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　総代会の仕組み

1. 総代会制度について
 信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金

融機関です。したがって、会員の出資口数に関係なく、１人１票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加すること

となります。しかし、当金庫では、会員数が大変多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、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、総会に代えて総代会制度を採用しております。

 この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代

会は、総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中から適正な手続きにより選任された

総代により運営されます。

 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、総代や会員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り組んでおります。

2. 総代とその選任方法
 （１）総代の任期・定数

 　・総代の任期は2年です。

 　・ 総代の定数は、90人以上 110 人以内で、会員数

に応じて選任区域ごとに定められております。なお、

平成29年6月30日現在の総代数は99人です。

 （２）総代及び総代候補者選考委員の選任方法

 　 総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経

営に反映する重要な役割を担っております。

 　 そこで、総代の選考は、総代候補者選考基準（注）に

基づき、次の3つの手続きを経て選任されます。 

 　　① 会員の中から総代会の決議によって総代候補者選
考委員を選任する。

　　　　  （任期2年）
 　　② その総代候補者選考委員が総代候補者を選考

する。
 　　③ その総代候補者を会員が信任する（異議があれば

申し立てる）。

会員と総代、総代会の関係

（注）総代候補者選考基準
　　①資格要件

　　　・当金庫の会員であること

　　②適格要件

　　　・ 地域における信望が厚く、信用金庫の使命を

十分理解している人であること

　　　・ 人格・性格が温厚誠実で、物事を公平にみる

信頼のおける人であること

　　　・ 金庫経営ならびに業績発展に積極的に協力し

てくれる人であること

　　　・金庫との取引や経営内容が良好であること

　　　・将来、金庫に協力が期待できる人であること

【総代会は、会員一人ひとりの意見を適正に反映するため
　の開かれた制度です。】

会員の総意を金庫経営に反映
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※お知らせ
　総代選任に関する規程を変更し、総代の定年制を導入いたしました。総代の定年年齢を「就任時点で80歳未満の会員の方」とします。
なお、定年制の実施は平成30年 7月に行われる総代選考により初めて就任される総代より適用いたします。従いまして、従来からの
総代につきましては定年制を適用いたしません。
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 第95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95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　第95期剰余金処分（案）承認の件
 　　　第2号議案　定款第15条による会員除名の件
 　　　第3号議案　総代候補者選考委員選任の件
 　　　第4号議案　理事選任の件
 　　　第5号議案　退任理事に対し退職慰労金贈呈の件

4. 総代の氏名

第95期通常総代会の模様

平成29年6月末現在
（順不同・敬称略）

選任区域 定数 人数 氏　　名

第1区 千代田区 23 23

第 2区
新宿区、文京区、港区、品川
区、大田区、横浜市、川崎市、
茅ヶ崎市、相模原市、藤沢市

13 12

第 3区 江東区、中央区 7 4

第 4区 渋谷区、目黒区、世田谷区 10 10

第 5区

杉並区、中野区、武蔵野市、
三鷹市、西東京市、東久留米
市、小平市、府中市、小金井市、
国分寺市、武蔵村山市、稲城
市、町田市、清瀬市

10 9

第 6区

豊島区、練馬区、板橋区、北区、
さいたま市、和光市、八潮市、
白岡市、川口市、川越市、三
郷市、草加市、蕨市、春日部
市、鶴ヶ島市

9 8

第 7区 台東区、荒川区、足立区 9 8

第 8区

江戸川区、墨田区、松戸市、
市川市、浦安市、千葉市、柏
市、習志野市、船橋市、四街
道市、印西市

18 14

第 9区 葛飾区 11 11

※氏名の後の数字は総代への就任回数

相澤 司 (1) 飯田 睦司 (2) 太田 哲郎 (3) 大鳥居 信史 (6) 恩田 恵美子 (4) 加藤 照雄 (20)
角谷 幸男 (5) 河合 良郎 (9) 小池 一義 (2) 城塚 良一 (1) 下谷 隆之 (13) 進藤 和男 (12) 
髙柳 信三郎 (1) 鶴野 正勝 (12) 栃木 一夫 (12) 西出 幸二 (9) 橋本 脩一 (13) 藤木 正則 (2)
保志場 宏 (5) 堀田 康彦 (3) 松山 文彦 (5) 吉田 光男 (5) 渡辺 正 (1)

石毛 博信 (9) 石塚 晴久 (11) 市川 正 (21) 大鳥 嘉信 (6) 小出 直行 (10) 齊藤 徳好 (4)
関川 泰子 (10) 高井 英樹 (2) 中嶋 キヱ子 (6) 松丸 武二 (2) 藪崎 英和 (17)

赤井 一博 (2) 石井 宗孝 (13) 井野 雅敏 (11) 岩楯 高行 (1) 大塲 幸一 (9) 小原 満男 (12) 
小山 博和 (6) 齊藤 隆洋 (3) 永妻 弘行 (2) 野澤 義男 (11) 平田 四郎一 (17) 藤ヶ谷 衛 (7)
矢作 幸雄 (13) 吉田 英修 (2)

牛島 　奎 (6) 江口 博明 (4) 蒲田 哲也 (6) 桐田 誠已 (5) 河野 元俊 (1) 小嶋 喜代治 (11)
藤森 宏一 (7) 村田 滋幸 (7)

大野 文義 (9) 鴨下 誠男 (6) 小久保 恒夫 (6) 笹沼 道雄 (5) 白井 宏一 (1) 並木 秀一 (6)
西部 善之 (8) 前田 廣司 (2)

石井 孝昌 (10) 片岡 　隆 (2) 佐々木 千尋 (6) 佐藤 直人 (2) 徳永 泰平 (3) 根本 英昭 (1)
平野 恵一 (5) 渡邉 智紀 (3) 渡利 敏弘 (11)

伊久見 利保 (18) 上田平 直子 (3) 宇田川 清史 (2) 大木 康次 (24) 熊﨑 正宏 (5) 谷　 善樹 (6)
児玉 金之助 (1) 半田 昌規 (4) 平井 　守 (16) 八巻 秀次 (9)

角田 　隆 (1) 中川 幸也 (9) 三田 芳裕 (7) 宮城 眞一 (12)

青木 　稔 (1) 太田 幸雄 (3) 尾中 隆夫 (12) 平　 国秋 (7) 田村 靖之 (1) 中澤 博司 (1)
中曽根 利光 (5) 中村 　繁 (12) 藤卷 伴英 (7) 山浦 賢一 (4) 山口 誠一郎 (7) 山﨑 　光 (9)
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