大学生協事業連合ガイド
2020

2018年11月 全国６つの事業連合が合併して、
大学生協事業連合が誕生しました。

ごあいさつ

代表理事
理事長

井内

善臣（兵庫県立大学名誉教授）

大学生協事業連合は「事業連帯の強化と革新をめざす」組織として、全国6地区の事業連合が結集し
て新組織を発足し2020年度は2期目を迎えることができました。皆様のご協力、ご支援に感謝申し上げ
ます。
大学生協は「つながる元気、ときめきキャンパス」を宣言し「協力・協同・自立・参加」という４つの
理念のもと、「学びと成長」に資するべく事業活動を行っております。
また大学生協事業連合は、大学生協の主たる組合員である学生、教職員が多くの生活時間を過ごす各
大学キャンパスにおける教育研究や学修の活動支援や生活支援だけに留まらず、ときには文化的活動支
援のための事業も行っており、大学と共に歩んでゆく「パートナー」としての存在感を高め、今や大学
にとっても「なくてはならない組織」となっています。
ところで、ここ数年、「働き方改革」という潮流に象徴されるように、これまでの社会経済活動に大
きな変革が表れてきました。また同時期に、大学の運営交付金の削減、消費税の増税、18才人口の減少、
多様なバックボーンを持つ学生の入学、キャッシュレス化等々、大学を取り巻く環境も大きく様変わり
し、しかもその変化のうねりが大きく、しかも予想外の速さで突き進んできております。こうした状況
では、キャンパス内だけに限らず、学外も含めた「あらゆる場や局面」での学修支援、キャリア支援、
生活支援など、大学生協も組合員への支援活動にも変革を求められ、また大学生協の事業のあり方にも
変革が求められ、事業連合は対応をして参りました。こうした対応の中で、DECS事業やキャッシュレ
ス化事業などが生まれてきました。さらにこの度の「新型コロナ・ウィルス感染騒動」により、大学で
は教育研究体制について大きな変革が生じております。「9月入学」、「オンライン授業」、「100分授
業」等々、今後こうした状況が恒久化するかどうかは不透明ですが、教育、研究だけでなく、就活やキ
ャリア形成にも困難さをともなう組合員が少なからずおられます。
しかし、一方では「オンライン授業」の普及促進が「新しいビジネスモデル」を生み出すことになる
とも考えられます。このような事態の時にこそ、大学生協事業連合、大学生協職員、組合員が「one
team」となって、立ち向かわなければなりません。「主体的な学び」を育み促進する事業を提供し有意
義なキャンパスライフを過ごすことができるよう、これまでに大学生協事業連合が培ってきたノウハウ
や経験を活かして「学びと成長」活動を支援してゆきましょう。
新しい組織やシステムではよく言われるように、最初から完璧なものはなく、時間とともに完成度を
高め、成長を遂げてゆくものであると思います。組織・システムは「それに関わる人」との関係なくし
ては「効率的、効果的な組織・システムとはならない」ことはこれまでの経験から強く感じております。
つまり「人」と「組織・システム」そして両者を仲介する「マン・マシンインタフェース」や「コミュ
ニケーション力」が一体となって、はじめて新組織・新システムが最大限の力を発揮するものだと思い
ます。その実現のためのキーワードは「標準化」、「効率化」であると思います。これまでの「仕事の
やり方を代える」、場合によっては「組織も変える」、「標準化を行う」、場合によっては「統一化を
図る」など、協同互助の精神に基づき、全国大学生活協同組合連合会と連携し、事業活動ならびに各種
活動を行ない、会員組合員の生活の文化的、経済的改善向上を図りましょう。
大学や大学生協事業に関わる皆様方のさらなるご支援とご協力をお願申し上げます。

組織概要
事業概要

協同互助の精神に基づき、全国大学生活協同組合連合会と連携し、大学生活協同組合の協
同事業の中心として事業活動ならびに各種活動を行なって会員事業の発展を図り、会員組
合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。（定款より抜粋）

設立年月日

1969年

代表者

理事長

10月

井内

1日
善臣（兵庫県立大学名誉教授）

専務理事

戸田

俊浩

会員生協数

190会員（2020年2月末現在）

会員の組合員数

約144万人（2019年9月末現在）

会員生協総供給高

約1,615億円（2019年度）

出資金

約29.6 億円（2020年2月末現在）

職員数

464人（2020年2月末現在）

区域

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、

内訳 184大学生協、6インターカレッジコープ

※定時職員を除く

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野
県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌
山県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
関係団体

日本生活協同組合連合会
全国大学生活協同組合連合会
全国大学生協共済生活協同組合連合会
北海道生活協同組合連合会
宮城県生活協同組合連合会
東京都生活協同組合連合会
愛知県生活協同組合連合会
京都府生活協同組合連合会
兵庫県生活協同組合連合会
石川県生活協同組合連合会
福岡県生活協同組合連合会

