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◆新型コロナウイルス感染症対策たすけあい募金◆ 

栃木県 860  

群馬県 861  

茨城県 862 

 

よつ葉生活協同組合 

第 40 回通常総代会 報告 
開催日時：2022 年 6 月 11 日（土曜）10：00～11：25 

 会場：小山市立文化センター 小ホール 

総代定数： 120 名 

出席総代数：114 名（本人出席 32 名、代理人出席 0 名、書面議決 82 名） 

第 1 号議案 2021 年事業報告承認の件…反対 0、保留 2、賛成 109 で可決しました。 

  A 食の安全を守り、安心できる食材をお届けする活動 

   ・新型コロナウイルス感染症予防対策 ・有機農業の推進 ・登録野菜(小・中・大)、もったいない野菜(登録)の推進  

   ・ネオニコチノイド系農薬不使用農産品の表示(マーク)の検討 ・ネオニコチノイド系農薬不使用の取組み(オーナーりんご)   

   ・よつ葉 PB 商品の普及 ・よつ葉だより、ホームページでの広報活動 

・業務関連委員会の活動(産直委員会、商品評価委員会、クッキング委員会) 

 

   B 理念を共有する仲間を増やし、生協の輪を広げる活動 

  ・本部活動(オンライン調理教室、生産者交流会) ・農業体験の開催(落ち葉さらいのみ、理事・委員会・職員) 

・専門地区委員会活動とサークル活動 ・新規組合員のお誘い活動 ・利用促進の取り組み(担当者おすすめ、人気商品セット) 

・ふれあいまつり in くらら・よつ葉だより企画の展開 ・コープ共済の推進 

 

  Ⅽ 安心して暮らせる社会をつくる活動   

・新型コロナウイルス感染症対策たすけあい募金の継続実施 ・フードバンク地域施設 5 団体への支援  

・コロナ禍による各団体・大学生への支援活動 ・フードバンク茨城「子ども支援プロジェクト」への協力 

   ・おたがいさま活動、くらしの電話相談室共同利用 ・各県の健康づくり運動への協力   

   ・脱原発パレード(プレ企画)への協力 ・各署名(5 項目)活動への協力 

   ・「令和 3 年 8 月大雨」災害支援募金の取組み(101 万 5,600 円) ・日本生活協同組合連合会や各生協連合会との協同活動 

   ・よつ葉生協業者協力会との協同 ・生協ネットワーク 21 への事業協力 ・(株)コープ有機関東支所の開設 

 

  D 理念を実現するための組織づくり 

  ・職場内の新型コロナウイルス対策 ・諸規定の見直し ・職場の環境整備、改善等 ・事業収益の確保 

※ その他、組合の運営組織の状況に関する重要な事項「内部統制システムに関する基本方針」の整備を進めています。 

  

  2021 年度決算報告、剰余金処分                                  (単位：万円) 

項目 金額 項目 金額 2021 年度の供給額は、前年対比 97.5％、 

新規組合員は、前年対比 101.4％で終了。 

当期未処分剰余金と施設積立金取崩額を合

わせた 27,050 万円です。 

剰余金処分に出資配当 0.3％363 万円、利用

分量割戻金 0.2％873 万円、法定準備金 700

万円、建設積立金 10,000 万円、システム開

発積立金 5,000万円、災害積立金 200万円、

40 周年事業積立金 1,000 万円となります。 

次期繰越金は 8,912 万円となります。 

供給額 459,888 特別損益 204 

供給剰余金 132,117 税引前当期剰余金 9,374 

事業経費 129,070 法人税等 2,792 

事業剰余金 3,046 当期剰余金 6,582 

事業外収益 6,660 期首繰越金 10,468 

事業外費用 128 期末剰余金 

任意積立金取崩額 

17,050 

10,000 
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第 2 号議案 2022 年度事業活動計画及び予算決定の件…反対 0、保留 3、賛成 108 で可決しました。 

