
２０１７年夏号

２０１７年度第６６回通常総代会のご報告

１ 日時 ２０１７年６月９日（金）１１時００分～１５時００分
２ 場所 島根県教育会館４階会議室
３ 総代総数及び出席総代数 出席総代数 本人出席７０名、

委任状出席２９名、（欠席３名）
４ 出席役員 理事１１名、新理事候補１２名、監事１名
５ 総代会役員
・議長⇒池田宗市（安来支部総代）
・議事録署名人 池田宗市議長、飯塚頼寿（仁多支部総代）、池田昭夫（虹友会総代）
・資格審査委員⇒小坂芳子理事、議事運営委員⇒吉賀孝則理事、記録係⇒松浦愛事務局職員
６ 議事
〔第１号議案〕２０１６年度活動報告、決算報告、剰余金処分(案)並びに監査報告に関する件
〔第２号議案〕２０１７年度活動方針、事業計画(案)並びに予算(案)に関する件
〔第３号議案〕役員選任に関する件
〔第４号議案〕役員報酬に関する件
〔第５号議案〕議案決議事項効力発生に関する件
※上記の全議案について、全員一致で承認されたことを、ここに報告させていただきます。

新理事長就任のあいさつ 理事長 山本 篤治
組合員の皆様には、ご健勝にてお過ごしのことと拝察しお喜び申しあげ

ます。
平素より島根県学校生協の諸事業に対しまして、力強いご支援とご協力を

賜っておりますことに厚くお礼を申しあげます。
さて、私ことこの度の理事会にて推挙され、総代会において承認いただき、

加本良治前理事長の後任として就任することとなりました。
理事長という重責を担うこととなり、改めてその職責の重さに身の引き締

まる思いであります。歴代の理事長が残された業績を活かし、学校生協の発展に全力で取り組
んでいく所存であります。組合員の皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申しあげます。

当学校生協は、昭和２６年に教職員自ら資金を出し合い、運営し、教職員の教育活動と生活
をサポートすることを目的として設立され、以来６５年の間、困難にぶつかりながらも組合員
の皆様の力で乗り越え発展してまいりました。

今日、学校生協を取り巻く環境は決して平坦ではありませんが、今後も時代の変化や環境に
タイムリーに対応するとともに、「組合員の仕事や生活をサポートするライフパートナー」を
ミッションに、仲間としての輪の広がりを一層大きくしていくことが、これからの学校生協の
充実・発展に繋がっていくと考えております。

組合員の皆様の生活に役立ち、また満足していただける事業、サービスを推進し、商品の開
発、拡大に事務局一丸となって頑張ってまいりますので、引き続き皆様のご支援とご利用を宜
しくお願い申しあげます。

