
 

現職教職員加入率 ５６% 

小７７% 

中７３% 

高２６％ 

特３９% 

           幼１８％ 

 
組合員数 5,468 名 

 
教職員数 9,710 名 

 

学校生協 

 

 

 

 

 

島根県学校生活協同組合について 
島根県学校生活協同組合は、昭和２６年に創立しており、２０１９年度は、創立６８年

目の年度を迎えています。 

学校生協は、学校の教職員が組合員となれる職域生協であり、組合員のための組織で

す。そして、その活動目的は組合員への奉仕を掲げています。 

下の図式は、奉仕の具体目標が「よい商品と組合員との出会いを創る」、「有益な情報

(よい便り)を提供する」の２点であることを表しています。組合員数等は、２０１９年

度期首(2019.4.1)の数値を示しています。 

役員は、理事３０名・監事３名で構成しており、２０１９年度は、理事２年任期の１

年目に当たっており、監事は４年任期の３年目に当たっている年度です。 

                   

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９秋号

現職教職員（県内小中高特支幼） 

現職教職員 
5,468 

+退職者 
1,943 

+大学､保 22 
+行政職 244 
+その他 334 
 

８,０１１名 

(2019.4.1） 

組合員 

〇共同購入（給与引去） 

・食料品（生鮮を除く） 

・衣料品、家庭用品 

・図書、ＣＤ、ＤＶＤ、ＰＣ 

〇住宅(割引特典) 

〇自動車保険大口団体制度 

〇グループ保険制度「ｽﾏｲﾙ」 

〇ガソリンカード(給与引去) 

〇四国信金ｺﾞｰﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ(会費等永年無料) 

〇トリム水素水整水器 

〇旅行企画(学校生協ならでは企画) 

＊その他いろいろ扱っています 

よい商品と組合員との 

出会いを創る 奉
仕 

活動目的 

有益な情報 

(よい便り)

を届ける 

〇退職者説明会等を通して 

・消費生活情報 

・年金制度 

・高齢者医療制度 

・介護保険制度 

・相続税     など 



氏　　　名 所　属 選任区分
就任

(年目)

1 代表 理事長 山本　篤治 学校生協(非常勤) 元島根県高等学校長協議会 再任３

2 代表 専務理事 烏田　政己 学校生協(常勤) 元島根県中学校長会 再任７

3 梶田　勝造 大庭小 島根県小学校長会 新任１

4 石富　　亨 湖東中 島根県中学校長会 新任１

5 岡﨑　豊年 松江商業 島根県高等学校校長協会 再任２

6 宮廻　晃江 城西幼保園 島根県国公立幼稚園・子ども園長会 新任１

7 石和田達也 松江商業 島根県高等学校教職員組合 新任１

8 村上　　一 教育会館 島根県教職員組合 再任２

9 高橋　勇二 出雲一中 島根県教職員協議会 再任５

10 松浦　美紀 湖東中 島根教職員組合(日教組島根) 再任２

11 吉賀　孝則 国府小 公立小･中学校事務職員研究会 再任６

12 住久由樹子 朝酌小 松江橋北地区 新任１

13 森脇　紀浩 津田小 松江橋南地区 新任１

14 黒崎　浩匡 高教組 松江地区高校 再任３

15 田中　宜夫 宇賀荘小 安来地区 再任２

16 上田　浩之 遙堪小 出雲西部地区（旧簸川郡西部） 新任１

17 松岡　祐子 稗原小 出雲中部地区 新任１

18 井上　睦子 北浜小 出雲東部地区（旧平田市･斐川町） 新任１

19 野津　健一 吉田中 雲南地区 再任２

20 川田　勝巳 横田小 仁多地区 再任２

21 佐藤　孝志 来島小 飯石地区 新任１

22 千原　敬史 旭中 浜田地区 新任１

23 平田　ゆかり 大田三中 大田地区 新任１

24 小林　敏朗 川波小 江津地区 新任１

25 宇野　正一 石見東小 邑智地区 新任１

26 小田　公弘 鎌手小 益田地区 再任１

27 澄川　弘敏 六日市小 鹿足地区 新任１

28 山中　慎嗣 西ノ島中 島前地区 新任１

29 横田　　康 有木小 島後地区 新任１

30 宮本　弘和 松江市在住 虹友会 新任１

1 野津　明久 久屋小 県小学校長会 補充１

2 山﨑　孝之 出雲商業 出雲地区高校 補充１

3 柿田　義広 松江商業 松江地区高校 再任３

２０１９年度役員〔理事（３０名）・監事（３名）〕一覧です

監事

全
県

■理事（３０名）　　　                                                   　　　　　　  ※理事は任期２年間（２０１９～２０２０年度）

■監事（３名）　　　          　                                              　　　　　　　※監事は任期４年間（２０１７～２０２０年度）

理事

支部理事

役　名

常務理事



　

学校生活協同組合 島根県教育用品株式会社
　　　●全県理事１１名　　　●支部理事１９名 　　　　　●株主１０名

　　　　　　　　　　　　　　　↓ 　　　　　    　↓

　　　●代表理事２名 　　　　　●取締役３名

　　　　　・理事長（非常勤）山本篤治（h2９～）、　・専務理事（常勤）烏田政己(h25～) 　　　　　　　・代表取締役（常勤）烏田政己(h25～)