組織図

2020年7月現在
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会員生協
北海道地区

北海道大学生活協同組合
北海学園生活協同組合
酪農学園生活協同組合
札幌学院大学生活協同組合
北星学園生活協同組合
北海道教育大学生活協同組合
札幌大学生活協同組合
小樽商科大学生活協同組合
室蘭工業大学生活協同組合
帯広畜産大学生活協同組合
北見工業大学生活協同組合
釧路公立大学生活協同組合
公立はこだて未来大学生活協同組合

東北地区

弘前大学生活協同組合
岩手大学生活協同組合
盛岡大学生活協同組合
秋田大学生活協同組合
東北大学生活協同組合
東北学院大学生活協同組合
東北工業大学生活協同組合
宮城教育大学生活協同組合
宮城大学生活協同組合
尚絅学院大学生活協同組合
山形大学生活協同組合
福島大学生活協同組合
宮城学院生活協同組合
弘前学院生活協同組合

大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ

岩手県立大学生活協同組合

東京地区

東京大学消費生活協同組合
早稲田大学生活協同組合
慶應義塾生活協同組合
法政大学生活協同組合

生活協同組合東京インターカレッジコープ

東京理科大学消費生活協同組合
工学院大学学園生活協同組合
東京電機大学生活協同組合
東京海洋大学生活協同組合
千葉商科大学生活協同組合
千葉大学生活協同組合
東京農業大学生活協同組合
東邦大学消費生活協同組合
東京工業大学生活協同組合
明治学院消費生活協同組合

首都大学東京生活協同組合
和光学園生活協同組合
桜美林学園消費生活協同組合
麻布大学生活協同組合
宇宙科学研究所生活協同組合
横浜国立大学生活協同組合
横浜市立大学生活協同組合
星薬科大学生活協同組合
東京工芸大学生活協同組合
芝浦工業大学消費生活協同組合
日本赤十字看護大学生活協同組合
お茶の水女子大学消費生活協同組合
東京医科歯科大学生活協同組合
東京外国語大学生活協同組合
武蔵学園生活協同組合
日本女子大学生活協同組合
東洋大学生活協同組合
東京芸術大学生活協同組合
大東文化学園生活協同組合
埼玉大学生活協同組合
跡見学園女子大学生活協同組合
十文字学園生活協同組合
淑徳大学みずほ台生活協同組合
前橋工科大学生活協同組合
東京工業高等専門学校生活協同組合
東京経済大学生活協同組合
一橋大学消費生活協同組合
東京学芸大学生活協同組合
電気通信大学生活協同組合
東京農工大学消費生活協同組合
津田塾大学生活協同組合
東京薬科大学生活協同組合
白梅学園生活協同組合
日本社会事業大学生活協同組合
日本獣医生命科学大学生活協同組合
清泉女学院生活協同組合
山梨県立大学生活協同組合
明治薬科大学生活協同組合
新潟青陵大学・短期大学生活協同組合
長野県立大学生活協同組合
新潟大学生活協同組合
信州大学生活協同組合
長野大学生活協同組合
山梨大学生活協同組合
群馬大学生活協同組合
足利大学生活協同組合
宇都宮大学消費生活協同組合
茨城大学生活協同組合
高崎経済大学生活協同組合
茨城キリスト教学園生活協同組合

松本大学生活協同組合
新潟県立大学生活協同組合
長野県看護大学生活協同組合

太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合

東海地区

静岡大学生活協同組合
愛知大学生活協同組合
名古屋大学消費生活協同組合
愛知教育大学生活協同組合
名古屋工業大学生活協同組合
名古屋市立大学生活協同組合
愛知県公立大学生活協同組合
日本福祉大学生活協同組合
岐阜大学消費生活協同組合
三重大学生活協同組合
三重短期大学生活協同組合
中京大学生活協同組合
名城大学生活協同組合
岐阜市立女子短期大学生活協同組合
自然科学研究機構岡崎生活協同組合
金城学院大学生活協同組合
三重県立看護大学生活協同組合

生活協同組合インターカレッジコープ愛知

静岡文化芸術大学生活協同組合
日本赤十字豊田看護大学生活協同組合

関西北陸地区

大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ

近畿大学生活協同組合
大阪経済大学生活協同組合
阪南大学生活協同組合
大阪電気通信大学生活協同組合
大阪千代田短期大学生活協同組合
千里金蘭大学生活協同組合
大阪樟蔭女子大学生活協同組合
大阪府立大学生活協同組合
大阪大学生活協同組合
大阪教育大学生活協同組合
和歌山大学消費生活協同組合
大阪市立大学生活協同組合
和歌山県立医科大学生活協同組合
神戸大学生活協同組合
関西学院大学生活協同組合
神戸市外国語大学消費生活協同組合
甲南大学生活協同組合
兵庫県立大学生活協同組合
神戸薬科大学生活協同組合
神戸親和女子大学生活協同組合
園田学園女子大学生活協同組合
大手前大学生活協同組合

