂の営業方法

やコロナ対策を変わったという会員もあります。

ぜひ理事監事研修会の資料を見直して、1
人の学生として理事会で活発に意見を伝えて
いきましょう！

(↓理事監事研修会の資料はこちらから)
クリックでksnetに飛びます

https://ksnet.u-coop.net/block_info/post_44.html
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2021年度の総会・総代会に向けての
モデルスケジュール

総会・総代会ハンドブック

総会・総代会ハンドブックはこちら→

総会・総代会についての説明から、理想の総
会・総代会まで掲載されています。全国の実際
の事例も載っています。

学生委員会内や総代への学習会の実施の際
や、総会・総代会本番に向けた準備をする上
でのコンプライアンスチェックなどにお使いくださ
い！




総会・総代会
ハンドブック[ ]


全国大学生活協同組合連合会
全国学生委員会


総会・総代会を軸として


年間を通じた組合員の運営参加を


広げていくために…







総会・総代会ハンドブック 2020 
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はじめに 


はじめに 
 


  


◆「大学生協のお店ってもっとよりよくできませんか。」 


私が参加したある総代会で、一人の総代が発言しました。その発言を聞いた別の総代は、大きく共感し「私


はこんな生協のお店を作りたい！」と自分が作りたい生協を語り始めました。すると、次々に参加している総


代が声を上げ始めました。こうして総代や組合員同士が自分たちの作りたい生協について語り合い、そのため


にどんなことができるか話し合うことで、自分たちの手で自分たちの生活をよりよくするために必要な「わた


したちの生協」を作ることができます。 


組合員同士のコミュニケーションが大学生協を作っていきます。組合員や総代一人ひとりが自分たちのキャ


ンパスライフにおける課題や願いを伝え、その実現のために必要な「わたしたちの生協」を一緒に作っていく


場として、総会・総代会を軸とした組合員の運営参加の場が広がることを期待しています。 
 


◆「民主主義の学校」として組合員の学びと成長を作っています！ 


大学生協はキャンパスというコミュニティの中で、「民主主義の学校」としての役割を果たしています。協


同組合は民主主義を価値とした組織であり、大学生協にも組合員や総代が民主的に意思決定する仕組みが備わ


っています。総会・総代会をはじめとした運営参加の場を通じて、自分たちが声を上げることで生協を変える


ことができる体験ができます。この体験は、次の運営参加への意欲につながると同時に、民主主義や声を上げ


る重要性を学ぶ機会にもなります。総会・総代会を軸とした組合員の運営参加の場は、社会参画のきっかけと


して学びと成長の機会になると同時に、よりよい社会を作る小さな一歩にもなっていると言えます。 
 


◆激変する時代だからこそ、より一層運営参加の機会を広げていきましょう。 


2020年春から世界的に猛威を振るう新型コロナウイルスの影響で、私たちの大学生活は一変しました。キ


ャンパスに通うことができない、人と人とが直接会うことができない状況が続いています。そして、社会が大


きく変わる中で組合員の「暮らし」や「学び」は様々な危機に直面しています。さらに大学生協にとっても、


これまでとは異なる事業環境の中で深刻な経営問題に直面しています。 


本誌では、こうした厳しい状況の中でも、創意工夫を凝らしながら生み出された運営参加の取り組みを紹介


しています。これらの実践を通じて、組合員の生活が激変する状況だからこそ、総代や組合員のリアルな生活


実感や願いを基に取り組みを作っていくことがより一層重要であることを再認識することができます。激変す


るキャンパスコミュニティの中で、組合員や総代同士が自分たちの実感に基づいて「わたしたちの生協」をつ


くっていく営みこそが、大学生協の発展と大学の魅力づくりにつながります。 


そのキッカケを作るのはあなたです。本誌を活用いただき、理事や専務・生協職員・学生委員が手を結び、


組合員や総代が一緒に大学生協について考える場を作ってみませんか。総代や組合員が活発に話し合い、新し


い大学生協を作っていくチャレンジをともに楽しみましょう！ 


2020年 8月末日 


全国大学生活協同組合連合会 


2020年度全国学生委員長 矢間裕大 
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第 1章 


総(代)会の役割と位置づけ 
 


 


 


この章では大学生協が「なぜ総(代)会を開催しているのか」を知るとともに、大学生協が「誰の手によっ


て」「どのように運営されているのか」を確認します。各地域で実施されている「春のセミナー」（新入学


生委員を対象にした、生協や学生委員会がどういった組織なのか理解してもらうためのセミナー）に参


加した人や、中には毎年２月に実施される「組合員活動研修セミナー（通称：組研）」に参加して、生協


についてはある程度理解できている人も多いかもしれません。その場合は読み飛ばしてもらっても構い


ません。最初はなんとなく、「確かに生協ってこんな感じだなぁ」程度の理解度で読み進めて大丈夫です。


ハンドブックを最後まで読みきった後、もう一度この章を見返した時に改めて気付くことがあるかと思


います。 
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第 1章 総(代)会の役割と位置づけ 


Ⅰ. 生協ってなに？ 
 


生活協同組合は、自分たちの生活を自分たちの手で守るためにお金を出し合い、そのお金で商品を仕入


れて安く分け合うところから始まりました。自分たちのお金を出し合ってつくり、自分たちの力で運営


していくのですから、みんなの意見を大切にすることは、生協の運営の根本です。 


 


● 生協は人と人との組織                           


 生協はご存知の通り、店舗を持ち事業を行い、生活を守るさまざ


まな活動も行っています。「より良い商品をより安く」「より良い生


活と平和のために」など、自分たちの生活をより良くしたい！と願


う人たちがお金（出資金）を出し合い、自分たちのためにさまざま


な活動をしていく組織です。生協は出資者（所有者）と経営者と利


用者が一致し、人と人とのつながりで成り立っています。また、利


益を追求するために活動しているわけではないので、何かしらの理


由で（大学生協の場合は、大学を卒業する時に脱退することが多い


です）組合員が生協から脱退する時は、最初に出してもらった出資


金を全額返還1しています。 


 


 


● 組合員の参加こそ生協の力                       


 各生協では、一人ひとりの組合員の願いや生活背景に着目し、組合員とともにその願いを実現してい


く活動が進められています。その結果、自分の願いを生協のとりくみや店舗を通じて実現することがで


きた組合員が「自分の願いを取り入れてくれて嬉しい」「生協にかかわって、新しい仲間ができた」「もっ


と生協にかかわりたい」など、生協にかかわることに喜びを感じ、生協への信頼感を持つようになってき


ます。また、多くの組織委員や生協役職員は商品そのものや、事業活動を通じて組合員の願いや生活に接


することができ、願いの実現に貢献できたと実感した時に、「もっと組合員の願いや生活に接していきた


い」と感じることでしょう。 


 


  


 
1 正確には、大きな赤字（債務超過状態）となった時など、一部または全額返還できなくなることもあり得ます。「利益


を追求する」組織ではありませんが、だからといって赤字を出し続けるような活動となってはいけませんよね。 
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Ⅱ. 組合員 
 


● 自分たちの生活をより良くするために                    


上記でも述べましたが、生協は自分たちの生活をより良くしたい！と願う人たちがお金（出資金）を出


し合い、自分たちのためにさまざまな活動をしていく組織です。その、お金（出資金）を出して生協に加


入した人のことを「組合員」と呼びます。 


大学生協の場合、組合員は学部生だけでなく院生・留学生・教職員など様々な立場の組合員が存在しま


す。何度も言いますが、生協は自分たちの生活をより良くしたい！と願う人たちがお金（出資金）を出し


合い、自分たちのためにさまざまな活動をしていく組織ですから、学部生だけでなくそういった様々な


立場の組合員の声を生協の運営や活動に反映させることが大切です。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


✒コラム：東日本大震災の時のお話 


 とあるきっかけで筆者(初版)が福島を訪れた時に、東日本大震災の時のお話を JA（農業協同組合）


の方に聞きました。 


震災が発生した当時、「原発事故の関係で福島の野菜や生鮮類が汚染されているのではないか」とい


う風評被害が多くあったそうです。しかし、検査をして安全なことが確認された食材を JA が生産者


から入荷し、店舗に並べたそうです。すると組合員のみなさんは「JAさんが売っているなら、安心し


て買えるわ」と、食材を購入していったそうです。 


これは、日頃から「組合員のため」に活動し、それが組合員に伝わっているからこそだな、と筆者


は感じました。このお話から、私たちが大切にすべきことを改めて感じました。 
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Ⅲ. 生協の組織 
 


● 生協の仕組みはなぜ必要か                       


 生協は組合員が運営するものですが、人数が多くなると、あらゆる事項を全員で集まって相談して決


めたり、さまざまな業務を組合員だけで分担して実行したりするのは難しくなります。そこで、意思決定


に責任を持つ係を決めたり、組合員が生協運営に参加できたりする「仕組み」が必要になりますし、決め


たことを実行するための「仕組み」が必要になります。生協の仕組みの大枠は生協法で定められており、


具体的には、生協法に沿って個々の生協が定める定款（ていかん）・規約などによります。 


 


● 生協の仕組み                             


 生協の最高議決機関を総会（または、総代会）といいます。最高議決機関とは、今後１年間における生


協の活動の大枠を決める場となっています。つまり、そこで決定されたことに基づいて１年間の活動を


していくため、「最高」の意思決定権を有する場となっています。組合員数が 500名以上の場合には、組


合員の中から総代を選出し総代会を開くことができます。総代会制をとる生協の最高議決機関は総代会


になります。総(代)会では定款で定められているとおり、その生協の一年間の事業報告・決算と事業計


画・予算を決定するほか、理事・監事という役員を選出します。総(代)会で選出された理事で構成される


理事会は総(代)会で決定した事業計画に基づいて日常的な生協の運営を行います。 


総(代)会で選出された監事は、理事会の日常活動が定款や総(代)会決定に基づいて正しく行われてい


るかなどをチェックします。理事会で決定されたさまざまな組織活動・事業活動を具体的に実践してい


くときに、重要な役割を担っているのが組織委員会や生協職員です。 
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第 1章 総(代)会の役割と位置づけ 


Ⅳ. 総(代)会 
 


● 総(代)会は生協の最高議決機関                     


 総(代)会は生協の意思決定のための最高議決機関です。事業年度に１回以上開催することが生協法


や定款で決められており、定期的に開かれる総(代)会を通常総(代)会といいます。通常総(代)会では、過


去１年間の事業報告と決算の承認、新年度の事業計画・予算の決定や、生協を運営する役員（理事・監事）


の選出などを行います。 


また、通常総(代)会のほかに、理事会が必要と認めた場合や、所定の人数以上の総代（総会制の場合は


組合員）が開催を求めた場合などは、臨時総(代)会を開くことができます。また、定款に定める特別な事


態が生じたとき、監事が招集することもあります。 


 


