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熊本地震により被災された取り引き先様、
生協くまもとへお見舞金をお渡ししました

５月23日・24日

〈熊本県酪農業協同組合さま〉
地震の影響で、熊本工場の製造ラインが10㎝ほどズレたた
め、12日間工場がストップ。事務所の３階は天井が落ちて完
全に倒壊し、１階・２階も筋かいの鉄骨
が伸びたため壁がはがれ、書庫も倒れて
大変な状況だったそうです。うかがった
時はそのような中でも業務されていまし
た。牛舎も倒壊した所があったそうです。

〈生協くまもとさま〉
４月15日に新支所（東支所）の引き渡しがあり、その支所
が全くの無傷であったため、４月18日より、全国からの支援
を受けて、通常通り配送ができたそうです。多くの職員も駐
車場で家族と共に車中泊が続きました。13店舗中３店舗で被
害があり、被災後は店頭で支援物資の配布を行いました。全
国の生協の支援で５月10日より通常営業に。
コープ共済も全国の生協の応援で、7,500 名の組合員さん
を訪問できたそうです。

〈ベジタブル・ユーさま〉
30本の井戸のうち10本の井戸が濁って、検査が必要な状況
となっています。通常は25名のパートさん達で、収穫からパ
ック詰め作業を行なっているところ、被災時は２名しか集ま
らなかったので、親戚・知人に協力して
いただき、徹夜で作業しスーパーへの出
荷は中止し生協関係は欠品せずに対応い
ただきました。収穫は毎日しなければな
らないため、大変だったが、欠品したく
ないとの思いで、みんなに協力していた
だき乗り越えることができたそうです。

理 事 会・監 事 会 報 告
事業概況

（単位：千円）
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21,747 名の組合員さんより 1,574 万 6,200 円の募金をお預かり
しています
（５月末現在）
。
詳細は128号にてご報告いたします。

http://www.palcoop.or.jp/shinsai/kumamoto/
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〈監事会報告〉
2016年度 第１回（６月７日）
①総代会の結果を受け2016年度監事報酬を協議確認しま
した。
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パルコープでとりくんだ「熊本地震緊急募金」に
ご協力ありがとうございました

累計（４月～５月）

計画比％ 前年比％

生協くまもと
熊本県酪農業協同組合（阿蘇やまなみ牛乳）
（株）
熊本畜産流通センター（佐々牧場の豚肉）
（有）
ベジタブル・ユー（小原さんのベビーリーフ）
肥後農産出荷組合（中川さんのにんじん など）

〈肥後農産出荷組合さま〉
肥後農産の事務所（社長の宮本さん
の実家兼）も、サッシが外れ壁に亀裂
が入っていました。作業場が避難所に
なり出荷できない、自宅で生活できな
いため作業所に寝泊まりする、冷蔵庫
が倒壊するなどの影響を生産者45名の
ほとんどが受けました。にんじんの生産者の中川さんが借り
ていた畑に仮設住宅が建設されるため、にんじんの植え付け
ができない状況にもなっていました。畑も波打って凸凹にな
り亀裂もあり、前途多難な状況とうかがいました。

〈熊本畜産流通センターさま〉
佐々牧場では、餌のタンクが倒壊し第２牧場は停電した
が、自家発電に切り替えて大きな被害はなかったそうです。
現在は通常通り出荷していますが、今後の豚のストレスを心
配されていました。２階の事務所が20㎝
ほどズレ、天上に隙間ができ水漏れで水
びだしになり、エアコン・換気扇が落ち
かけた状態で業務されていました。サッ
シも１枚落ちたそうです。

※職員による支援活動のようすなどはホームページに掲載しています。

≪訪問先（敬称略）
≫

おもに討議、確認した内容
●2016年度５月度事業報告について
●産直

久保産直会の「じゃがいも（男爵）」

企画中止について
●この間の商品不具合および商品検査報告
●2016年通常総代会の結果について
●2017年総代選挙管理委員の選任について
●2016年度監事監査方針と計画

2016年度 第２回
（６月10日）
①５月13日監事会以降の監査状況を報告確認しました。
②2016年度監事の役割分担を協議確認しました。
③代表理事（専務理事）ヒヤリングを行いました。

2015年度 剰余金処分について
生協では、組合員さんの利用で生み出した
剰余金を、将来の目的のために積み立てたの
ち、利用や出資金に応じて組合員さんに還元
します。これを剰余金処分といいます。
剰余金処分の考え方は、①将来の基盤づく
り②もしもの時の備え③組合員への還元とし
ます。
共有財産である積立金は、15億8,400万円、
組合員さんへの還元は、３億 3,594 万円とし
ます。
剰余金処分は、生協法にもとづいて、毎年
の総代会で決めます。

