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能
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化● 総代会の仕組み

● 総代会制度について

● 選任区域別総代氏名一覧

＜総代の属性別構成比＞

● 総代候補者選考基準
①資格要件 ………………………　
②適格要件 ………………………

● 当金庫の会員であること　
● 総代としてふさわしい見識を有している方
● 良識をもって正しい判断が出来る方
● 人格にすぐれ、金庫の理念、使命を十分理解している方
● その他総代選考委員が適格と認めた方

平成30年6月18日現在　130名　50音順（敬称略）

※業種別の構成比は、法人・会社役員、個人事業主に限る。

※ 氏名の後の数字は総代への就任回数

＊総代名の掲載にあたっては、総代各位より同意を得ております。

　当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、当金庫会員の中から、定款及び総代選任規程に基づき公
平に選任された総代により運営される総代会制度を採用しております。この総代会は、決算に関する事項、定款の変更、理事・監事
の選任等重要事項を決議する最高意思決定機関であり、会員の意見を当金庫の経営に反映するための制度です。
　また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の事業活動を通じて、お客様とのコミュニケーションを大切にし、さまざまな経
営改善に取組んでおります。

会社役員73.1%、個人事業主 20.0%、個人6.9%

70代47.7%、 60代40.8%、 50代9.2%、 40代2.3%
製造業26.5%、建設業10.7%、卸・小売業28.2%、不動産業10.7%、運輸業0.8%、飲食業0.8%、その他サービス16.5%、
各種サービス2.5%、農業 0.8%、漁業2.5%