 


● 総(代)会を成功させるために                      


総(代)会の招集や当日の運営は生協法や定款および規約に定められた方法で行う必要があります。年 1


回の会議をルールに沿って正確に運営することは、生協法や定款および規約を遵守して生協を民主的に


運営する上で重要であり、手続を重んじる会議運営のあり方を総代等が学生時代に経験できることも、


大学生協が果たすことができる役割の一つです。 


 しかし、せっかく時間を割いて総(代)会に参加してもらうわけですから、必要な手続を守りながら、参


加者が「参加してよかった」「生協の運営に私も参画している」と実感できるような運営を心がける必要


があります。専務理事や学生委員長が「形式的に成立させさえすればいい」と考えていたり、議案提案に


あたり議案書に書いてあることを長時間かけて読み上げたりするような運営をしていては、「総(代)会は


つまらない」という印象につながり、参加者が減り続けることにもなりかねません。 


 多くの会員生協では、総(代)会への総代・組合員の参加を増やし、たくさんの声を反映できるように、


さまざまな工夫をしています。ダイジェスト版の議案書を作成して、事前に総代・組合員に配ったり、そ


の議案を事前の総代会議や総代交流会で議論したりすることを大切にしている会員生協もあります。さ


らに、総(代)会当日の運営にあたり、パワーポイントなどを使って分かりやすく報告・提案したり、理事


会を代表して学生委員長が学生に伝わりやすい言葉で報告・提案したり、小グループを作って討論しや


すくするなど、楽しく、参加しやすい雰囲気作りをしている生協もあります。総(代)会で決定したことや


決定の過程で出てきたさまざまな意見を、参加できなかった総代・組合員に分かりやすく、詳しく知らせ


ていくことも大切です。 
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✒コラム：ひとことカードじゃだめなの？ 


 総(代)会は、いわゆる「ひとことカード」とは異なり、組合員同士、それから理事がお互いに


顔を突き合わせ、議案について話し合った上で議決することに意味があります。総(代)会の目指


すところはただ「議案を議決すること」だけではなく、議案に組合員の生活実態を取り入れて深


め、「より良い大学生活を実現するにはどうすればよいか考え、みんなで決定する」ところにあり


ます。 


大学では学部生の他に、院生・留学生・教職員といった様々な生活実態を持つ組合員が生活し


ています。さらに言えば、学部生の中でも文系の学部と理系の学部では全然生活実態が違うでし


ょうし、自宅生か下宿生かでも生活実態は変わってくるはずです。生活実態が異なれば、大学や


大学生協に求めるものも変わってきます。そうした様々な生活実態を持つ組合員が一堂に会し、


自らの生活実態に基づく意見を述べ、同時に他者の生活実態に理解を示すことにより、学内の全


ての組合員にとってのより良い大学生活をつくり出すこと、それが総(代)会の目指すところです。


これは、書面議決書で一方的に意見するだけでは実現しません。 


よって、総(代)会の目的は「より良い大学生活を実現するにはどうすればよいか考え、みんな


で決定すること」であり、そのために「組合員（総代）同士の話し合い」が必要であることがわ


かると思います。 
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第 1章 総(代)会の役割と位置づけ 


Ⅴ. 総代 
 


● 総代は組合員の代表                          


総代は生協の最高議決機関である総代会に出席し、生協の方針の決定に参加します。総代は日常的に組


合員の声・要望を生協運営に反映させ、また総代会や理事会の方針を組合員に伝える役割を持っていま


す。 


総代に関して必ず整えなければならないことは、「組合員が総代になろうとしたときに、その機会が保


障されること」です。総代立候補受付の公告を行い、そのことに関心を持つ組合員が希望すれば立候補で


きる方法が備わっていなければなりません。総代が定款や総代選挙規約に基づかないで就任していた場


合、その状態や程度によっては、総代会の有効性まで否定されかねません。また、総代は全学の幅広い構


成員から選出されることが期待されます。総代は学部・クラス・職場等の単位を基盤として理事会が定め


た選挙区から選ばれるのが普通です。 


総代活動を進めていく上で重要なことは、一人ひとりの思いや意見を大切にして取り組むことです。日


常的に総代を対象とする会議を設けて「総代の思いを実現する場」・「実現のためのつながりを広げる場」


としたり、総代に意識的に情報を届けたりするなどの方法があります。学生委員会や店舗等で何らかの


催しや新学期活動等を進める際に、意識的に総代にも呼びかけてみることも有益です。これらの活動に


かかわり、コミュニティを充実させていく主体として活躍することで、もっとこの集団で何かやってみ


たいという意欲が高まっていきます。 
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✒コラム：どうして総(代)会を開かないといけないの？ 


 大学生協は少なくとも年に一回、総(代)会を開かなくてはならないということが「生協法」という


法律で定められています。また、「どのように総(代)会を運営するのか」ということが、各生協の「総


(代)会運営規約」や「定款」に定められているのです。 


 「定められているからやらなくちゃいけないなんて、面倒だなあ」と思った人もいるかもしれませ


ん。しかしこれらのルールは、生協の理念をもとに「生協が生協らしくあるように」と、生協を設立


した人たちの想い2が込められたものなのです。ここではとある大学生協の定款の中の一文を紹介し


ます。 


「理事及び監事の半数以上は、学生、院生組合員でなければならない」 


学生・院生が組合員の大半を占めているのだから、当たり前のことじゃない？と思った人もいるか


もしれません。しかし、これは生協設立当時の「組合員の大半を占める学生・院生の声を大切にして


ほしい」という想いがずっと続くように、定款に明記しているのです。 


このように、「総(代)会を開かなくてはいけないと法律に定められているからしなければいけない」と


いうことは間違いではありませんが、その根本には「生協が生協らしく、組合員の運営参加によって


活動」できるように、という想いが込められているのです。素敵なことだと思いませんか？ 


 


 


 


  


 
2 生協は組合員による民主的運営が原則です。これは限られた一部の人たちだけで運営してはならない、ということですから、これを


守るために「年に一回、総代会を開く」などの最低限のルールを決めています。最低限のルールに過ぎませんから、これを守っただけ


で自動的に民主的な運営になるわけではありません。これらのルールを守ったうえで、真に民主的になるように、それぞれの生協で工


夫を凝らすことが大切です。 
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第 1章 総(代)会の役割と位置づけ 


MEMO                                 
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総会・総代会ハンドブック 2020 


 


 


 


 


 


 


 


第 2章 


総(代)会と総代活動 
 


 


 


これから総(代)会を作っていくみなさんは、まず初めに「何から考えればいいのだろう」という疑問にぶ


つかると思います。この章では、どのようにして総(代)会や総代活動を行っていけばいいのかを説明しま


す。重要なポイントは、何のために総(代)会を行っているのか理解し、目標を持って活動することです。


また、当たり前ですが生協職員と協力する事も大切です。  


- 14 -







第 2章 総(代)会と総代活動 


総(代)会と総代参加の取り組みのつくりかた 


 


総(代)会は生協の運営に関わる重要事項を決定する最高の意思決定機関であり、生協法上でも事業年


度ごとに通常総(代)会を開催することが求められている「やらなければいけない会議」である一方、総


代・組合員の多くが集まり、実現していきたい生活・大学生協の姿を直接話し合うことができる場でもあ


ります。また、総(代)会を軸として総代をはじめとした組合員と日常的に関わり、ひとりひとりの組合員


が要望・生活実感を大学生協の場で伝えあうことは、すべての組合員にとって魅力ある事業と組織をつ


くっていくことにつながります。組合員の代表である総代を中心に、大学生協に関わる機会を増やして


いくことが総代活動です。 


 


✒コラム：総(代)会を「生協の姿を学内外に印象付ける機会」に 


―― 組合員だけでなく、大学にも大学生協の存在をアピールするチャンス  


 


 次のような工夫をして、総(代)会という機会を効果的に活用している生協があります。 


○Ａ生協では、「過去１年間で理事会が悩んだ上に判断したこと」・「組合員や大学関係者から寄せ


られた重要な質問への理事会の見解」等を、総代会に書面で報告し、その結果を総代や大学関


係者に１年に１回紹介しています。このなかに、「生協が大学から施設使用料を請求されないの


はなぜですか」・「自動販売機の事業からあがる収益をどのように活用していますか」などの質


問と理事会の見解も掲載して、新しく着任した大学執行部・部課長等にもこの見解を知らせて


います。 


○Ｂ生協では、総代会の途中に試食会・展示会・店舗責任者との懇談会等の時間を設け、総代会


に参加した総代が、生協の魅力を実感したり役職員との距離感を縮めたりできるように努力し


ています。 


○Ｃ生協では、総代会後に総代会の議案書に若干修正を加え、当日の質疑や交流等の様子も含め


て「総代会報告書」を作成し、理事長・学生委員長らが学長・部局長等を訪問して報告したり、


1年間を通じて生協を紹介する冊子として活用したりしています。 
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総会・総代会ハンドブック 2020 


STEP.0 学生・職員が一緒に進めよう！ 


 


総(代)会や総代活動を行っていくにあたり、生協職員と一緒に活動していくことはとても重要です。 


総(代)会と関連する活動を強めていくことは組合員の運営参加を強めていくことであり、多様な要望・


生活実感を反映できるようにしていくことにつながりますが、組合員の運営参加によって「すべての組


合員にとって魅力ある大学生協をつくりたい」と思っているのは学生だけではありません。生協職員の


みなさんも日々の業務での組合員との関わりで「すべての組合員にとって魅力ある大学生協をつくりた


い」と感じているはずです。 


生協職員だからこそできること、学生だからこそできること、協力することでもっと良くなることがあ


ります。学生と職員がいっしょにつくる大学生協を目指していきましょう。 


生協職員といっしょに目標や活動を考える中で、「大学生協をもっと良くしたい！」「もっと組合員の


生活をサポートしたい！」といった生協職員の熱い想いも知ることができると思います。また、総(代)会


の開催は法律などにも規定されており、細かいルールなど学生がすべてを理解するには難しいため、生


協職員のみなさんのサポートも得ながら、キチンとやるべきことはバッチリ行いながらも、総代や組合


員にとって「参加してよかった！」「自分たちの大学生協だ！」と思える総(代)会をつくっていきましょ


う。 


ぜひ、学生委員だけで活動していくのではなく、まずは自分たちが考えていることを専務に話してみま


しょう。そこから生協全体でつくっていく総(代)会と総代活動が始まります。 
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第 2章 総(代)会と総代活動 


