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忘れがちですが…
●爪は短く
●指輪・時計ははずす
●�汚れが残りやすいと
ころも丁寧に（指先
・指の間・親指の周り
・手首・手のしわ）

●毎月の検査室だよりはHPにも掲載しています。https://www.palcoop.or.jp/au_ji/kensashitsu/
●放射能・輸入食肉検査の取り組みは https://www.palcoop.or.jp/radioactiv_lab/

商品検査室だより ５月度 手洗いのポイント

★手洗い＆消毒のポイント★
●石けんやハンドソープをしっかり泡立てます
●�30秒（よく言われているのは、「ハッピーバース
デイ」を２回歌うくらい）かけて洗い、流水で流
しましょう
●�しっかり水気をふき取ってから、アルコール消毒
を。両手、指先までしっかりすり込みましょう

【商品の相談受付状況】
165件

５月度検査状況（20.４.21～20.５.20）
【商品検査のとりくみ】
　商品検査数　1306件（計画比101.1％）

※その他…店舗・福祉施設の設備の衛生検査など

検査の種類 検査件数 注意品及び結果
微生物検査 748 4（品質上の問題なし）

残留農薬検査 54 なし

理化学検査 292 なし

残留放射能
（放射性物質）検査 43 なし

輸入食肉検査 26 なし

その他※ 143 なし

　新型コロナウイルス感染防止のために、念入りな
「手洗い」に気を配っている組合員さんも多いと思いま
す。これからは、食中毒菌も気になるシーズンです。
手洗いのポイントを今一度見直してみてください。

手の中はこんな様子なんです…
15秒手洗い後

30秒手洗い後 アルコール消毒後

手洗い前

各種、検査のよ
うすを動画でご
覧いただけます→

2019年度出資配当金・利用分量割戻金
（供給事業）のお支払いについて 　　　

公　　　告生活協同組合おおさかパルコープ
2021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2021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 定数 選挙区 定数
枚　　　　方　　　　市 92 大阪市Ａ 50
寝屋川市･守口市･門真市 76 大阪市Ｂ 79
大東市･四條畷市･交野市 48 大阪市Ｃ 53

大阪市Ｄ 55
大阪市Ｅ 47

（２）�総代届けの期間は、本公示日より、７月30日（木）
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2021年総代選挙管理委員に任
命します。

　　　小原　直美、塩田　砂世利、矢藤　万利子、
　　　川辺　弘子、儀理　百合子
（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。
� 2020年６月29日
� 生活協同組合おおさかパルコープ
� 理事長　所　清司
　� 　
※�オブザーバー登録を希望される組合員さんは、組合員
活動部へご連絡の上、「所定の用紙」に必要事項を記入し
て、７月30日（木）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。
� パルコープ組合員活動部： �☎　06－6242－0904
� FAX 06－6242－0926
　　　（電話受付時間　月～金：午前９時～午後６時）

　2020年６月２日の通常総代会で、2019年度決算剰余金の
出資配当金、利用分量割戻金（供給事業）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
〈出資配当金〉年率0.3%の金額です。
　2019年４月～2020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（供給事業）〉
　対象期間は2019年３月21日～2020年３月20日となります。
　共同購入については年間利用額の0.7%です。
　　�（食べてSmile、ファミリー、くらしのパートナー〔別便
を除く〕、にこにこほっぺ、すくすくくん、よりすぐり〔宅
配を除く〕、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）

　店舗については年間利用額の0.2%です。
　　�（ギフト、チケット、切手、印紙、ハガキ〔年賀状含む〕、宅急便
代、粗大ごみ券、商品券代を除く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（供給事業）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
　本事業年度末（2020年３月20日）に在籍する組合員でかつ総
代会当日（2020年６月２日）の在籍組合員です。

支払方法
　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（共同購入利用の方へは６月29日～７月３日配布の注文書と
セットで、店舗のみ利用・共同購入で注文書の発行が無い方へ
は７月上旬にハガキでお届けいたします）。
＊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。
2020年６月３日� 生活協同組合おおさかパルコープ

2019年度 剰余金処分について
　（単位：円）

Ⅰ．当期未処分剰余金� 2,672,998,949

Ⅱ．剰余金処分額
　１．法定準備金� � 311,000,000
　２．利用分量割戻金（供給事業）� � 321,499,120
　３．出資配当金　　　　　　　� � 55,397,500
　４．任意積立金
　　　（１）支所開設積立金� � 1,000,000,000
　　　（２）福祉推進積立金� � 600,000,000
　　　（３）物流最適化積立金� � 70,000,000
　　　（４）資産再評価積立金� � 40,000,000
　　　（５）商品安全推進積立金� � 20,000,000
　　　（６）災害支援積立金� � 20,000,000
　　　（７）環境事業積立金� � 10,000,000
　　　（８）平和活動積立金� � 　　　　1,000,000� 2,448,896,620

Ⅲ．次期繰越剰余金� �� 224,102,329

　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。
　当事業年度の剰余金処分において、共有財
産である法定準備金及び任意積立金に20億
7,200万円、組合員さんへの還元に３億7,689
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。

理 事 会 監・ 事 会 報 告 2020年度� 第１回
６月10日

〈監事会報告〉2020年度　第１回定例監事会（６月10日）
①前回監事会以降の監査状況を報告確認しました。

②代表理事（理事長）のヒアリングを行いました。
③監事報酬を協議・確認しました。

事業概況
（単位：千円）

５　月　度 累計（４～５月）
実　績 計画比％ 前年比％ 実　績 計画比％ 前年比％

供 給 高 5,886,538 127.1 132.3 11,227,098 122.6 122.2
供給剰余金 1,607,140 131.7 137.5 3,036,777 125.8 125.7
福祉剰余金 79 － － 4,684 － －
事業総剰余金 1,739,636 129.4 134.3 3,294,129 123.6 123.8
事 業 経 費 1,405,769 106.7 108.4 2,639,920 103.3 104.2
事業剰余金 333,866 1,234.5 － 654,208 596.4 519.2
経常剰余金 347,820 833.9 3,068.3 683,695 488.1 442.5

おもに討議、確認した内容
●2020年度2020年５月度事業報告
●ココラボ商品の通常価格変更について
●2020年通常総代会の結果について
●�2021年総代選挙管理委員の選任および公示につ
いて

●くらし・他団体、支援活動の進捗について

※実績・計画・前年実績のいずれかが「マイナス」で比較ができない箇所は、「―」で表しています。