甲南女子大学生活協同組合
神戸市立工業高等専門学校生活協同組合
富山大学生活協同組合
金沢大学生活協同組合
福井大学生活協同組合
石川工業高等専門学校生活協同組合
富山県立大学生活協同組合
富山高等専門学校生活協同組合
京都大学生活協同組合
同志社生活協同組合
立命館生活協同組合

京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合

龍谷大学生活協同組合
京都教育大学生活協同組合
京都工芸繊維大学生活協同組合
京都橘学園生活協同組合
京都経済短期大学生活協同組合
奈良女子大学生活協同組合
奈良教育大学生活協同組合
奈良県立大学生活協同組合
奈良工業高等専門学校生活協同組合
滋賀県立大学生活協同組合
滋賀大学彦根地区生活協同組合
滋賀大学大津地区生活協同組合
滋賀医科大学生活協同組合

九州地区

生活協同組合福岡インターカレッジコープ

福岡教育大学生活協同組合
九州工業大学生活協同組合
北九州市立大学生活協同組合
佐賀大学生活協同組合
宮崎大学生活協同組合
鹿児島大学生活協同組合
琉球大学生活協同組合
鹿児島県立短期大学生活協同組合
沖縄大学生活協同組合
福岡女子大学生活協同組合
九州大学生活協同組合
西南学院大学生活協同組合
長崎県立大学佐世保校生活協同組合
長崎大学生活協同組合
熊本大学生活協同組合
大分大学生活協同組合
福岡県立大学生活協同組合
純心大学生活協同組合
南九州学園生活協同組合
九州国際大学生活協同組合
長崎県立大学シーボルト校生活協同組合
生活協同組合熊本インターカレッジコープアカデミア

西南女学院大学生活協同組合

経営概況
貸借対照表

2020年 2月 29日現在（単位：千円）

資産の部

流動資産

現預金

18,160,436

供給未収金

12,334,352

その他流動資産
流動資産

固定資産

金額

流動負債

5,342,075

計

35,836,863

有形固定資産

4,173,823

無形固定資産

756,970

その他固定資産

2,962,351

固定資産

7,893,145

計

負債・純資産の部

固定負債

18,131,792

供給総剰余金

その他流動負債

19,367,263

事業収入

流動負債

37,499,055

事業総剰余金

計

事業経費

116,782,586
282,119
8,350,592
8,632,712
10,310,625

事業損失金

1,677,912

事業外収益

275,308

40,936,922

事業外費用

195,017

2,959,180

経常損失金

1,597,621

法定準備金

678,677

特別利益

任意積立金

428,836

特別損失

当期未処理損失金
計

至2020年2月29日

112,365

会員生協出資金

剰余金

自2019年3月 1日

3,437,867

計

負債合計

43,730,008

3,325,502

その他固定負債
固定負債

会員資本

供給高

買掛金

退職給付引当金

剰余金

資産合計

金額

損益計算書（単位：千円）

1,273,609
△ 166,094

純資産合計

2,793,085

負債・純資産合計

43,730,008

税引前当期損失金
法人税等

2,335
8,631
1,603,917
14,825

法人税等調整額

1,132,474

当期損失金

2,751,217

当期未処理損失金

1,273,609

事務所所在地
●杉並事務所
〒166-8532 東京都杉並区和田3-30-22 大学生協杉並会館
TEL.03-5307-1133（大代表）
交通：地下鉄丸ノ内線「東高円寺駅」徒歩10分
●札幌事務所
〒060-0808 札幌市北区北8条西7丁目1番地 生協会館3階
TEL.011-726-9148
●仙台事務所
〒981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木1丁目1-41 大学生協仙台会館
TEL.022-717-4850
●市ヶ谷事務所
〒162-0843 東京都新宿区市谷田町3-24-1
●所沢事務所
〒359-0013 埼玉県所沢市城682-1
●名古屋事務所
〒466-8657
愛知県名古屋市昭和区山手通二丁目16番地の1
TEL.052-839-2892

大学生協東海会館

●大阪事務所
〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-15 大学生協大阪会館
TEL. 06-7659-9799
●京都事務所
〒604-8113 京都市中京区井筒屋町411 大学生協京都会館3階
●福岡事務所
〒812-0044 福岡市博多区千代2丁目21番1号 公団ビル1階
TEL.092-631-5131

生活協同組合連合会大学生協事業連合
Business Association of University Co-operatives
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