STEP.1 学習会の実施＆目標を決める 


 


活動に取り組もう！とはいっても、そもそも総(代)会がどういった位置づけの会議なのか、大学生協に


とってなぜ大切なのか、そして総(代)会を通してどのようなことが実現できるか（どんな可能性を秘めて


いるのか）、活動に取り組む学生委員自身が理解していないと、良い活動には繋がりません。総(代)会担


当の学生委員を中心に、学生委員会内で学習会を実施しましょう！学習の際は、このハンドブックを活


用したり、ブロックの担当事務局の人に相談したりしましょう！ 


 総(代)会について理解すれば、総(代)会が「組合員の運営参加」を実現するチャンスだ！と気づく人も


いるかと思います。ここで大切にしてほしいことは、「総(代)会を無事に終えること＝何事もなく議案を


可決すること」を目的に活動しないということです。大学生協として、学生委員として、この総(代)会を


通して何を実現するのか、目標をもって取り組んでください。例えば、「生協が組合員によって運営され


ていることを実感してもらい、今後の運営参加につなげる」「総代と一緒に活動するきっかけを作る」な


ど、議案の採決だけで終わらない、展望や目標をもちましょう！ 
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総会・総代会ハンドブック 2020 


STEP.2 総代(組合員)を集める 


 


 総代会では、組合員の中から総代を選出する必要があります。新学期に実施する保護者説明会や入学


準備説明会、または新歓企画や大学が主催しているオリエンテーションなどの場で選出を行っている大


学生協がほとんどだと思います。ここで大切にしてほしいことは、（総会制の場合は、組合員に対して）


キチンと生協の仕組みを説明し、総代会の位置づけや重要性、そして総代の役割を理解してもらうこと


です。そうすることで、総(代)会や日々の活動の中で、大学生協への要望を伝えることなどを通じて運営


参加してくれるきっかけとなります。 


また、総代の選出は新入生だけでなく、多様な学部や学年、院生・留学生・教職員など、幅広く組合員を


選出することが望ましいです。 


 


 


✒コラム：総代候補をもれなく整えるのは理事会・組織委員会の大切な役割 


総代に立候補したり推薦すること、定数を超える候補者が出たときに投票等を行なって最終的


に総代を決めることは、組合員の基本的な権利です。また、先輩から引き継いだ生協を後輩にし


っかり継承するために、理事会・組織委員会には、すべての総代選挙区の候補者を整える責任が


あります。 


 生協によっては、「教職員や院生の総代定数が極端に少ない」とか「教職員や院生の総代定数は


設けるものの、候補者を整えられないまま総代会を迎えてしまう」などの例が見られます。こう


した事態がある生協では、翌年の総代会までにぜひ克服するよう、早くから計画的に対策を講じ


ましょう。 


生協によっては、「１年生の総代はおおむね選べるが、上級生の総代をうまく選ぶことができな


い」という例もあります。新学期活動等で多忙を極める４月になってから「総代候補者として推


薦させて（総代になって）」と声をかけるのでは無理がありそうです。ほとんどの生協で、１～２


月などに、新学期活動のために幅広い総代・組合員に呼びかけてさまざまな準備・分担・原稿依


頼等を行なっています。この機会に、「それと、来年度の総代もお願い」ともう一声かけて、３月


下旬頃には「新入生を除く総代選挙区については、総代候補者の見通しがついている」という状


態を作り上げましょう。 
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第 2章 総(代)会と総代活動 


✒コラム：総代になれない者 ―― 理事・監事や組織委員は総代になれる？  


 理事・監事は、法令や定款上は総代との兼任が禁じられていません。総会制の生協で、理事・


監事と組合員との兼任が禁じられていないのと同じです。しかし、理事・監事が総代を兼任する


ようになると、「生協を、組合員の総意に基づいて運営する」という機運が弱まるおそれがあるた


め、多くの生協では規約で「役員は総代を兼ねない」と定めています。このほか総代選挙管理委


員も総代になることができません。組織委員については、特に定めない限り、総代との兼任が禁


じられるものではありません。 


一方、組織委員は「理事会の指示に基づいて生協の業務執行を補佐する」との立場であり、組


織委員が総代の大半を占めるようだと、「これで本当にいいのか」という問題が生じるでしょう。


組織委員の兼任問題は、「100％ダメではないが、兼ねないことが望ましい」という理解のもと、


各生協において適切に取り扱ってください。 
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総会・総代会ハンドブック 2020 


STEP.3 様々な活動をする 


 


 総(代)会に向けて、選出したらあとは総(代)会までなにも関わりをもたないのは、「組合員の運営参加」


につながらず、総(代)会も議案を採決するだけの場となってしまいます。総代や組合員の意見を事前に聞


き取る場を設けたり、POPの作成などの総代活動を通じて大学生協の運営に携わっていることを実感し


てもらったり、事前に総(代)会の議案についての理解を深めるプレ総(代)会を実施したりすることで、よ


り活発な議論ができたり、「大学生協はわたしたちが運営しているんだ！」と実感してもらうことができ


るでしょう。 


 


→さまざまな活動をつくっていくときに意識したいことや具体的に取り組めることは、「総(代)会を軸と


した組合員の運営参加を広げるために目指すこと」（後述）を読んでみましょう！ 
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第 2章 総(代)会と総代活動 


活動に総代・組合員を巻き込む(総代活動) 


 


● 総代活動とは                             


 総代と共に取り組む活動を一般的に総代活動と言います。ここで注意したいのは「総代活動の目的」は


「総代と一緒に活動すること」ではないということです。「一緒に活動することを通して、自分たちの手


で大学生協の事業や活動を、大学生活をより良くするものにしていくこと」が総代活動の目的であると


言えます。2016 年度、66%の会員で総(代)会の前後に総代が集まる場が設けられました。しかし、総


(代)会が終わってからも継続的に総代が集まったり、運営に関わったりできる場を設けられていた会員


はわずかでした。組合員の代表である総代が、日常的に生協の運営へと参加できる機会や場をいかに生


み出すことができるかが、より良い大学生活・より魅力的な大学生協に繋がるポイントとなっています。 


 総代を選出していない「総会制」の生協も、総代にこだわることなく「組合員が運営に参加できる」こ


とを意識するだけで、同じように取り組みを行うことができます。 


 


● やりがい                               


 総代活動を進めていく上で、総代一人ひとりの想いや意見を大切にして取り組むことはもちろんです


が、継続して活動していくためには総代にとっても「楽しさ」や「やりがい」が必要です。試食会や商品


選定を例に出すと、アンケートのようにただ意見を集約するだけではなく、商品のポップを一緒に作っ


たり、選定した商品の売れ行きや組合員の反応を総代にフィードバックしたり、総代が「もっと生協の運


営に参加したい」「もっと何かやってみたい」と思えるような仕組みを作っていきましょう。 


 総代を取り組みに巻き込むことができたら、次は店舗運営や組合員活動のさまざまな場面での関わり


を考え、総代が活躍できる機会を少しずつ増やしていきましょう。総代の役割は総代会への出席だけで


はありません。日常的な運営参加がなされることで、組合員にとってより魅力ある大学生協となってい


きます。また、学生委員会といっしょに組合員へのはたらきかけをしてくれる仲間が増えていくことに


もつながります。まずは上記のような取り組みを定期的に行うこと、そしてその情報を総代と組合員に


しっかり伝えていくことから始めてみましょう。 
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総会・総代会ハンドブック 2020 


総(代)会を軸とした組合員の運営参加を広げるために目指すこと 


※本稿は全国大学生協連の『2020年度総(代)会を軸とした運営参加を広げるための方針』を基に作成しています。 


● 総(代)会を軸として実現したい運営参加の姿               


 この方針では、総(代)会と関連する取り組みについて目指すことを掲げながら、総(代)会を含めた組合


員の運営参加について実現していきたいことを次のように考えます。 


 


 


 


 大学生協における総代(組合員)は、生協の最高議決機関である総(代)会に出席し、生協の方針の決定


に参加する役割を持っています。加えて、日常的に組合員の声・要望を生協運営に反映させ、また理


事会や総代会で決めた方針を組合員に広げる役割も担っています。つまり、大学生協における総代に


とって、総(代)会当日に限らず、年間を通じて・日常的に大学生協の運営に関わる機会を設けること


が必要です。運営に日常的に関わる総代は、組合員自身の声で大学生協の取り組みを作っていけるこ


とを実感し、「自分たちで自分たちの福利厚生を拡充している」という意識、さらには「自分たちの


生協」という愛着を感じるようになり、さらに継続して大学生協に関わるようになると期待されま


す。 


 総代が日常的に運営に関わる機会を設けることで、総代自身の要望や願いを大学生協の運営に反映


できるだけではなく、総代一人ひとりが組合員の代表として、自分に身近な組合員の生活実感を伝え


ることもできるようになります。結果的に、より多くの組合員の願いを持ち寄り、より多くの組合員


が大学生協に要望を伝えられる仕組み・仕掛けを用意できると素敵です。その結果、総代に限らない


多くの組合員が、大学生協の運営に直接的/間接的に関わることができ、大学生協を通じてよりよい


キャンパスライフを実現できるようになります。 


 


総(代)会を軸とした組合員の運営参加に関する取り組みの整理 


本項では、総(代)会を軸とした組合員の運営参加に関する活動を 3つの段階に分けて捉えています。 


 


総代(組合員)が大学生協の運営に日常的に関わることで「自分たちの生協」という愛着を持ち、 


組合員同士が要望・生活実感を伝えあうことで、大学生協を通じてより良い生活を実現する組合員が増やそう 
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第 2章 総(代)会と総代活動 


１．日常的な機関運営と総(代)会に向けた準備                


総(代)会を軸に据えた、組合員の運営参加に関する議論ができる機会を作りましょう！ 


 


 


①大学生協が組合員の運営参加を大切にしていることやその仕組みを、生協全体で学び、考えましょ


う。また、すべての大学生協で運営参加のきっかけとしての総(代)会において実現したいことを明


確にして実行しましょう。 


 より多くの組合員が運営に参加することは、総(代)会当日や総(代)