（単位：円）
Ⅰ．当期未処分剰余金

Ⅱ．剰余金処分額
１．法定準備金		
1,100,000,000
２．利用分量割戻金
（共同購入）（0.7％） 287,678,640
３．出資配当金
（0.3％）
48,267,970
４．任意積立金
（１）支所開設積立金		
200,000,000
（２）資産再評価積立金		
100,000,000
（３）商品安全推進積立金		
70,000,000
（４）店舗開設積立金		
50,000,000
（５）災害支援積立金		
40,000,000
（６）環境事業積立金		
20,000,000
（７）平和活動積立金		
4,000,000 1,919,946,610
Ⅲ．次期繰越剰余金

生活協同組合おおさかパルコープ
2017年 総代選挙公示
定款第45条（総代の選挙）および総代選挙規約第４条
（総代の選挙区及び総代定数）にもとづき、生活協同組
合おおさかパルコープ2017年総代選挙を以下のとおり行
ないます。
［記］
（１）総代定数および選挙区について
①総代定数は500名とします。
②選挙区は、以下の８選挙区とします。
選

挙
区
枚
方
市
寝屋川市･守口市･門真市
大東市･四條畷市･交野市

定数
94
78
49

選挙区
大阪Ａ
大阪Ｂ
大阪Ｃ
大阪Ｄ
大阪Ｅ

2,079,750,257

定数
48
79
51
54
47

（２）総代届けの期間は、本公示日より、７月29日（金）
正午までとします。
（３）総代選挙規約第２条（総代選挙管理委員）にもと
づき、下記の５名を2017年総代選挙管理委員に任
命します。
藤澤 洋子、井口 やす子、服部 みのり、
山川 芙美子、原田 貴子
（４）総代立候補届けは
「所定の用紙」
に必要事項を記入
して、総代選挙管理委員会に提出して下さい。

2016年６月10日

生活協同組合おおさかパルコープ

理事長 乕田 喜代隆

※オブザーバー登録を希望する組合員さんは、理事役員
室へご連絡の上、
「所定の用紙」
に必要事項を記入して、
７月29日（金）正午までに下記までご提出ください。
※この件に関するお問い合わせは下記までご連絡くださ
い。

パルコープ理事役員室： ☎ 06－7176－7671

FAX 06－7176－7672
（電話受付時間 月～金：午前９時～午後６時）

159,803,647

公

告

2015年度出資配当金・利用分量割戻金
（共同購入）
のお支払いについて
2016年６月７日の通常総代会で、2015年度決算剰余金の
出資配当金、利用分量割戻金
（共同購入）が決まりました。
お支払い方法は、
出資金への振替を下記の要領で行います。

計算基準は
〈出資配当金〉年率0.3％の金額です。
2015年４月～2016年３月の各月の20日現在の出資金が基準で
す（毎月20日の出資金口数残高の合計÷12×0.3％）。
１口＝1000円です。
お支払いは源泉徴収税20.42％が控除された金額となります。
〈利用分量割戻金
（共同購入）
〉
共同購入の年間利用額の0.7％です。
対象期間は2015年３月21日～2016年３月20日となります。
（食べてSmile、
食べてSmileオリジナル、
くらしのパートナ
ー
〔宅配を除く〕
、いきいき日和
〔旧健康サプリコレクショ
ン〕
、
にこにこほっぺ
〔旧赤ちゃんサポート〕
、
すくすくくん、
e
フレンズ限定
〔チケットを除く〕
のご利用が対象となります）
※出資配当金および利用分量割戻金（共同購入）の計算で出た
10円未満の端数は切り捨てて計算いたします。

該当組合員は
本事業年度末（2016年３月20日）に在籍する組合員でかつ総
代会当日（2016年６月７日）の在籍組合員です。

支払方法は
全額７月20日に出資金に振り替えるものとさせていただきま
す。ただし、返金希望の方の受付は、７月上旬にお届けします
「出資配当金・利用分量割戻金のお知らせ」にて案内いたしま
す。
＊共済割戻しについて
〈たすけあい〉共済の割戻は、「日本コープ共済生活協同組
合連合会」から実施されます。９月中旬～下旬に契約者宛にお
知らせが郵送されます。

2016年６月８日

生活協同組合おおさかパルコープ
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