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2022年 3月 31日 

日本生協連会員生協 

生協を母体として設立された社会福祉法人 

各位 

新しい福祉事業連帯法人設立とご参加の呼びかけ 

新しい福祉事業連帯法人 設立準備会 

        （事務局団体 日本生協連） 

 

日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連）では、2021年 4月に「福祉事業・事業連帯

強化検討委員会」（以下、事業連帯委員会）を設置し、約１年間かけて、会員生協が協力し

て展開する協同事業や会員支援機能の強化、それを支える事業連帯組織のあり方について検

討をすすめてきました。 

この度、事業連帯委員会の最終報告が取りまとめられ、全国の会員生協や生協立社会福祉

法人が法人形態の枠を超え、各法人の学び合いに基づく事業連帯強化をすすめるために、新

たな福祉事業連帯法人（以下、新法人）を設立することが提起されました。 

現在、会員生協、生協立社会福祉法人、日本生協連はこの最終報告を受け、「設立準備会」

を設置し、新法人設立に向けた準備をすすめています。新法人の名称案は「一般社団法人 全

国コープ福祉事業連帯機構」とし、設立社員総会は、6/17（金）を予定しております。 

今回、福祉事業を行う会員生協および生協立社会福祉法人の皆様に新法人設立にご参加い

ただきたく、お呼びかけをするものです。 

新法人設立概要について、Zoomミーティングでのオンライン説明会を開催する予定です。

開催は 4月 14 日（木）15時～16時 30分となります。後日見逃し配信も行う予定です。 

＊事前申し込みは不要ですが、参加可能な端末数には制限があるため、可能な限りまとめ 

 てご参加いただきますようお願いします。 

トピック: 新法人設立概要オンライン説明会 時間: 2022 年 4月 14 日 03:00 PM 開始 

Zoom ミーティングに参加する 

https://zoom.us/j/98272745430?pwd=SDlHK1V4NDZJY3AzTzZsRm02Skk1UT09 

ミーティング ID: 982 7274 5430 

パスコード: 128461 

 

■設立参加 ご確認のお願い 

本案内には、現在準備中の新法人に係る資料を添付しております。これら内容をご覧いた

だき、ご検討をすすめていただきますようお願い申し上げます。 

設立時に参加されることを自法人内でご確認いただきましたら、以下の「設立参加入力フ

ォーム」にアクセスして必要事項をご記載ください。今後、加入に係る手続きや新法人の詳

細についてご案内してまいります。 

〇設立参加入力フォーム ご入力期間：2022 年 5 月 16 日（月）まで 

https://zoom.us/j/98272745430?pwd=SDlHK1V4NDZJY3AzTzZsRm02Skk1UT09
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〇ご入力先（マイクロソフト Forms）の URL および QR コード： 

 https://forms.office.com/r/M7BybP5Kjj 

  
 

【添付資料】＊後掲しています。 

① 新法人の概要（2022 年 3月 2日（水）日本生協連常任理事会資料内容） 

② 福祉事業・事業連帯強化検討委員会「最終報告」概要版 

③ 定款案（事業項目、社員資格等について） 

 

添付資料および「福祉事業・事業連帯強化検討委員会」の「最終報告」全文、その他の新

法人に係る情報については、以下の情報プラザに掲載しております。 

フォルダ名：福祉事業・事業連帯関連情報 

https://joho-

plaza.jccu.coop/NEWS_04.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=561c9719b1bf644a492587a300189ad0

&action=openDocument 

「情報プラザ」へのアクセス時は、下記のＩＤとパスワードをご使用ください。 

ＩＤ：fukushi01  パスワード：KnEjug 

※「：」と空白を入れないよう、ご注意ください。 

 

【お問い合わせ先】 

ご質問は、以下のお問い合わせフォームスにご入力ください。順次回答してまいります。  

https://forms.office.com/r/wSqqhGLtbR 

担当：日本生協連 組織推進本部 福祉事業連帯準備室 山際、齋藤、野村 

TEL：０３-５７７８-８１０７ 代表アドレス: fukushi.tantou@jccu.coop 

 

（別途お呼びかけ：生協 10の基本ケア 「チャレンジ宣言」のご提出について） 

 新法人では、生協１０の基本ケアの取組を推進してまいります。この間、日本生協連では、

生協 10 の基本ケアに取り組む際は「チャレンジ宣言」のご提出をお願いしておりました。

この「チャレンジ宣言」は新法人参加への条件とはなりませんが、今後、新法人内で設置予

定の関連プロジェクトや学習会等にご参加いただくためには必要となってまいります。 

今回、推奨のため改めてご案内いたしますので、未宣言の場合は下記情報プラザをご覧い

ただき、合わせてご検討をお願い申し上げます。 

03 生協 10の基本ケア チャレンジ宣言シート 

https://joho-

plaza.jccu.coop/NEWS_04.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=851d84f93015cb254