会に向けた取り組みに限らず、大学生協のあらゆる取り組みにおいて


重要です。特に、総(代)会に向けての準備では、総(代)会に関して学び


考えることが重要ですが、総(代)会を軸とした組合員の運営参加の機


会を作るためには、まず大学生協が大切にしている考え方を学ぶこと


が重要となります。「組合員が大学生協の運営に参加するとはどういう


状態か」「運営参加を実現できる仕組みは何か」といった大切な視点を、


学生委員に限らず、大学生協全体で学び考える機会を作りましょう。 


 また、総(代)会はすべての会員生協で実施されるべき“仕組み”であ


り、組合員の運営参加に関する活動に取り組むためのきっかけ・入口と


も言えます。それぞれの大学生協の状況を踏まえて、すべての大学生協


で組合員の運営参加が活発に実現されるために、「自大学生協で実現し


たい運営参加は何か」「総(代)会を通じて実現したいことはなにか」を


しっかりと議論し、明確にしておきましょう。 


 


    協同組合学習 


大学生協における運営参加につ


いて考える上で、「協同組合」と


して大切にしていることを学習


することが重要になります。 


 


    協同組合原則から 


第 2 原則「組合員による民主的


な管理」や、第 4 原則「自治と


自立」などからも、大学生協が民


主的・自治的な運営をしている


理由が分かります。 


 


    モデル・スケジュールの活用 


総(代)会に向けて、法令上決め


られた期限や期間が存在しま


す。その日程と併せて、いつまで


に・何を・どこで決定するか、計


画を立てておくと理想的です。 


 


  


②大学生協における日常的な意思決定の機会として、理事会での議論を充実できるよう、生協職員と


学生がともに工夫していきましょう。組合員の声が集まり、声に基づいた分析を経て、大学生協が


目指す姿を具体化できる理事会運営を目指していきましょう。 


 大学生協における日常的な意思決定は、総(代)会で選出された理事


で構成される理事会によって行われ、総代会で決定した事業計画に基


づいて日常的な生協の運営を担います。また、理事会が中心となって、


大学生協が目指す方向性や大切にしたいことを具体化し、総代会の議


案として提案する形になります。 


 


    議案書 


議案書の構成は各生協によって


異なりますが、1年間の取り組み


全般と、次の 1 年間で目指す方


向性について分かりやすく記載


されていることが重要です。組


🔑Point 


✓ 職員と学生がともに総会・総代会に向けて話し合い、早期の段階からスケジュールを立てて準備


をする。 


✓ 理事会が中心となって、組合員の声に基づいて、大学生協の目指す姿を検討し議案提案ができる。 


✓ 定款・規約など大学生協としてのルールを学生も職員も把握し、適切かどうかを日常的に確認し


ておく。 
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したがって、日常的に総代の活動や意見を理事会でしっかりと共有し、


様々な視点を持ち寄りながら組合員に寄り添った活動展開ができるよ


うに、理事会での議論を深めることが必要です。また、様々な組合員の


生活実感が集まる場、様々な事業を通じて得られる声が集まる場とい


う理事会の性質を生かしつつ、多くの属性・階層の理事が議論を深める


ことで、より多くの人に共感される大学生協の方針を作ることも重要


な役割です。生協の経営をめぐって立場や経験、知識も違う理事集団が


同じ土俵で話すには、具体的な生活実感を基に率直に議論できる雰囲


気づくりが重要となります。 


加えて、協同組合が協同組合らしく、組合員の声を基に形作られる活動


を行えるように定められた生協法や定款・諸規約を遵守し、適切な形で


コンプライアンスやルールを見直すことも理事会の役割の 1 つです。


組合員の運営参加を支える決まりづくりと運用を日常的に見直す場と


して理事会を活かしましょう。また、理事会で確認された決まりを、必


要に応じて理事以外の組織委員や総代にも理解してもらいましょう。 


合員の生活状況や、理事会での


議論内容など、その内容に至っ


た背景が読み取れる議案書が理


想的な議案書です。 


 


    ビジョンとアクションプラン 


総(代)会では、翌年の事業計画


を提案しますが、加えて中長期


的に大学生協がめざすことを提


示した「ビジョンとアクション


プラン」や「中期計画」を提案す


る場合もあります。これらの中


長期的な計画は、将来的にその


大学生協がどうありたいか理事


会等で深く議論し、総代や組合


員にも分かりやすく整理した内


容になっているものが多いで


す。 


 


    コンプライアンス 


日本語で「法令遵守」の意味。 


 


  


 


２． 総(代)会を運営参加における重要な場として捉える            


年間を通じて大学生協の運営に取り組む総代(組合員)を増やすため、 


大学生協の全体像を理解し、意見できる場として総(代)会を生かしましょう。 


 


 


③総代(組合員)が大学生協の現状と目指す方向性をイメージし、これから実現していきたい大学生協


の姿を直接話し合うことができる場として、総代会(総会)を活かしましょう。 


 総(代)会は生協の運営に関わる重要事項を決定する場であると同時


に、総代・組合員が多く集まり、実現していきたい生活や大学生協の姿


について直接話し合える場です。大学生協の作り手として、一人ひとり


の総代が自身の生活実感に基づいて意見しあうことで、より多くの声


と参加による大学生協の運営につながります。 


 総代・組合員が、これから目指す大学生協の姿を考え、議論できる状


態にするには、議案の理解ができる工夫や、総代・組合員が意見をしや


 


    議案理解のための工夫 


議案書ダイジェストや議案提案


の投影資料を工夫するなどが一


般的。議案を総(代)会前に予め


理解してもらうために、「総代事


前説明会」などを開催し、事前に


議案提案する事例も。 


 


    総(代)会当日の工夫 


全体発言だけではなく、グルー


🔑Point 


✓ 1人 1人の総代(組合員)が大学生協の全体像を理解した上で、生活実感や要望を伝えられる状


態へ。 


✓ 総代会の位置付けを総代が理解し、総代同士が直接議論することで、役割を発揮できるよう工


夫する。 


✓ 総会・総代会への参加を通じて、運営参加の実感ややりがいを持ち、継続的な参加へ発展する


仕掛け。 
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すい雰囲気づくりが重要となります。議案書の構成や議案提案におけ


る工夫や、議論テーマ・協議方法の工夫などを通じて、より総代(組合


員)が考えていることを話し合える、議論し合える総(代)会を目指して


いきましょう。 


プ討議を設けるなど、発言しや


すい雰囲気づくりの工夫は増


加。 


 


④組合員が総代の役割や総(代)会の位置づけについて理解し、総代としてのやりがいを実感できるこ


とで、運営に主体的に関わるきっかけを作れるようにしましょう。 


 大学生協における総代(組合員)の役割は、総代会(総会)への参加を


通じて大学生協の 1 年間の方向性を決める意思決定に関わることが挙


げられます。総(代)会において、大学生協の全体像を把握し、それぞれ


の総代が生活実感や要望を持ち寄ることで、自分たちが大学生協を運


営しているという実感を持てることが重要です。 


 そうした運営への参加経験は、総代としてのやりがい・運営参加のや


りがいにつながります。その“やりがい”を実感すると同時に、「年間


を通じた総代の役割」について正しく理解してもらうことで、総代会当


日で終わらない継続的な運営参加につながります。 


選出段階から、総代の役割や、総(代)会の位置付けを正しく伝え、総


(代)会当日は、参加した総代・組合員が「参加してよかった」「生協の


運営に参加している」と実感できるように工夫していきましょう。その


結果、総(代)会当日以降も大学生協の運営に積極的に関わりたいと考


える人が増え、より多くの要望や生活実感が大学生協の取り組みに反


映されるようになります。 


 


    多様な階層からの選出 


2019年総代会集約シートより、


どの学年・階層から総代を選出


するか、地域によって差が見ら


れた。例えば 1 年生による総代


選出に注目すると、最高値の東


海BKでは41％であるのに対し


て、最低値の東北 BKでは 15％


となっている。また、院生や留学


生からの選出状況については、


選出できている生協もあるが、


選出は課題となっている。幅広


い階層へのアプロ―チが必要と


なる。 


 


    総(代)会当日の企画 


2019 年は、68.9％の大学生協


で総代会当日のグループ協議や


2 部企画の開催などが見られ


た。 


 


 


 


３．総(代)会を軸にして、日常的な運営参加の取り組みへ            


日常的に組合員が運営に参加することで、大学生協への愛着を持ち、 


大学生協を通じてよりよい生活を実現できる仕組み・仕掛けを作っていきましょう。 


 


 


 


🔑Point 


✓ 総会・総代会での議論内容や運営参加などを、組合員に発信し、より多くの組合員に関心を持


ってもらう。 


✓ 総会・総代会などで確認された大学生協の取り組みと、生協の姿勢・方向性を大学にもしっか


り報告する。 


✓ 総代に限らない多様な組合員が、多様な形で運営に参加し続けられる仕組み・仕掛けを工夫


する。 
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⑤組合員の運営参加について組合員に広く発信し、より多くの組合員が参加したいと思えるようにし


ましょう。 


 大学生協は組合員の参加によってつくられている一方で、すべての


組合員が運営参加について知っていたり、実際に参加してみようと思


っていたりするわけではありません。 また、大学生協は学生組合員の


およそ４分の１が毎年入れ替わり、大学入学をきっかけにはじめて生


協との関わりをもつ組合員が多い組織です。教職員についても、異動に


より大学生協のある大学に赴任してきたものの、生協が構成員の自発


的に運営する組織であることを知らない方は少なくないでしょう。 


大学生協が組合員の運営参加を大切にしていることや組合員の運営


参加により実現していることを組合員に広く発信し、より多くの組合


員の声と参加を実現するとともに、自発的に参加する組合員を増やし


ていくことが大切です。 


特に、総(代)会で議論された内容や、そこで議論された後に大学生協


の事業として変化した点をしっかりと伝えることで、「大学生協は自分


たちの手で運営している組織」ということを組合員に広く認識しても


らう機会になります。また、大学や社会に向けても、大学生協が組合員


の自発的な運営による組織であることを理解してもらう機会になりま


す。大学生協の価値を高め、組合員や大学・社会に広く認知してもらう


ことで、さらに大学生協の活動の幅を広げるという観点からも、総(代)


会を中心とした大学生協の運営参加に関する情報発信・報告活動を強


化していきましょう。 


 


    学生生活実態調査より 


2018年の調査データより、「総


代会を知っている」を選択した


学生は、19.0%と過去最低の結


果となった。 (知らないは


79.1％) 


また、「生協の運営・活動に参加


することはしてもよい」を選択


した人は合計 17.7%と過去最


低の数値となった。他、生協を身


近だと感じる学生も過去最低の


数値となった。この結果から、よ


り多くの組合員が参加したいと


思える工夫と情報発信が必要に


なる。 


 


