＊＊ 信用組合と総代会制度について
１．総代会制度
信用組合は協同組織金融機関であり、組合員は出資口
数に関係なく、ひとり1票の議決権を持ち、組合員の総
意により組合の意思を決定する機関として「総会」が設
けられています。
当組合には9,379人（先）もの取引先が組合員とな
られており（平成27年3月現在）
、組合員の総数が法定
数（200名）のこえる組合については、法令の定めに
より総会に代わるべき「総代会」を設けることが認めら
れており、当組合をはじめ大多数の信用組合はこの総代
会を採用しています。
この「総代会」は、信用組合の決算事項の承認、定款
変更、役員（理事・監事）選任等の重要事項を決議する
最高意思決定機関であり、組合員各位のご意見を適正に
反映できるよう、組合員の中から選任された「総代」の
方々により運営されています。また、当組合では「総代
会」に限定することなく、日常の営業活動を通じてお寄
せいただく組合員の皆様のさまざまな声を、経営施策に
反映させていくよう努めています。
総代の選任や総代会の運営方法等についての基本的事
項は「中小企業等協同組合法」に、細則については当組
合の「定款」および「総代会規程」に定められています。
２．総代とその選任方法
（1）総代の資格
・当組合の組合員であることが前提であり、組合員の中
から組合員によって選挙されます。
・組合員たる資格を喪失した場合は、当然に総代の資格
を失います。
（2）総代の定数
・総代の定数は、100人以上110人以内です。
・任期は3年です。
（3）総代の選任方法
・総代は、組合の最高意思の決定に参加する重要な役割
を担っています。

・総代は、定款並びに規程の定めに従い、「組合員のう
ちから公平に選挙」により選任されます。
・総代に立候補する場合は、理事長の定める選挙期日の
7日前までに立候補もしくは推薦する旨を理事長に届
け出ます。
・届け出のあった総代候補者がその選挙区毎における総
代の定数を超えないときは、その総代候補者をもって
当選者となります。
・総代候補者の届出数がその選挙区において選挙すべき
総代数に不足する時は、届け出た候補者をもってその
選挙区の当選者と定め、不足数は遅滞なく補充選挙を
行います。
（4）総代会の決議議事事項等
第63期通常総代会（平成27年6月19日開催）に
おいて、次の事項が付議され、それぞれ原案どおり
承認可決されました。
①報告事項
第63期事業報告の件
②決議事項
第1号議案 第63期貸借対照表、損益計算書承
認に関する件
第2号議案 第63期剰余金処分案承認に関する
件
第3号議案 第64期事業計画及び収支予算案承
認に関する件
第4号議案 定款の一部変更承認に関する件
第5号議案 総代選挙規程の一部変更承認に関す
る件
第6号議案 組合員の除名承認に関する件
第7号議案 理事及び監事任期満了に伴う改選に
関する件
第8号議案 役員報酬の年限度額承認に関する件
第9号議案 退任役員に対する退職慰労金贈呈に
関する件

店別総代の氏名
敬称略（順不同）（平成 27 年 6 月 19 日現在）

立岡 幸夫⑦ 金子 幸一④ 平野 守助⑩ 平井 光吉③ 平柳 清治⑦ 石川純之助③ 木村 暢男⑫ 田中

茂③ 浦野 光生② 岡本 郁雄⑦

本店
山村 栄一⑧ 横井 実雄② 佐藤 幸一③ 小林 真一⑥ 古飯塚 一② 稲垣 敬一④ 滝澤 芳子⑤ 荻島 直光② 上野 英男② 菅家 安智①
地域
八一⑦ 浜田 航一③ 芦埜
茂① 大井 政弘⑨ 江原森太郎③ 青木
勉② 江畠 和一⑤
4 0 名 平野 普治⑨ 酒巻 平吉④ 伊東 和夫⑤ 森
菅原 延宏⑦ 鈴木 博久⑧ 関根 辰昭⑨ 国分 詔八④ 内田 泰之③ 池田 惠治⑤ 畠山 健二① 松岡 豊彦⑫ 大政徹太郎⑦ 篠田
寺島
岡本 新吉① 和方
地域
1 9 名 小椋 義美⑧ 熊木

晃⑨

勇⑨ 杉本 浩志① 網倉 守弘⑨ 戸辺昭三郎⑤ 大谷内市五郎⑦ 安部太利次⑨ 小田木昭雄④ 加藤 秀雄⑮ 太田 久治⑫
清⑩ 小川

徹⑫ 小林 直平⑤ 吉羽彦ヱ門⑫ 木村

茂⑦ 大川 英雄⑩ 小野九二次郎③ 笹本 和義①

今吉 陽子③ 近藤ミヤ子④ 大内
浩⑥ 上野
登⑫ 熊田 孝行① 木村 謙二① 山口 敏子③ 金沢
昭⑭ 大島真三郎③ 内藤 正照⑤
葛飾
地域 有賀 直利⑩ 高嶋 義明⑦ 山本 忠男⑦ 小菅 庄七⑭ 矢野 一彦② 高野 広一② 鈴木 保夫② 伊藤 朋弘① 村上
勉⑨ 服部 俊和⑨
23名
小島八重子② 相吉
武③ 久田 精作⑨
木幡 秀和⑦ 丸山 義三⑩ 久保田 茂⑤ 小堺 正治⑫ 小林 昭卯④ 新井 賢二① 佐藤 昌見⑦ 高柳 京子⑦ 鈴木 育夫③ 宮野 武雄⑤
本所
地域 天笠 英男⑤ 高島 裕義⑩ 長澤 静男⑨ 菅沼 幸治⑦ 根本 雅博③ 桑原 増男⑥ 大塚
修④ 八角 多彦⑦ 酒川 武男② 横山 宗之①
24名
田中 義明⑮ 伊藤九美子③ 本間 隆司⑤ 片山 孝一②
総数106名
（注）氏名の後ろに就任回数を記載しております。
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