925821a001accd5&action=openDocument 

https://forms.office.com/r/M7BybP5Kjj
https://joho-plaza.jccu.coop/NEWS_04.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=561c9719b1bf644a492587a300189ad0&action=openDocument
https://joho-plaza.jccu.coop/NEWS_04.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=561c9719b1bf644a492587a300189ad0&action=openDocument
https://joho-plaza.jccu.coop/NEWS_04.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=561c9719b1bf644a492587a300189ad0&action=openDocument
https://forms.office.com/r/wSqqhGLtbR
mailto:fukushi.tantou@jccu.coop
https://joho-plaza.jccu.coop/NEWS_04.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=851d84f93015cb254925821a001accd5&action=openDocument
https://joho-plaza.jccu.coop/NEWS_04.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=851d84f93015cb254925821a001accd5&action=openDocument
https://joho-plaza.jccu.coop/NEWS_04.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=851d84f93015cb254925821a001accd5&action=openDocument
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添付資料① 新法人の概要  

 

新しい福祉事業連帯法人設立のすすめ方 

Ⅰ．「委員会最終報告」でとりまとめた基本的考え方 

 

１．設立趣旨 

 生協グループの福祉事業は、購買生協全体では約 500億円（医療福祉生協含めると約 1,200

億円）の事業規模となり、業界内でも大手事業者に並ぶ規模となっています。しかし、一部

法人を除いて、個々の法人の事業規模は小さく、人材確保や経営力など事業体としての基盤

は弱い状況にあります。また、地域や生協によって福祉事業の展開形態に生協法人・社会福

祉法人という法人形態の違いがあり、法的な制約もある中、協同の取り組みやつながりは一

部に留まっています。 

 それらの課題を解決するため、福祉事業の中間支援機能を有した新法人を設立し、同じ立

場の会員法人となることで、法人間の協力関係や協同の取り組みを抜本的に強化します。具

体的には「生協１０の基本ケア」ブランド化、介護人材の確保と育成、経営ノウハウの取得・

共有化などの各種協同事業を展開します。これらの取り組みを通じて、法人単独では実現で

きない事業支援機能を実現し、事業基盤の抜本的強化、地域ごとの事業規模の拡大をはかり

ます。 

 生協グループの福祉事業を発展強化させることにより、「２０３０ビジョン・福祉分野中

期方針」で掲げた「誰もが安心して自分らしく暮らし続けることのできる地域づくりへ貢献

する」「利用者の尊厳を護り、自立支援サービスの提供で、その人らしい在宅生活の継続を

支える」ことの実現を目指します。 

 

２．法人形態（案） 

・一般社団法人（普通法人）：生協グループの会員法人による協同事業展開、事業基盤強

化の目的に照らして適していると判断しています。詳細は資料（１）①参照 

 

３．会費等（案） 

（１）会費基準（案）：詳細は資料（１）②参照 

・社員は定款に定める年会費を支払います。 

・各法人の福祉事業高に応じた４段階の会費基準（年会費 20～70 万円）。 

 

４．組織体制・ガバナンス（案）：詳細は資料（１）③参照 

（１）組織体制 

・「社員総会」を最高議決機関（原則１社員１票）とし、執行機関としての理事会、監事の
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設置を行います。 

・代表権を持つ代表理事２名（非常勤）及び常務理事１名（常勤）を配置します。 

・各協同事業プロジェクト及び各種委員会（経営対策委員会等）を設置します。 

（２）事務局体制 

・日本生協連を含む会員法人より出向職員（兼務出向含む）を１０名程度配置します。 

（３）ガバナンス 

・新法人の理事会報告及び四半期事業実績は日本生協連常勤役員会に報告し、日常的 

に組織推進本部と連絡・調整します。 

・新法人理事会には、日本生協連常勤役員・常任理事が各 1 名以上入ることを想定し 

ます。 

 

５．当面の事業計画概要（案） 詳細は資料（１）④参照 

・協同事業「３つの柱」について、３か年計画で事業を展開します。 

① 「生協１０の基本ケア」ブランド化（チャレンジ宣言の推進、職員向け学習・研修の

場づくり・教育体系の標準化、組合員向け学習活動推進、生協内外のプロモーション

等） 

②介護人材確保・育成のしくみづくり 

② 経営ノウハウ、経営サポート強化 

 