    多様な報告の方法 


2019 年総(代)会集約シートよ


り、組合員への報告を予定して


いる会員生協では、機関紙での


報告、店頭 POPやポスターでの


報告、Web・SNSでの報告など、


多様な報告が予定された。 


 


  


⑥大学とともに学生生活支援・教育研究支援を担うことができるパートナーとして、大学にも積極的


に伝えましょう。 


近年では大学生協と大学の協力関係構築の強化が課題となっていま


す。関係悪化の要因は一概に断定できるものではありませんが、「大学


生協が組合員に商品・サービスを提供している」側面だけが大学に見え


ているということが考えられています。 


大学生協は大学構成員が自発的に手を取り合い、自分たちの生活を


自らよりよいものへの実現していくために、さまざまな商品・サービス


が提供されており、それらは組合員自らが実現してきていることです。


組合員が必要としている組織として大学生協が存在していること、組


合員の生活に合わせてさまざまな取り組みを展開していることが魅力


ある大学づくりに貢献していることを大学にしっかりと伝え、大学と


ともに学生生活支援・教育研究支援を行っていく大学生協を目指しま


しょう。 


 


    大学への報告における工夫 


大学への報告(学長懇談や大学


担当者レベルでの報告活動)で


は、様々な工夫がみられる。 


総(代)会で議決した内容や、翌


年の事業計画について報告する


のはもちろん、学生委員会の活


動について共有する例や、新学


期活動の成果・展望・大学ととも


にできることの提案などを行っ


た生協もある。また、学生生活へ


の貢献という切り口で事業を紹


介するケースや、学生生活実態


調査のデータ分析をもとに、そ


の大学の組合員の生活を報告


し、大学・学校法人事務局の関心


を呼んだ例もある。 


- 26 -







第 2章 総(代)会と総代活動 


また、キャンパスというコミュニティにおいて、「自治的」「民主的」


な運営をしている大学生協は、学生を中心とした組合員の多くにとっ


て、社会の仕組みについて実践を通じて学べる場とも言えます。大学生


協の運営に参加することで、自分たちの生活を向上させるという考え


方や意識は、社会に巣立つ一歩手前の存在である大学生世代にとって、


授業や研究活動以外での「学びと成長」の機会にもなっています。総


(代)会で議決したことだけではなく、新学期の取り組み報告や学生の


生活実態とともに、大学生協の活動への参加を通じた学生の成長もし


っかりと報告していきましょう。 


 


 


    理事会・組織委員の強み 


理事会の構成員は、理事長を筆


頭に、教員として大学とのつな


がりがあるケースも存在する。 


学生委員が声を発することで、


大学が動くケースも見られる。 


 


 


⑦より多くの組合員の声と参加を通じて、多様な生活実感を反映できる仕組み・仕掛けづくりをしま


しょう。 


より多くの組合員の声と参加を実現するとともに、自発的に参加す


る組合員を増やしていくことは、大学生協が組合員の運営参加を大切


にしていることや組合員の運営参加により実現していることを組合員


に広く発信することだけで実現できるものではありません。より多く


の組合員の声と参加を呼び掛けるだけでなく、組合員が実際に行動で


きるきっかけをつくったり、多様な生活実感を反映できるような枠組


み・体制を設けておいたりすることが必要です。その点で、ひとことカ


ードなど生協店舗での取り組みや、組合員アンケートの実施など、組合


員が身近に運営参加できる機会を日常的に設けることが重要になりま


す。そうした身近な運営参加をきっかけに、大学生協への愛着を抱くよ


うになり、より深く運営に関わりたいという組合員が生まれることも


考えられます。その結果、自発的な総代が増え、より活発な要望・生活


実感の持ち寄りにつながります。 


総(代)会を運営参加のきっかけとして、継続的に大学生協との関わ


りをもつことができるようにすることも大切です。 総代会制の大学生


協において選出されている総代は、自分自身が勉学研究をはじめとす


る大学生活を送っているコミュニティを代表できる形で選出されてお


り、多種多様な組合員の要望・生活実感を大学生協の事業・組織づくり


に反映していくために大切な存在です。総会制の大学生協では、ひとり


ひとりの組合員がコミュニティの代表と言えるでしょう。さまざまな


要望・生活実態をもつ組合員ひとりひとりの声と参加が集まるからこ


そ実現できる大学生協の取り組みを目指し、組合員の声が集まる、仕組


みづくり・仕掛けづくりを進めていきましょう。 


 


    身近な運営参加の例 


◇ひとことカード 


店舗や生協のサービスなどに対


して、組合員が感じていること


や要望などをカードに書いて投


稿することで、大学生協に声が


届く。 


 


◇組合員アンケート 


新学期の場面では、「まるごとア


ンケート」や「新入生ヒアリン


グ」など、組合員の声を把握する


場面が増えている。これらも、大


学生協の組合員の声で生協の取


り組みを作っているという点


で、運営参加の一環といえる。新


学期で終わらずに、日常的に実


施できると理想的。 


 


◇店舗企画 


生協店舗における「バトル企画」


などは、参加するハードルが低


い 


が、生協の事業を選択するとい


う運営参加の性質が見られる。 
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第 3章 


全国の実践事例 
 


 


 


総(代)会がどのような位置づけなのか、どのように取り組んでいけばいいのか分かったかと思います。こ


こからは、全国から集めた活動事例から、具体的にどんな取り組みができるのかイメージをしてもらえ


ればと思います。 


 


 


取り組み事例 


◼ 日本女子大学生協「総代会の取り組み」（2019年度通常総会事例集より） 


◼ 名古屋大学生協「総代会の取り組み」（2019年度通常総会事例集より） 


◼ 北海道大学生協「追加資料と声を集めることで盛り上げた総代会」（2020年度通常総代会） 


◼ 福山市立大学生協「全員でやり遂げた総会！」（2020年度通常総会） 


◼ 高知大学生協「やりきった！力を合わせて開催」（2020年度通常総代会） 


◼ 熊本大学生協「PC使用の次世代型総代会！」（2020年度通常総代会） 


 


座談会  


◼ 新潟大学生協「年間を通じた総代活動により総代の自主的な参加を促す取り組み」（univ.coop 


Vol.431 2019年 12月号より） 


 


特集 


◼ 全国に聞いた！総代の集め方 


◼ 全国に聞いた！実出席を狙った取り組み運営 
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総会・総代会ハンドブック 2020 


座談会 


年間を通じた総代活動により 


総代の自主的な参加を促す取り組み 


 


参加者 


     


新潟大学生協  


丸山 隆之 


(専務理事：取材時) 


人文学部 3年 


白澤 志由人 


（前学生委員長） 


人文学部 3年 


三富 雄貴 


（前副学生委員長） 


創生学部 3年 


 星野 海誠 


（前副学生委員長） 


人文学部 3年 


川村 ゆか 


（前副学生委員長） 


 


新潟大学生協学生委員会は、所属人数 3 ケタの大規模な学生委員会ですが、一般組合員の総代を増


やすことを目標の１つとして活動されてきました。 


総代と学生委員会のつながりを密にし、総代からの声を届けるだけの活動で終わらせず、その声を


目に見えるものに実現していく、さまざまなとりくみについてお話を伺いました。 


 


昨年の総代会をふまえて、 


今年はどのような視点で進めましたか。 


 


白澤 2018 年の総代会は学生委員の総代が多く


全体の 15%しか一般組合員の総代の方がいま


せんでした。学生委員会で活動する上で、組合


員の意見もすごく大事なので、一般の組合員の


総代を増やすことを一つのテーマにして総代会


を作っていきました。 


 


三富 一般の総代を増やすためにも、上級生の総


代の継続と、新入生に興味を持ってもらうため、


昨年の 12 月の総代ミーティングや今年の 4 月


の総代交流会などで、総代のことを伝えていく


ためにいろいろなとりくみをしてきました。 


 


星野 学生委員は学生委員の目線としてよりよい


生活を目指そうとしているわけで、それはあく


まで組合員の視点から意見を直接伝えようとい


う目線とは全然違ってくるので、そこは被らせ


ず切り離して活動していきました。 


 


丸山 新潟大学生協の学生委員会は夏前までの３


学年全体で 250人、大規模の学生委員会で、生


協に近しい人たちも含めたものが新潟大生協の


中では学生委員会というカテゴリーに入るのか
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なというイメージです。組織自体が大きいので


総代がその中から出てもおかしくはないですが、


やはり学生委員会の目線でない、一般にお店を


利用する人から総代になってもらう方が、より


輪が広がるという考えがありました。とりわけ


学生委員会の中での総代や総代会の位置づけを


再学習する、きちんと位置付けるという意味あ


いも含めて、19年は考えていきたいねと、委員


長、副委員長とは話を進めてきました。 


 


 


 
総代活動をまとめたポスター 


 


 


皆さんでの話し合いの中で、 


どういった気づきがありましたか。 


 


三富 自分たちも総代について知らなければいけ


ないなと感じて、総代ミーティングを運営ため


に勉強したり、あとは昨年の 10 月にあったブ


ロックの「Start Up ！ 総(代)会」に参加して


新しいとりくみを持ち帰ってきたりしました。 


 


星野 自分たちが知らないということは、総代も


一般組合員も分からないということにつながっ


てくるので、総代の人たちにも自分たちがどう


いう役割なのかをちゃんと理解し、実感して、


それを活かしてもらえるようなとりくみを心が


けてきました。 


 


川村 議案書ダイジェストについては、総代会の


議案書ってすごく分厚くて、文字ばかりだから、


デザインが大事だよねという話になり、もっと


簡単に、高校を卒業してすぐの 1 年生にも受け


入れてもらえるようなダイジェスト版を作りた


いと、兵庫県立大学生協さんやお茶の水女子大


学生協さんの議案書ダイジェストを参考にさせ


て、みんなで話し合って内容を決めて作成しま


した。 


 


 


 


2019年度議案書ダイジェスト 


丸山 当日もこれを見て話をしました。その方が


分かりやすいかなと思って。活動の方は委員長
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から話してもらったので、私はどちらかといえ


ば事業のところになりますので、数字は全然こ


っちの方が分かりやすいので。ダイジェストが


よかったという声が多かったですね。学生のみ


んなのおかげですね。頑張って副委員長が夜な


べして作りましたので。 


 


川村 これもちゃんと専務やみんなで話し合って


内容を決めました。 


 


 