 よつ葉生協 「2022 年度事業数値」計画                                （単位：万円） 

項目 2021 年実積 2022 年計画 前年比 項目 2021 年実積 2022 年計画 前年比 

組合員数 26,479 人 26,797 人 101.2％ 販売管理費 129,070 128,170 99.3％ 

供給高 459,888 458,320 99.7％ 営業外損益 6,532 5,957 91.2％ 

供給剰余金 132,117 125,990 95.3％ 
経常剰余 9,578 3,775 39.4％ 

出資金 121,200 122,600 101.2％ 

 

2022 年度事業・活動方針について 

活動テーマ：いつだって繋がってるよ！よつ葉のわ～つなごう心のきずな～ 

A 食の安全を守り、安心できる食材をお届けする活動 

 ・新型コロナウイル感染症予防対策 ・有機農業、特別栽培農産物の推進 ・ネオニコチノイド系農薬不使用の取り組み  

・オリジナル商品の普及 ・商品管理体制の強化 ・品質管理の強化 ・よつ葉だより・ホームページの運用  

・「暮楽々」商品取り扱い選定基準書見直し 

B 理念を共有する仲間を増やし、生協の輪を広げる活動 

・農業体験 ・専門、地区委員会、サークル活動 ・生協の輪を広げる活動 ・新規組合員拡大と商品普及活動  

・各地域に根差した活動、イベントや企画の実施 ・利用促進の取り組み  

  ※ふれあいまつりの開催は、新型コロナウイルスの流行状況を見極めて実施できるか判断します。 

Ⅽ 安心して暮らせる社会をつくる活動 

 ・おたがいさま活動、くらしの電話相談 ・見守り活動連携 ・フードバンク活動の継続支援 ・支援募金の継続取り組み 

 ・3 県での健康づくり運動 ・脱原発運動への協力と支援 ・「栃木県高齢者運転免許証自主返納サポート事業」への協力  

・栃木県総合防災訓練への参加 ・コープ共済の推進活動 ・日本生活協同組合連合会や各生協連合会との協同活動  

 ・よつ葉生協業者協力会との協同 ・生協ネットワーク 21 への事業協力 ・(株)コープ有機関東支所の運用 

・「コープ SDGs 行動宣言」の取り組み  

D 理念を実現するための組織づくり 

 ・働きやすい、職場環境づくり ・各研修会の実施 ・各諸規定の見直しと改善 ・内部統制の整備 

・未収金の回収促進 ・事業収益の確保 ・各行政機関への協力 ・冷凍蓄冷剤の運用とドライアイスの削減 

第 3 号議案 みなし脱会処理の実施の件…反対 0、保留 1、賛成 110 で可決しました。 

 ・2021 年 8 月末に確定した転居不明組合員 98 名をみなし脱会として処理することの提案がなされ、承認されました。 

  ※2 年間の預かり期間を設け、出資金 828,000 円は別管理とし、期日後、雑収入処理をします。 

なお、それ以降に申入れがあった時は、返金することとします。 

第 4 号議案 役員報酬上限額決定の件…反対 0、保留 5、賛成 106 で可決しました。 

 定款 26 条(役員の報酬)により、理事および監事に対する報酬は役員報酬審議会により協議された答申の理事 16 名、 

4,000 万円、監事 3 名 150 万円を理事会にて決議し、総代会に提案がなされ、承認されました。 

 ※ 監事枠については、重責を担う立場から増額としました。    

第 5 号議案 役員選任の件…反対 0、保留 2、賛成 109 で可決しました。 

 役員として役員選考委員会から推薦された理事 16 名、監事 3 名について定款 18 条 19 条(役員の選任)の規定により  

役員選考委員会を招集し、役員選任者を整え理事会にて決議し、総代会で提案がなされ、承認されました。 

  