　　　●常務理事３名 　　　　　　　・専務取締役(非常勤)山本篤治(h２９～)

　　　　　・梶田勝造(大庭小)　・石富亨(湖東中)　・岡﨑豊年(松江商業) 　　　　　　　・常務取締役　　岡﨑豊年(松江商業)

　　　●事務局職員９名（正規５名、パート４名） 　　　　　●社員３名（正規３名、パート２名）

■学校生協利用の特徴 ■教育用品（株）の特徴
　　・安全・安心な商品を、生協価格でお届けできます。 　　・良質な教材･教具･児童図書等を児童生徒に販売します。

　　・給料引き去りにより、安心して支払いができます。 　　・全国学校用品（株）からの提案商品を学校に販売します。

●主な活動内容 ●主な取扱い商品等

　○共同購入（全国学校用品学協事業部提案商品を基礎として商品を提案。） 　　○スマートスクール教育事務用品全般の販売

　　・年１７回程度食,生活用品,酒類,化粧品,教育書,文具などをチラシで紹介 　　　・教育事務用品全般カタログ冊子配布　（ｆａｘ一本で注文可能）

　○学校への巡回・同行販売…日本トリム水素水整水器などの説明会を実施 　　○児童図書（全国図書館協議会推薦書）

　〇代行…提携業者が学校を巡回販売します（東洋羽毛、岩国サンコー(鍋)等） 　　○学校図書館図書（見積もり・販売）

　〇指定店…指定店では、生協組合員特典で購入できます。 　　○教職員用水着（特に女性用セパレート水着は好評。）

　○保険事業 　　○小中高生対象のｵｰｽﾄﾗﾘｱホームステイ、沖縄自然体験企画

　　　・教職員グループ保険（生命保険・損害保険）、自動車保険、がん保険。 　　○書初め用品、書道用品

　　  ・傷害保険、火災保険、訴訟費用保険など多種にわたって提案。 　 　　○島根県書き初め展の主管

　○共済事業 　　○島根県版画展の主管

　　  ・コープ共済、教職員共済代理店。 　　○島根県版小学校国語テスト　（島根のふるさと民話扱い）

　○ハウジング（新築、リフォーム、マンション購入）に係る仲介　※優待価格あり 　　○水泳用品（水着、ﾊﾞｯｸﾞ、日焼け防止グッズ、）

　○ガソリン事業（給料引き去りで、日本中どこでも生協価格で給油できます。） 　　○学習ノート（ショウワノート）、フラットファイル

　○その他 　　○電子辞書（教職員モニター実施中）

　　　・四国信金ゴールドカード（年会費永年無料）を取り扱っています 　　○顕微鏡修理

　　　・冠婚葬祭（墓地斡旋） 　　○格安カラー印刷代行(例)⇒A４裏表ﾌﾙｶﾗｰ4千枚⇒9千5百円）

　　　・退職者説明会（県内６箇所…松江,出雲,浜田,益田,島前,島後）を実施 　　○給食衣、体操服、水着用品、柔道着

　　　・車関係（タイヤ等）、ジュエリーなど 　　○まなボード（グループ学習に最適グッズ）

　　  ・整骨院で使われている低周波治療器「サンマッサー」 　　○格安輪転機インク

　　  ・家電全般 　　○運動会用品、イージーアップテント

　　  ・ミシン販売、修理 　　○新一年生用品

　　  ・ジュエリー販売、フォーム相談 　　〇ペット保険

　　※その他、様々取り扱っています。お問合せください。 　　※その他、様々取り扱っています。お問合せください。

・事務局職員一同は、「組合員の皆様とよい商品との出会いをつくる」というコンセプトのもと、親切・丁寧をモットーに
活動していますので、学校生協並びに教育用品(株)を何卒、よろしくお願いします。

・学校生協の当年度(当期)の未処分剰余金は、理事会・総代会の承認を得たうえで、組合員の皆様に、「出資配当金」、「利用分量割り戻し金」という形
でお返しするとともに、組合員の皆様に資する活動に使用していくのが生協の理念です。
ここ７年間は、当期の未処分剰余金で小幅ではありますが、黒字を維持していますのでご安心ください。しかしながら、一定の内部留保（現状では十分と
はいえません。）は、学校生協の体力という意味で必要ですので、それを踏まえたうえでベストコンデｨションの決算状況を保っていけるよう、役職員一
同、鋭意努力してまいますので、何卒、積極的な利用という応援をよろしくお願いいたします。

・なお、関連会社として、島根県教育用品株式会社(1969年4月17日設立)があり、学校生協からの出向社員３名とパート社員２名が働いており、児童生
徒に良質の教材・教具等を販売しています。学校生協、教育用品（株）は、教育会館内の１Ｆの同一フロアで、関連的に活動していますのでよろしくお願
いいたします。

学校生協、教育用品(株)をご理解ください。そして、ご利用ください！

・学校生協は、１９５１年（昭和２６年）８月に創立し、今年度で６８年目を迎えています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専務理事烏田政己

・学校生協は、島根県内の幼・小・中・高・特、高専、短大等の学校に所属する教職員並びにその退職者、
合計８,０１１名（2019．４.1現在）の皆様が出資している組合組織です。職員は正規職員５名、パート４名の９名が働いています。