総代参加の交流会や学習会について教えて


下さい。 


 


白澤 まず、総代ミーティングは学生の総代と生


協店舗の職員さんを招いて、直接意見交換をし


ました。職員は組合員の代表である総代から意


見をもらうことで店舗運営に活かせるし、組合


員は普段言えないことをその場で伝えられるこ


とにメリットがありました。実際に食堂、購買、


サービスセンター、書籍部の職員さんをお呼び


して、学生総代全員が全員の職員さんと話せる


ようにローテーションを組みました。その場は


お菓子などを用意しフランクに話せるように工


夫しあったりしました。 


 


三富 例えば「購買で飲み物をよく買う」という


意見をふまえて、購買で飲み物を安くできるよ


うな面白い企画をしたいと今年の 6月に店舗班


の購買班で活動をしたり、学生委員会の活動に


持ち帰ることもできました。 


 


星野 参加者は元学生委員と現学生委員の総代だ


ったので、今年に向けて一般の組合員からの総


代を増やしたいという想いが強かったです。よ


かった点は、1 年生から院生まですべての学年


が参加していたところかなと思います。 


 


白澤 上級生総代が 1、2 年生の総代と同じグル


ープで話をしてくれて、総代の縦のつながりも


できたので良かったと思います。 


 


川村 学生委員はコミュニケーション力が鍛えら


れていると思うので、その良さを活かした班分


けを総代ミーティングや総代会ではしてきまし


た。そういう工夫をしたからいろいろな意見が


出るようになったし、開催回数も多くなったと


思います。 


 


白澤 新潟大学生協では「虹のこえカード」とい


うのを各店舗に設置していて、一般の組合員の


方は誰でも悩みとか店舗の意見等が書けます。


ただ、店舗の職員さんが回答してくれても、カ


ードを書いた組合員が回答を見ないと解決には


至らないのですが、総代ミーティングだとそれ


が会話できることで解決します。 


実際に提供がなくなってしまった「豚みそ焼


肉丼」を復活してほしいという意見があって、


総代ミーティングでその復活をするために投票


を行うことになり「丼グランプリ」という総代


から一般の組合員に広げるという形で企画を行


いました。 


 


 


 


丼グランプリ告知ポスター 
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「丼グランプリ」で 


苦労した点はありましたか？ 


 


三富 提供がなくなったのは「豚みそ焼肉丼」で、


新しく台頭してきたのが「辛みそ豚丼」で、きち


んと反映させるためにも一般の組合員にシール


るを配る時に、なるべく取りこぼしのないよう


にしたのですが、興味を持ってくれた人が多く


てシールを配りきれなかったり、ただ食べて終


わっちゃった人もいたと思うので、結果的には


「豚みそ焼肉丼」が勝ったんですけど、ちょっ


とふわっとした感じになったかなと。 


 


星野 食堂の混雑時が一番買う人が多いのですが、


そういう時はシールを配りきれなかったり説明


もしきれなかったりしてやり方にもっと工夫が


必要でしたね。 


 


三富 「豚みそ焼肉丼」が 161票、「辛みそ豚丼」


が 103 票で、2 日間で 264 票集まりました。


買った人はもっといるんですが。「豚みそ焼肉丼」


は人気すぎて、あっという間に売れてしまいま


した。 


 


白澤 3日間限定で、勝った「豚みそ焼肉丼」の具


を増やして提供しましたが、すぐになくなっち


ゃって。組合員にとっては人気だったので嬉し


い事でした。 


 


川村 私たち学生委員がTwitterなど広報活動も


頑張って、ポスターを食堂のレーンの真正面の


見える位置に置いてもらいました。 


 


白澤 職員さんと協力して企画ができたり、自分


たちからの提案もしやすいのが、総代活動をし


ていて学生委員会にとってよかった点ですね。 


 


 


組合員投票ポスター 


 


 


その他の活動などがありますか？ 


星野 今年の総代会で、学生委員会の活動でいろ


いろな掃除をするという企画の報告に、総代か


ら「総代も一緒に活動したらどうですか？」と


いう意見をいただきました。確かに総代に意見


をもらうだけではなくて確かに総代に意見をも


らうだけではなくて一緒に活動出来たらいいな


と思ったので、呼びかけて活動を行いました。 


 


三富 キャンパス掃除が 2回、大学の西に法にあ


る大学生がよく利用する五十嵐浜という公共の


浜を掃除するのが夏に 1 回、あとは第一食堂の


池をオープンキャンパスにむけて掃除しようと


いう企画を夏に 1回しました。 


 


星野 そういう総代と学生委員のつながりができ


たというのは、近年では初めての活動だと思い


ます。今後もそういうことができたら、総代活


動としては強みかな、と思います。 


 


 


総代活動の課題と今後の展望を 


お聞かせください。 


 


白澤 総代は、毎年立候補者が足りなくて、結局


学生委員から募集していました。今年は一般の


組合員の総代を増やすために、一年間を通じて
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総代活動に取り組もうということで、総代会前


後も総代ミーティング等を開催して、総代活動


を続けることを意識しました。 


また「総代カード」を作って総代に持っても


らうことで、日頃から自分は総代なんだという


意識を持ってもらうようにしました。裏に学生


委員の活動も載せて、総代の方がカードを持っ


て参加してくれると特典を付けたりしました。 


 


三富 総代活動を単発で終わらせてしまうのはす


ごくもったいないので、上級生総代になって続


けてもらうことと、来年の春にも総代交流会な


どのとりくみを行って、たくさんの新入生に総


代に入ってもらうことが課題かなと思います。 


また、今年の総代会の実出席は 50%だったの


で、できれば 70%の実出席に上げていけたらな、


というのが、来年度の目標です。 


 


星野 総代会が終わった 6月の総代ミーティング


では、参加人数が少なくなり全体の 1/4程度で


した。更にここから夏休みを挟んで 10 月にも


総代ミーティングを行う予定ですけど、どれく


らいの人数が来てくれるかが今後の課題という


か課題というか心配なところですね。 


 


川村 今年の総代活動が発展した理由としては、


私たちが総代についてちゃんと学んだというこ


とと、現状を見て総代交流会を開いたこと。そ


ういう現状分析をちゃんと来年もしてくれたら


なと思います。 


 


 


総代とのかかわりの中で今後大切にしてい


ってほしい事はありますか？ 


白澤 今後は継続して総代活動を続けることで総


代自信の自覚や意識も高まり、いまは学生委員


会が中心で運営していることに対して総代の方


や上級生総代が積極的に関わってくれたらと思


います。 


 


三富 今までは学生委員が総代に訴えかけるとい


う感じが強かったんですけど、これから総代が


主体的に取り組んでくれて、委員長・副委員長


はサポート役みたいな感じで対等な関係でやっ


ていけたらいいなと思います。 


 


星野 学生委員会の総代が今は 40%まで占めて


いて、一般組合の総代の方に肩身の狭い思いを


させないよう全員に直接的に関わることや、総


代の LINE グループで連絡を密にし、かかわり


を意識してもらうことを大切にしています。 


 


川村 総代の皆さんが楽しんで総代活動に取り組


んでくれることを大切にして、自分たちが直接


声を届けるだけの活動ってすごく大学生にとっ


ては面倒かなと思うので、面倒ではないと思っ


てくれるような活動を大切にしてもらいたいで


すね。 


 


白澤 学生委員会としては直接もらう意見を目に


見えるものに実現していくということが大切で、


それができれば総代になってくれた人も「自分


の意見が実現しているんだな」とやりがいも感


じるかなと思います。 


 


 


 


総代カード 
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最後に、専務から来年度の総代会に対する


意気込みをお願いします。 


丸山 総代会にむけた総代活動という意味では、


いま二役が言ってくれたことが大事なところで


す。先輩たちも年間を通じた総代の活動にした


いという想いを持ちながら上手くかたちにする


ことができなかったのですが、直接店舗の職員


と話をすることや意見が生かされていると感じ


とってもらえたからこそ、今年の活動につなが


ったのかなと思います。 


今年の二役のメンバーとは、2 月くらいから


ほぼ毎週打合せを重ねて、どんな総代活動をし


ていきたいのか、そのためにどんな総代会を作


っていくのか、という議論を積み重ねて、かた


ちになってきました。今年は同じ想いをかたち


にするのがすごくうまかったので、これをうま


く下の学年に引き継いでもらいながら、総代自


身が自主的に関わって取り組んで行くことが来


年あたり少しずつかたちになっていけばいいか


なと思います。 


 


 


Point 


⚫ 職員と総代の接点を増やす 


⚫ 学生委員会の活動に総代を巻き込む 


⚫ 「総代カード」の配布 


 


 


 


 


univ.coop Vol.431（2019年 12月号）より転載
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全国に聞いた！総代の集め方 


 


● 新学期の取り組みで                          


✓ 大学のクラスオリエンテーションで役割の説明をした上で選出 


✓ 新入生歓迎会で説明＆班から 1名ずつ選出 


✓ 生協オリエンテーションや、SNS・ポスター等を用いて周知した 


✓ 新入生に対して「教科書共同購入会」にて総代の役割や総代会の出席の呼びかけを実施 


✓ 新入生の総代向けのセミナー「coopセミナー」を開催。 


✓ 新入生の各学部オリエンテーションにて、学生委員が組合員加入及び総代の役割について説明し、オ


リエンテーション期間中に総代選出を促した。 


✓ 学生委員の勧誘の際、他団体の掛け持ちが不安な学生を総代に誘う 


 


● 他団体へのアプローチ                                               


✓ 学生団体に個別で総代選出依頼状を送付 


✓ 学生委員会以外の大学生協と関わりのある学内の他団体に専務自ら出向いて説明し、総代になって


もらった。 


 


● その他                                


✓ 昨年の総代に春休み中に電話をして総代を継続してもらうよう呼びかけ 


✓ 総代選出枠の変更。学年ごとに枠を設けるのではなく、学部ごとに枠を設け、総代選出に自由を持た


せた 


✓ 総代に立候補していただいた方に感謝イベントとしてお菓子のつかみ取り  
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全国に聞いた！実出席を狙った取り組み事例 


 


● 総(代)会を忘れられないように！                    


✓ 総(代)会直前にメールを送る。 


✓ 事前の電話掛け・メールで呼びかけ 


✓ 総(代)会までのカウントダウンビラを配布 


 


● 事前に集まる機会を設ける                                             


✓ 実出席率増加・総代への理解を深めるために、総代事前交流会を開催した 


✓ 総代会議を事前に開催した 


 