No 役員 名前 役職 No 役員 名前 No 役員 名前 

① 理事(重任) 三輪英理子 理事長 ⑧ 理事(重任) 薄井史子 ⑮ 理事(新任) 磯部裕美 

② 理事(重任) 中田秀治 専務理事 ⑨ 理事(重任) 山本智恵 ⑯ 理事(新任) 国府田恵美子 

③ 理事(重任) 塚田泰史 常務理事 ⑩ 理事(重任) 青木恵美子 ⑴ 監事(重任) 大森憲子 

④ 理事(重任) 堀桃子 常任理事 ⑪ 理事(重任) 小田切洋子 ⑵ 監事(新任) 田嶋祥子 

⑤ 理事(重任) 横山美裕紀 常任理事 ⑫ 理事(重任) 鎌柄克美 ⑶ 監事(新任) 中根賢一 

⑥ 理事(重任) 針谷光絵  ⑬ 理事(重任) 石川真子 

⑦ 理事(重任) 石河不砂 ⑭ 理事(重任) 渡辺亜紀 
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第 6号議案 役員退任慰労金支給の件…反対 0、保留 3、賛成 108で可決しました。 

本総代会をもって退任される役員 5名に対し、「役員退任慰労金支給規定」に基づいて、退任慰労金を支給することの 

提案がなされ、承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. いつもお世話になります。商品のオーダーをネットの「ダイレクト注文」で行っていますがデフォルト数字が「0」になっているた

め、しっかりクリックしていないとそのままで注文されなかったという経験が何度かあります。こちらのミスなのですが、「0」→

「1」に最初からすることは難しいでしょうか？使いにくさがあります。改善をご検討いただけますと幸いです。よろしくお願い

致します。 

A. 貴重なご意見ありがとうございます。Web注文につきましては、時代の流れとともに、若い世代を中心として年々利用者 

  が増えてきており、「こうしたらどうか」「このようにしたら使いやすい」といった多くの声が寄せられています。そういっ 

   た声を集約しながら、組合員の方々がより使いやすく、分かりやすいものを少しずつバージョンアップして作り上げていき

ます。いただいたご要望につきましては、関係部署で集約して検討させていただきます。これからも、お気づきの点がござ

いましたら、ご意見を頂戴できればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

Q. (株)コープ有機関東支所の開設について 

   本年度、よつ葉生協内に事務所開設に伴い、出資金として 2,500,000円が出資されております。 

  他の 3生協の出資金額も同額の出資金でしょうか？ 

A. (株)コープ有機関東支所は、総株数 100株(1株 50,000円)となっており、よつ葉生協 50株(2,500,000円)、自然派くらぶ 

生協 24 株(1,200,000 円)、ナチュラルコープ・ヨコハマ 14 株(700,000 円)、常総生協 12 株(600,000 円)と生協の組織規模

に合わせた按分となっております。4生協共同事業として進めていきます。 

 

Q. 組合員の未収金回収について 

  回収については常に御苦労があると思います。未収金が増加すると利益も減ります。毎年度の課題ですが、速やかな回収がで

きるようご高配願います。 

A. ご指摘の通り、未収金の発生は利益を減少させる要因になります。そのため少しでも未収金を回収し、また発生させない 

ようにする努力は課題となっています。現在では管理部門を中心として、未収金発生時の早期対応とこまめな督促の強化策

として、電話、手紙、訪問などにより回収に努めています。また、悪質先に対しては、少額訴訟や支払督促などの法的措置

も実施しております。結果として、2019年 3月時点での未収金延滞先は 79件、341万円でしたが、2020年 3月は 69件、

285万円、2021年 3月は 37件、172万円、2022年 3月は 28件、85万円まで減少させることができました。 

  今後も、収益向上のために未収金の削減に努めていきます。 

 

Q. 議案書 3ページの第 1号議案の 2021年事業状況では「2021年度結果欄」に「経常剰余金 65百万円」と記載があるが、56ペー

ジの「2021年度実績欄」では「経常剰余金 95百万円」となっている。どういうことか？ 

A. 56ページの「経常剰余金 95百万円」が正しい数値となります。お詫びして訂正致します。 

 