職 業 別

年 代 別

業 種 別

選考委員

総 代 会

総代候補者 総　代

会 員 総代会

②選考基準に基づき
　総代候補者を選考

①総代会の議決に基づき理事長
　が選考委員を委嘱し、選考委
　員の氏名を店頭掲示

③理事長は、総代候補者氏名を店頭
　掲示し、所定の手続きを経て、会員
　の代表として総代を委嘱

決算に関する事項、定款の変更、
理事・監事の選任等重要事項の決定

会員の総意を適正に
反映するための制度

井谷　浩一① 浦上　雅史① 大継　義夫③ 沖田　道尊⑦ 金﨑　　隆⑨ 木下　紘一④ 小谷　泰資⑥ 才花　　治⑤ 

新川　克彦③ 辰己　尚三① 田中　利直⑤ 地村耕一良③ 飛松　宏明① 中川　春樹① 野添孝次郎① 野村　英世① 

橋本　孝一⑦ 橋元　秀己④ 畑中　清司⑦ 原田　和明④ 廣田　雅志② 藤岡　哲夫⑦ 森﨑　文雄② 柳　弘一郎① 

山口　昌彦⑦ 山中　浩樹①

赤穂　信治⑥ 赤穂　秀樹④ 浅井　亮至④ 生垣　雄士⑦ 井上　捷治⑦ 浦瀬　昌人⑦ 浦瀬　益信⑥ 沖　　俊作⑯ 

興津　博捷⑦ 角山　喜信⑤ 川口　正雄② 木戸　清隆⑦ 木本　勝治⑤ 小池　春六⑦ 近藤　　守⑤ 境　　敬三⑤ 

坂田　公和⑤ 佐古　武雄⑤ 志智　宣夫⑦ 島田　禎治② 杉谷　富弘① 田浦　伸司③ 武井　一衞⑤ 辰岡　信吾⑦ 

伊達　賢治⑦ 鳥取　太一③ 中川　宜昭④ 登里　康生③ 坂東　顯郎⑫ 平川　隆一⑦ 藤川啓治郎⑥ 船越　　昇④ 

真野　博幸⑦ 森崎　英毅③ 山口　耕司④ 山本　誠二⑥

明石　裕昌⑭ 阿倉　和哉④ 有本　禎成⑦ 井藤　知樹⑭ 今永　　力⑤ 内原　英人⑦ 尾形　洋平⑩ 神崎　健史⑤ 

久下　昌昭④ 瀬川　敏明⑤ 畝中　健一④ 田中　祥靖⑦ 土屋　雄司④ 富田　義一⑦ 戸村　光男② 中塚　幹朗⑤ 

西川　英郎⑥ 葉坂　敏明④ 馬場　順平② 原井　昭夫⑦ 福井　栄治② 福村　忠之⑦ 正木　貞良③ 松尾　信明① 

松田　茂樹⑦ 松原　宏行④ 宮坂　　榮⑦ 山岡　丘人⑤ 山本　和仁⑪ 山本康一郎①

東　　正裕② 出雲　　勉② 一瀬　宜伸① 井上　善人⑤ 打越　　剛⑦ 大●　康之⑤ 岡野　雅年④ 神田　昭一⑪ 

坂部　行伸① 下村　暢作① 瀬合　秀夫⑤ 髙田　　武③ 髙部日出雄⑥ 竹代　克雅② 月江　憲一③ 津田　　豊⑥ 

土井　一平① 笘屋　忠志⑤ 長野　光正① 凪　　文昌⑦ 濵口　善民⑦ 原田　順造⑦ 東根　　壽① 平川健三郎⑦ 

藤田　正和② 前田　　升② 正本　　博⑦ 溝上　義博① 栁川　義継④ 吉田　昌美⑫

梅原征四郎⑦ 岡田　靖義⑥ 黒田　幸雄⑤ 佐藤　延之⑥ 竹中　潤吉⑯ 時任　徹壮④ 富永　一男⑦ 冨永　進一⑦

〔洲本市〕

〔明石市〕〔高砂市〕
〔加古川市〕〔稲美町〕
〔播磨町〕〔三木市〕

第1区

（26名）

（36名）

（30名）

（8名）

〔南あわじ市〕

〔淡路市〕

第2区

第3区

第4区

第5区

（30名）

〔神戸市〕
〔西宮市〕
〔芦屋市〕
〔尼崎市〕
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● 総代会の決議事項

● 総代とその選任方法
（総代が選任されるまでの手続について）

①総代候補者選考委員の選任

②総代候補者の選考

③総代の選任

地区を5区の選任区域に分け、総代の定数は会員数に応じて選任区域ごとに理事会で決定する

（選考委員の数は、選任区域ごとに3人以上とする。）

異議申出期間（公告後2週間以内）

総代会の議決により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を1週間以上店頭掲示

選考委員が総代候補者を選考

当該総代候補者が選任区域の総代定数の1／2以上

他の候補者を選考

理事長は総代に委嘱

当該総代候補者が選任区域の総代定数の1／2未満

選考を行わない

総代の氏名を店頭に1週間以上掲示

理事長に報告

総代候補者の氏名を１週間以上店頭掲示 左記掲示について新聞紙に公告

・会員から異議がない場合
　　　　　または
・総代候補者について異議申立をした者が
　選任区域の会員数の1／3に達しないとき

・会員から異議がある場合
　　　　　または
・総代候補者について異議申立をした者が
　選任区域の会員数の1／3に達したとき

第８2期通常総代会において次の事項が付議され、それぞれ原案のとおり了承されました。　
①報告事項

第８2期業務報告、貸借対照表及び
損益計算書の内容報告の件

　
②決議事項

第１号議案 剰余金処分案承認の件
第２号議案 特別積立金のうち80周年記念事業積立金の
  目的外取崩しの件
第３号議案 定款一部変更の件（沼島支店廃店）
第４号議案 定款一部変更の件（公告方法の一部改訂、新設）
第５号議案 選考委員（総代候補者選考委員）の選任の件
第６号議案 会員の法定脱退（除名）の承認の件
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井谷　浩一① 浦上　雅史① 大継　義夫③ 沖田　道尊⑦ 金﨑　　隆⑨ 木下　紘一④ 小谷　泰資⑥ 才花　　治⑤ 

新川　克彦③ 辰己　尚三① 田中　利直⑤ 地村耕一良③ 飛松　宏明① 中川　春樹① 野添孝次郎① 野村　英世① 

橋本　孝一⑦ 橋元　秀己④ 畑中　清司⑦ 原田　和明④ 廣田　雅志② 藤岡　哲夫⑦ 森﨑　文雄② 柳　弘一郎① 

山口　昌彦⑦ 山中　浩樹①

赤穂　信治⑥ 赤穂　秀樹④ 浅井　亮至④ 生垣　雄士⑦ 井上　捷治⑦ 浦瀬　昌人⑦ 浦瀬　益信⑥ 沖　　俊作⑯ 

興津　博捷⑦ 角山　喜信⑤ 川口　正雄② 木戸　清隆⑦ 木本　勝治⑤ 小池　春六⑦ 近藤　　守⑤ 境　　敬三⑤ 

坂田　公和⑤ 佐古　武雄⑤ 志智　宣夫⑦ 島田　禎治② 杉谷　富弘① 田浦　伸司③ 武井　一衞⑤ 辰岡　信吾⑦ 
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