● 当日の仕掛けづくり                          


✓ 食堂メニュー考案会を同時開催した 


✓ 総代会にて食堂のメニューを提供し、メニューに対する意見を聞き取った 


✓ 総代懇談会を総代会前に行ってそのまま参加してもらう 


 


● 事務的な工夫                             


✓ 遠方のキャンパスから来る総代には交通費を支給した 


✓ 開催時間を講義のない時間に設定した 


 


● SNSを利用して                            


✓ 総代の LINEグループを作成し呼びかけ 


✓ Twitterで試食品の写真を付けて広報 


 


● その他＆組合員とのかかわりの中で                   


✓ 専務と学生委員長、総(代)会責任者で週に一度情報共有しながら対策を練った 


✓  (小規模)職員から直接組合員に声掛け、学生委員会から直接議案書手渡しなど、顔を合わせたアプ


ローチを意識した 


✓ 機関誌にサークル紹介のページを設け、サークルを紹介。紹介したサークルには実出席での参加をお


願いした 
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第 4章 


その他 
 


 


 


この章では、学生委員の時に総(代)会・総代活動に力を入れて取り組んだ学生へのインタビューから、総


(代)会・総代活動の大切さを実感したり、「こんな総(代)会はいやだ」というテーマで大喜利をしたりし


ました。楽しく読んでもらえればと思います！ 
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大喜利！こんな総(代)会はいやだ！ 
 


これからそれぞれの大学生協で総(代)会を作っていく上でのヒントを得られた方も多いと思います。 


 改めて、総(代)会づくりのポイントを確認するために、「こんな総(代)会はイヤだなぁ…」と思う事例


を踏まえて、どんな総(代)会を作っていくかおさらいしましょう。 


 


 


専務しか話さない総(代)会 


 


総代(組合員)が寝ている総(代)会 


 


総(代)会は参加者みんなの活発な意見で盛り上


げましょう！ 


総(代)会はみんなで作るものですので、寝てはいけ


ません。みんなで意見を出し合う総(代)会にしまし


ょう！ 


総代とのかかわりが総代会 1度きり 


 


総代同士が知っている人だらけの総代会 


 
総代は組合員の代表です。総代と継続的に関係を


作り一緒により良い生協を作りましょう！ 


幅広い階層からの意見をもらえるように総代選出


を行いましょう！ 
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総代・組合員が自身の役割を理解していない総(代)会 


 


自分たち組合員の声を直接届けられる機会が総(代)会です。ぜひその機会を活かせるために、総代(組


合員)の役割を総(代)会前に伝えるようにしましょう！ 
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ちゃんとできていますか？チェックシート 
 


□ 総(代)会会場の受付で資格の審査を行っている 


 総代会での資格審査は一般常識の範囲内で十分です！例えば総代会の招集通知を持参していれば総代


本人と認めて差し支えないですし、総代の顔と名前が一致する組織委員等を受付に配置すること（顔パ


ス）でも足りちゃうんです！代理人については、「代理権を証する証明書」が必要であり、委任状の提出


を求めるのが通例となっています。要するに、総代なのか総代でないのかがチェックされていれば OK


です(^.^) 


総会での資格審査は「組合員であるか否かの確認」を行います！これは総会の成立要件を確認するため


に必須の作業となっているので必ず行ってください！運営規約で「組合員証により確認する」等を定め


ていますので確認してみてください！代理人については、総代会と同じように「代理権を証する証明書」


が必要であり、委任状の提出を求めるのが通例となっています。 


 


□ 総代の総数の半数で総代会が成立している（総代会制） 


□ 組合員の『総数の半数(定款による)』で総会が成立している（総会制） 


大前提となりますが、総代の総数の半数をもって総代会は成立します！ただし、総代総数が定款の定め


る定数の範囲の下限を下回る人数である場合には、定数の下限の半数以上の出席で総代会が成立すると


いう考え方が適切です。総代会は定足数を満たし開会できる状況が整った段階で開会します。 


総会については、(多くの生協では)組合員の総数の半数をもって総会は成立します！(該当生協の定款


による) 


 


□ 開会宣言は理事が行い議長は出席した総代(組合員)が選んでいる 


定款及び総(代)会運営規約の定めに従い、司会役の理事が総(代)会の成立状況を報告して開会を宣言


し、総(代)会に諮って議長を選任した後、進行を議長に譲るという手順になります！議長は議事に先立っ


て規約で定められている書記・議事運営委員等を指名して議事を進めます。議長は特別な事情がない限


り「出席した総代（組合員）のうちから、その都度選任する」（定款）ことが適切です。議長は、総(代)


会の秩序を保ち円滑に運営する職責とそのための権限（秩序維持権：発言の許可・不規則発言の禁止・議


事妨害者への退出命令等、議事整理権：議事の進行・理事への回答要求・動議の適切な対応・休憩の宣言


等）を持っています…！ 
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✒コラム：コンプライアンスって？ 


コンプライアンスというのは、日本語でいうと「法令遵守＝法令やルールが求める行動をとること」


です。法令など定めていることをキチンと守りましょう！といった意味合いです。前のコラムで、「生


協法」や「総(代)会運営規約」、「定款」などがあると説明しました。これらに定められていることを


キチンと守ることが大切なのです。 


 もしこれらのルールを守らずに生協を運営したり総(代)会を行ったりすると、法令を守っていない


わけなので、重大な違反の場合は、その総(代)会は法的に無効となってしまうこともあります。（2015


年には、実際に 3つの大学生協の総(代)会が行政庁の指導を受けて「議決のやり直し」になりました）


場合によっては、そこで選出された役員には何の権限もないこととなり、生協の運営に重大な支障が


生じてしまいます。また、その結果として組合員からの信頼を失ってしまうなどの問題に発展する場


合もあります。 


 しかし、法令を守ることが目的になってほしくはないなと思います。「どうして総(代)会を開かない


といけないの？」のコラムに書きましたが、これらの法令は「生協が生協らしく、組合員の運営参加


によって活動」できるように定められたものです。法令は守らなくてはいけませんが、何のためにそ


の法令が定められているのだろう？ということを理解しておいてほしいなと思います！実はコンプ


ライアンスにはもうひとつ、「ひろい意味」があって、それは「総代や組合員が求める（民主的な運営


のための）行動をとること」です。この「ひろい意味」で「コンプライアンス」を理解すると、法令


を守ることは「目的」ではなくて「手段」だとわかります。大事なのは「ひろい意味」でのコンプラ


イアンスですね。 


 


 


 


□ 招集通知で予定した議案のみ議決している 


 総(代)会が議決できる事項は、招集の際に通知した議題に限定されています（法第 40条第 2項）。た


だし、総(代)会の議決事項として定款で定められているものを除く事項で、軽微かつ緊急を要するものに


ついてのみ、総(代)会当日に議題を追加することができます(^.^) 


 


□ 採決の際に議場を閉鎖し、出席総代（組合員）の数が変動しないようにして


いる 


採決の前には議場を閉鎖し、出席総代（組合員）の数が変動しないようにします。採決の方法は、拍手、


挙手、起立、投票などいくつかの方法がありますが、挙手による採決を行う際、「反対の方」「賛成の方」


と呼びかける他に「保留の方」という選択肢を設けている生協もあります。議決の可否は賛成者の出席総


代（組合員）に対する割合で決まるので、反対も保留または棄権も議決要件との関係では同じ機能を果た


します！ 
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□ 議長が議決に加わっていない 


 議長は、可否同数の場合に決裁権を行使する関係で、総代（組合員）として議決に加わることができま


せん（法第 41条第 3項）。これは、議長が他の総代（組合員）の代理人である場合にも議決権の行使を


認めない趣旨と解されています。しかし、議長にも選挙権があることには気を付けましょう！（役員投票


等の投票に参加することはできます） 


 


□通常議決（出席総代〈組合員〉の過半数で議決）と特別議決（出席総代〈組


合員〉の 3分の 2以上で議決）を区別している  


 議長はそれぞれの議案について決議の成立を明確に知らせる必要があります。議案の採決ごとに「第


○号議案は賛成多数により可決決定しました」と議長が宣言するのが一般的です。特別議決を要する議


案の場合には、「第○号議案は 3分の 2以上の多数により可決決定しました。」とします。 


特別議決が必要なのは「定款の変更」です。規約の変更は普通選挙(過半数)でOKです！ 
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参考資料 
 


● 大学生協ハンドブック                         


この総(代)会ハンドブックの内容は、大学生協ハンドブックから転載した


ものもあります。大学生協についてより深く理解したい人にはこの大学生


協ハンドブックを読むことをお勧めします。 


ハンドブックは 3章で構成され、第 1章は「大学生協の理念・現在」をテ


ーマに、大学生協の歴史や活動の概略をイメージできるように構成してい


ます。第 2 章は「大学生協の仕組み・運営」をテーマに、大学生協の具体


的な組織や運営について述べてあります。第三章は「大学生協の経営」と


いうテーマで経営数値の解説を加え、経営に関わったことがない人が読ん


でもイメージできるように配慮していますこの 1 冊で、大学生協の歴史や


組織、活動などの概要が理解できます。 


入手方法：専務理事などの生協職員に相談して、全国大学生協連合会から取り寄せてもらってください。 


 


 


● 総代会手引ミニマム                             


 「総代会準備・実施の手引き（2015年 1月 16日版）」（全 58ページ）の中から、ミニマムとして最


低限押さえていただきたい事項をまとめたものです。 


 この本文自体は５ページしかありません。各項目の冒頭に「ポイント」を掲げ、その簡略な解説を記載


しました。この「ポイント」のみをチェックいただくだけでも、重要な点についてはカバーできるものと


思います。本文は大幅に簡略化していますので、詳細については「総代会準備・実施の手引き（2015年


1月 16日版）」の該当ページを参照してください。 


入手方法：専務理事などの生協職員に相談して、インフォメーションページからダウンロードしてもら


ってください。もし分からないようだったら、各地のブロック事務局と相談してください。 


 


 


● 総代会準備チェックリスト                        


 総代会実施に向けて、いつまでに何をしなければいけないのかといったことをチェックリスト形式で


まとめたものになります。 


入手方法：専務理事などの生協職員に相談して、インフォメーションページからダウンロードしてもら


ってください。もし分からないようだったら、各地のブロック事務局と相談してください。 
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● 総代会に向けた必須事項とモデルスケジュール              