終わりに、組合員並びにご家族の皆様のご健勝とご多幸を祈念しまして、就任のご挨拶とさ
せていただきます。

２０１７年度職員紹介。よろしくお願いします。

●職員の状況
島根県学校生協では、今年度の期首で次の１３名が職員として働いています。うち３名が島根県教育用品

株式会社（主に児童生徒に教材・教具等を販売する学校生協の関連会社で、島根県教育会館１Fの同フロア
で働いています。）に出向して職務に従事しています。

２０１７年度期首

第６６回を数えます島根県学校生協「総代会」は、盛会のうちに終了することができました。
以下、総代会の概略をご報告させていただきます。

職名等 氏名 雇入れ日
勤務(年.月

)
備考

事務局長兼ねて総務･業務課長 栗原隆寿 1981/9/1～ 35.7 正規職員

営業課係長(巡回･同行) 山本貴人 2016/3/1～ 1.1 正規職員

総務課主任 松浦 愛 2008/12/1～ 8.3 正規職員

業務課主任(保険、共同購入) 柏井恵里 2011/10/1～ 5.6 正規職員

営業課(巡回･同行、共同購入) 福島一樹 2013/4/16～ 4.0 正規職員

業務課(共同購入) 金坂睦子 2001/4/1～ 16.0 嘱託職員

総務課(経理) 川橋淳子 2015/5/1～ 1.11 嘱託職員

総務課(総務課補助) 小笹美由紀 2008/9/29～ 7.6 ﾊﾟｰﾄ職員

業務課(共同購入、保険) 吉川栄子 2016/4/1～ 1.0 ﾊﾟｰﾄ職員

業務課(共同購入,ﾁﾗｼ等作成) 高真恵理子 2017/4/1～ 0.0 パート職員

業務課(共同購入) 宇野和恵 2012/4/1～ ｱﾙﾊﾞｲﾄ職員

業務課(共同購入) 赤松美和子 2013/11/26～ ｱﾙﾊﾞｲﾄ職員

業務課(共同購入) 勝部由貴子 2015/10/5～ ｱﾙﾊﾞｲﾄ職員

岩成潤 2006/10/1～ 10.6

島根県学校生協採用の
正規職員堤由美子 2009/4/1～ 8.0

脇田樹里 2008/5.1～ 8.11

●関連会社である
「教育用品株式会社」への
出向を命じている職員３名

お問合わせは、 ﾊﾟｰﾙ＆ｼﾞｭｴﾘｰ ＫＡＮＯＮ (078-367-1467)

又は 学校生協（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-213786）

島根県学校生協指定提携店



２０１７年度役員一覧表ごあいさつ 学校生協専務理事 烏田政己

ごあいさつ 専務理事 烏田政己

学校生協について
島根県学校生活協同組合は、昭和２６年に創立しており、２０１７年度で、

創立６６年目を数えます。
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、２０１６年度期首の数値を示しています。

●役員〔理事（３０名）監事（３名）〕

今年度の役員の皆様は、次のとおりとなっています。

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 新任１

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５

3 奥村　忠孝 内中原小 島根県小学校長会 新任１

4 上代　裕一 松江二中 島根県中学校長会 新任１

5 浜崎　之義 松江商業高 島根県高等学校校長協会 再任３

6 井上　晴美 出雲郷幼 島根県国公立幼稚園・子ども園長会 新任１

7 石田　靖子 松江商業高 島根県高等学校教職員組合 再任２

8 小坂　芳子 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３

10 後藤　真澄 城北小 島根教職員組合(日教組島根) 新任１

11 吉賀　孝則 国府小 公立小･中学校事務職員研究会 再任５

12 布野　浩志 鹿島中 松江橋北地区 新任１

13 五明田典子 八雲中 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２

15 池淵　昌志 飯梨小 安来地区 新任１

16 岩成　幹夫 窪田小 出雲西部地区（旧簸川郡西部） 新任１

17 吉田　　隆 乙立小 出雲中部地区 新任１

18 植田　義久 東小 出雲東部地区（旧平田市） 新任１

19 原　　一夫 西野小 出雲斐川地区 新任１

20 松本　真理 佐世小 雲南地区 再任２

21 梶田　勝造 高尾小 仁多地区 再任２

22 山本　幸市 赤来中 飯石地区 再任３

23 片寄　泰史 旭中 浜田地区 新任１

24 武田　寿博 志学中 大田地区 新任１

25 山口　和芳 津宮小 江津地区 再任３

26 細田　寿俊 阿須那小 邑智地区 再任２

27 原　　節夫 中西小 益田地区 再任３

28 秋好　俊則 津和野小 鹿足地区 新任１

29 澤　　純子 西ノ島小 島前地区 再任３

30 平木　伸幸 磯小 島後地区 新任１

1 江戸　宣文 大森小 県小学校長会 再任２

2 宇田　聡 出雲商業 出雲地区高校 再任14

3 柿田　義広 松江商業 松江地区高校 新任１

監事

全
県

理事（３０名）　　　                                                      　　　　　　　              　　　 ※理事は任期２年間（２０１７～２０１８年度）

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

理事

常務理事

常務理事

常務理事

支部理事

役　名

是非ともご来場ください。新たな出会い！お得満載！ 

島根県学校生協 TEL(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)0120-21-3786

2017年8月19日（土）10～16時 島根県教育会館

学校生協・教育用品の逸品を
特別割引でご案内！

島根県学校生協 展示会

事前の来場予約で、
旭養鶏場えごま卵をプレゼント！

〔学校生協のよさ〕
加入率の低い県立学校の皆さんにも、是非とも学校生協の組合員になってもらい、よさを感じ

てもらえるよう、今後、努めてまいりたいと思います。
学校生協のよさには、いろいろありますが、主に次のようなことがあげられます。
・給料引き去りで、気楽に購入できること。
・全国の学校生協の結集の強みとして全国の逸品が揃うチラシから購入できること。
・売れ筋の逸品、健康に資する「トリム水素水整水器」が生協価格にて購入できること。
・安心安全なCO-OP商品を、常時取扱い品として短期間でお届けできること。
・安心して利用できるガソリンカードは、全国どこでも一律の値段(給料引き去り)であること。