質疑応答の意見等（事前質問含む） 

Q. 割戻し金の口座振替ができていなかった。2、3 度ハガキで通知し

てもらう。その後、払い込まれていないので要望です。 

A. 剰余金の割戻しにつきましては、2021年 7月 17日に、出資配当

金と利用分量割戻し金を合わせた金額を出資金に繰り入れる形

で実施しております。宅配料などの引落し口座に振り込むような

形ではありません。尚、現金での還付を希望される方には、よつ

葉生協の事務所に問い合わせしてほしい旨を「出資配当金のお知

らせ」ハガキに記載してありますので、ご確認ください。 

  今年度の予定としても、剰余金の割戻しとして、出資金への繰り

入れを実施する予定となっていますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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ご意見・ご感想をお寄せください。お名前と組合員番号をご記入の上、

共同購入注文書またはお手紙でお願いします。掲載の方には粗品をプレ

ゼントいたします。※掲載するにあたって事前ご連絡をすることはあり

ませんので、ご了承ください。 

東日本大震災･東電原発事故での支援金 募金報告（6月 5週分）                             

ご協力ありがとうございます。                 

組合員さんの温かいお気持ちが今週も寄せられています  (単位：円) 

放射能から子どもを守る募金 （900番） 5，800 

震災孤児を支援する募金   （910番） 19，500 

「有機農業と国産種子」募金 （920番） 8，700 

合  計 34，000 

共同購入注文書裏の「10品以上の記入欄」に該当番号と数量をご記入ください。 

WEB 注文の場合は、左側［企画商品・募金］内の［募金関連］をクリック。 

一口 100円の募金になります。 

新型コロナウイルス感染症対策たすけあい募金報告（6月 5週分）                             

ご協力ありがとうございます。                 

組合員さんの助けあいの気持ちが広がっています     (単位：円) 

栃木コロナ支えあい基金   （860番） 6，000 

群馬コロナウイルス対策募金 （861番） 2，800 

茨城誰かのために募金    （862番） 2，500 

合  計 11，300 

共同購入注文書の該当番号に数量をご記入ください。 

WEB 注文の場合は、左側［企画商品・募金］内の［募金関連］をクリック。 

一口 100円の募金になります。 

●編集・発行よつ葉生活協同組合 小山市粟宮 1223 

0120-07-1613 TEL 0285-45-9100  FAX 0285-45-9101 

HP https://yotsubacoop.jp/ 

よつ葉だよりメールアドレス yotsubadayori@yotsuba-coop.jp 
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メールアドレスが変わりました。 

第 40回通常総代会 退任理事ご挨拶 
 

よつ葉の理事として 14年お世話になり、ありがとうございました。 

生産者と交流したり、学習会に参加したり、また多くの組合員や他 

生協の方々に出会えて、学ぶことばかりでした。大変感謝していま 

す。これからの人生、どう生きていくべきか大切なことを教えてい 

ただきました。これからも組合員活動は続けていきたいと思います。 

（靏蒔明美） 

 

皆様、大変お世話になりありがとうございました。 

今後もよつ葉生協の組合員として、自分の出来ることを続けていき 

たいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。 

皆様の益々のご活躍をお祈りしております。      （柿沼万亀） 

 

4期 8年、理事としてたくさんのよつ葉のわを繋ぐことを目標に過ごした日々でした。 

新しい出会いや知識、達成感など、数え切れないほどの学ぶ機会と幸せをいただきま 

した。よつ葉生協に係るすべての方々に深く感謝しています。 

今後も組合員としてずっとよつ葉の大ファンでいます。 

ありがとうございました。             （齋藤清美） 

 

 

コミュニケーションカード 
ご意見、ご要望、何でもどうぞ。 

配達時に提出してください。 

組合員番号 組合員名 

       

 

※寄せられたご意見は、よつ葉のサービス向上のために、よつ葉だよ

り、くらら等に掲載させて頂く事があります。 
 

掲載しても   □良い    □悪い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※寄せられたご意見は、よつ葉生協のサービス向上の為、それ以外に

は、一切使用いたしません。 

 

組合員のみなさまへ 

いつもご利用ありがとうございます。商品のお届けに 

あたっては、異常気象、道路事情や積載する商品の量 

などによって、配送員の到着時間が前後します。何卒、 

ご理解のほどよろしくお願いします。     （理事長 三輪） 

 