タイトルのままですが、総代会に向けて必ず押さえておかなければいけないことや、準備のモデルスケ


ジュールになります。どの期間で何をしておくべきか可視化しているのでとても分かりやすくなってい


ます。 


入手方法：専務理事などの生協職員に相談して、インフォメーションページからダウンロードしてもら


ってください。もし分からないようだったら、各地のブロック事務局と相談してください。 
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編集後記 
 


 


 この「総会・総代会ハンドブック」の初版を作った先輩は「自大学の総代会に漠然とした問題意識を感じつ


つも、具体的に何が改善点なのかわからなかったり、学生委員の力で良くできるのか疑問に感じたりし、結局


何もすることができなかった。僕と同じように悩んでいる学生委員も少なくないのではないか？ どうか、僕


のように活動に移せず後悔しないでほしい。」という経験と想いを持っていました。そもそも総(代)会って何


のためにするんだっけ？ ということを最初に考えることができたら、目的意識を持ってやりがいを感じなが


ら取り組むことができると思います。このハンドブックにはそういったことを考えるヒントをたくさん詰めた


つもりです。 


 さて、初めてこのハンドブックが発行されてから 4 年になります。ここ数年で、「総(代)会を軸とした組合


員の運営参加を広げるための活動」の考え方が全国の大学生協に広がり、実践され、多くの教訓的な取り組み


が生まれています。総(代)会やそれに関連する活動が特徴的なのは、「1年だけ頑張った」という活動が極めて


少ない事です。その中心を担った学生の多くが「先輩の代はこうだった。だからこうした。次の代はこうなっ


てほしい」と語ってくれます。今回座談会をしてくれた新潟大学生協学生委員会のみなさんもそうでしたね。 


 今年、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るいました。今までなら増やしていこうと呼びかけられていた


「実出席」は現実的に最低限で抑えなければいけない環境での総(代)会実施を迫られました。書面議決書をか


き集めて「とにかく成立させる」ことが最優先課題でした。しかし、多くの大学生協が「書面議決書をかき集


める」ことだけに集中しなかったのが印象的です。議案書と一緒にひとことカードを郵送したり、オンライン


で事前説明会を開催したり、総代交流会を開催したり、当日は総(代)会の様子をライヴ中継したり……。組合


員・総代と一緒に生協をつくるんだ！という意識がこの厳しい環境の中でも取り組みとして出てきたことは、


胸を張って称えあいたい事実です。 


 これは大学キャンパスに拠点を置く生活協同組合として果たしたい役割、果たすべき使命が、先輩からきち


んと引き継がれてきた証拠だと言えます。ただ「実出席を上げよう！」ではなく、「組合員みんなの参加でみ


んなの生協をつくろう！」と頑張ってきたことが引き継がれているのです。大学生協やその組織委員会のよう


に毎年その構成員が大きく入れ替わる組織でこれが実現されたことは本当にすごいことだと思います。 


 ぜひ、学生委員・生協職員・理事……階層を超えて、どんな総(代)会をつくりたいか、ひいてはどんな生協


をつくりたいかを話し合ってみてください。それが未来のあなたの大学生協と後輩の大学生活をより良いもの


にしていくはずです。そして、このハンドブックがその一助となると幸いです。 


2020年 8月末日 


全国大学生活協同組合連合会 


学生委員 四方遼祐 
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2021年度の総会・総代会に向けての
モデルスケジュール

総会・総代会 開催報告

奈良女子大学生協
奈良女子大学生協では、組合員に総代会で
決まったことを伝えるために開催報告を作成し
て発信しました！
理事長や専務からのコメントが掲載されていた
り、写真や表を用いてわかりやすい工夫がされ
ているのがポイントです◎

関西北陸ブロックでは、総会・総代会の開催報
告フォーマットを作成しました！「イチから開催
報告をつくるのは難しい…」「どんなことを書けば
いいのかわからない…」というみなさん、ぜひダウ
ンロードして使ってみてください💭
他大学生協の例も掲載していますので参考に
してくださいね！
クリックでksnetに飛びます

奈良女子大学生協の開催報告
PDF版はこちら（ ）

https://ksnet.u-coop.net/block_info/fm.html



2020 年 6 月 26 日、奈良女生協食堂にて通常総代会が開催されました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため例年通りの開催は叶いません
でしたが、ご協力本当にありがとうございました。
ここでは、今年度の総代会にて採択された内容を組合員の皆さまに向けて
お知らせいたします。


【総代会とは】


年に1度開催される大切な会です。
ここでは、
・昨年度の活動の振り返り
・今年１年生協を運営するための予算や方針等の決定
などを行います。


組合員の中から選ばれた総代の皆さんが組合員の
代表として出席します。


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、総代の皆さん全員
に書面議決での参加をお願いしました。


皆さんのご協力のおかげで総代 115 名中
101 名（実出席３名+書面議決出席 98 名）
の出席を集めることができました。


私たちWINDY や理事・監事は zoom にて参加しました。


今年の総代会は以下の流れで行われました。


Ⅰ．昨年度の振り返り
Ⅱ．今年度予算案・方針の提案
Ⅲ．定款改正・役員選挙規約改正について
Ⅳ．役員報酬・役員選挙について
Ⅴ．2020 年度総代(学部生対象)事前意見募集報告


作成：尾形有香・常岡あかね
文責：尾形有香


総代会の成立には
総代の過半数以上
の出席が必要です。


2020 年度通常総代会
開催報告







Ⅰ．昨年度の振り返り


【2019 年度事業報告】
2019 年度の供給高…約 4 億２千万円（昨年度から 2.5％UP↑）


一方、文房具の利用が昨年度より 8.1 ％DOWN↓
授業や課題で必要な文具がそろっているのかの検証が必要です。


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


【剰余金処分案】


項目 金額 合計額


当期未処分剰余金 6,715,523 円


剰余金処分額 6,200,000 円


法定準備金 700,000 円


コロナ対策積立金 5,500,000 円


次期繰越剰余金 515,523 円


ベジサンド復活！
+152 万円の供給
(2018 年度はパン工場の
火災により実施できませ
んでした)


新入生向けPC,
電子辞書の
供給台数UP↑


教職員の
校費利用の
好調


『食』の供給高の増加
(食堂,カフェ合わせて
+約 200 万円）







Ⅱ．今年度予算案・方針の提案


【2020 年度活動計画】
予算 .


新型コロナウイルス感染症の影響により当初の予算案を見直しました。
今後の状況にもよりますが、現時点では以下の見通しとなります。


毎月の理事会にて予算案との差異を管理し、経営の悪化を防ぐ策
をとっていきます。


活動方針 .


新型コロナウイルス感染症の影響が続く中でも、2019 年度に策定した
奈良女生協のビジョンを大切に活動していきます。


項目 金額


純供給高 2 億 2300 万円


事業総剰余金・人件費・物件費の支出、
事業外の収支


2 億 6297 万円


計 ー3997 万円







Ⅱ．今年度予算案・方針の提案


2020年度方針 .


０１
組合員とともに
新しい生協の店
舗運営、サービ
スを創っていき
ます。


０２


組合員の食生活
と勉学研究生活
を支援します。


０３
共済活動を重視
し、組合員同士
のたすけあいに
よる健康で安全
な大学生活を支
援します。


０４
組合員同士がつ
ながり（Web 上
でも）豊かな交
流できる場をつ
くります。


０５
附属中等店にお
いても食の支援、
教材の利用を促
進していきます。


０６


感染症・災害等
に備える危機管
理を強化します。







Ⅲ．定款改正・役員選挙規約改正について


【定款・役員選挙規約一部改正について】


・定款第 67 条３事業の品目等に関わる条文に関し、事業名称の変更・事業
の追加を行いました。


・役員選挙規約第3 条生協法の役員資格に関する条文（第 29 条の 3 第２
項）の改正施行に伴い、一律に欠格事由としていた「被補助人」を削除
いたしました。


Ⅳ．役員報酬・役員選挙について


【役員報酬】


万一、現常勤役員が任期中に退任した場合の退職慰労金の
上限額 1300 万円
※非常勤である学生理事や教職員の役員は無報酬です。


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


【役員選挙】


総代会当日参加の総代と書面投票によって投票を行いました。
投票により、役員推薦者計 19 名全員が着任いたしました。


任期は次期総代会までとします。


区分 報酬の限度額


理事の報酬 900 万円


監事 無報酬


区分 人数


理事定数 15人


監事定数 4人


計 19人







Ⅴ．2020 年度総代（学部生対象）事前意見募集報告


【総代の皆さんからの事前意見募集について】


6 月 6 日～ 17 日にかけて学部生総代から意見募集を行い、その結果を集
計し報告いたしました。今年度は主に新型コロナウイルス感染症拡大に
よって生じた学生生活における困難を挙げていただきました。
その声を基に、このような情勢の中で少しでも組合員の生活がより良い
ものとなるような生協運営を行っていきます。


現理事長西村雄一郎先生（文学部） 加藤由美専務理事


（原文そのままではありませんが、報告を受けてのご本人のコメントを脚
色なく掲載しています。）


奈良女生協はこれからも組合員の声を大事に活動を行ってまいります。
ひとことカード等で、ぜひあなたの声をお寄せください。


ご意見ありがとうございまし
た。改めて大学生協は誰のた
めの何の組織か問われている
ような気がします。栄養バラ
ンスが乱れているなど、やは
り学生さんが困っている時に
きちんと対応できる生協でな
ければならないと感じました。
できることを協力して理事会
で話しながらやっていきたい
と思います。


非常事態ということ
もありますので、普
段の生協運営の中で
組合員から起こって
いる要望とは別に、
特別な状況の中で至
急実施できることを、
スピード感をもって
対応していく必要が
あると思っています。





Ryotaro
添付ファイル
奈良女子大学生協「開催報告」.pdf



Copyright © 2018 National Federation of University Co-operative Associations All Right Reserved.

2021年度の総会・総代会に向けての
モデルスケジュール

総会・総代会 事後企画

富山大学生協

「総代カフェ」

総代会の事後活動
として、大山乳業の
牛乳の試飲を、総代
のみんなで行いました!

参加者でマインドマップを作成しながら、今
後の総代活動で何をしていきたいかを考えま
した！今後の活動
に期待を膨らませな
がら総代活動を継
続的に行う準備が
出来ました！

立命館生協

「総代会報告会」
総代会で出た意見を活かして、今後の生
協運営にどのように活かすことが出来るかを
考えました！

✓ポイント①
職員も参加する
ことで、組合員の
声を直接、生協
職員に届けることが出来ました！
✓ポイント②
参加対象を総代だけに絞らず、広く組合
員から募集することで、より多くの声を集め
ることができました！