６．収支計画（案） 詳細は資料（１）⑤参照 

 ①予算規模は、立ち上げ当初は年間 66,000 千円程度と想定しています（通年稼働となる

２年目の２０２３年度予算案）。 

 ②収入は、日本生協連受託料で約５９％、会費で約２１％、事業収入他で約２０％とな

る見通しです。日本生協連からの受託料は、日本生協連が従来はたしてきた事業支援

機能を新法人に業務委託するためのもので、総額は従来の日本生協連の費用の範囲内

での支出となります。 

 ③支出は、兼務出向者人件費・福利厚生費で約２７％、コンサルタント委託費で約２

１％と、協同事業推進、会員支援機能強化に重きをおいた構成です。 

 ④各協同事業プロジェクトについては、「ぞれぞれのプロジェクト内で収支均衡とす 

る」こととします。上記収支計画に、このプロジェクト内の収支は含まれておりませ

ん。 

 

Ⅱ．設立準備会での検討事項 

 新法人設立準備会を３月に立ち上げ、４回程度の会合を持って、以下の内容について検

討を行います。 

１．法人形態の決定と定款・諸規程（案）の作成 

２．会費基準（案）及び基金（出資金）等の取扱いの決定 

３．組織体制及びガバナンス（案）の決定 
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４．事業計画及び収支計画（案）の決定 

５．日本生協連や会員法人との契約内容（案）の決定 

６．法人登記と創立総会等のすすめ方の決定 

７．会員法人（会員生協及び社会福祉法人）への加入呼びかけ等 

 

 

【資料】 

・資料（１）①~⑤ 新しい福祉事業連帯法人 
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添付資料② 福祉事業・事業連帯強化検討委員会「最終報告」概要版 
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添付資料③ 定款（案） 

一般社団法人全国コープ福祉事業連帯機構 定款（案） 

 

Rev.220324_0   3/23第2回準備会で確認された版。ただし、準備会での論議を踏まえ文言統一（会員→社員）を行った。 
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第１章 総則 

 

第１条 名称 

当法人は、一般社団法人全国コープ福祉事業連帯機構と称する。 

 

第２条 事務所 

１. 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。 

２. 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。 

 

第３条 目的 

当法人は、生協グループの福祉事業を発展強化させ、誰もが安心して自分らしく暮らし

つづけることのできる地域づくりに貢献することを目的とし、社員法人による協同事業及

び社員法人への経営支援として以下の事業を行う。  

⑴ 生協グループの介護サービスの標準化と質の向上を推進する事業   

⑵ 介護人材確保・定着と教育のしくみづくりを推進する事業  

⑶ 外国人介護人材の受け入れと人材育成に資する事業 

⑷ 社員法人における経営ノウハウの蓄積と共有を図る事業 

⑸ 社員法人の経営実態把握・分析を行う事業  

⑹ 社員法人の役職員を対象とした人材育成・研修事業  

⑺ 国や地方公共団体の福祉関連政策に関する情報収集・提供事業 

⑻ 福祉事業等に関する調査研究、政策提言を行う事業  

⑼ その他当法人の目的を達成するために必要な事業  

 

第４条 公告の方法 

１. 当法人の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。 

２. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には

、官報に記載する方法による。 

 

第２章 社員 

 

第５条 法人の構成員 

当法人は、当法人の目的に賛同して入会した法人であって、次条の規定により当法人の社

員になった者をもって構成する。 

 

第６条 入会 

１. 社員として入会しようとするものは、以下のいずれかを満たすものでなければならな

い。 
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⑴ 日本生活協同組合連合会の会員である生活協同組合 

⑵ 日本生活協同組合連合会の会員である生活協同組合を母体として設立された社会福

祉法人 

⑶ 医療福祉生活協同組合連合会の会員である生活協同組合 

⑷ 日本生活協同組合連合会、日本生活協同組合連合会の会員である生活協同組合連合

会 

２. 社員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより入会の申し込みをし

、その承認を受けなければならない。 

 

第７条 経費等の負担 

社員は、当法人の経費に充てるため、理事会において別に定める会費等を支払わなければ

ならない。 

 

第８条 退会 

社員は、いつでも退社することができる。ただし、１か月以上前に当法人に対して予告を

するものとする。 

 

第９条 除名 

当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は

社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、総社員の半数以上

であって、総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって決議することにより、その

社員を除名することができる。 

 

第１０条 社員の資格喪失 

社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 

⑴ 退会したとき。 

⑵ 社員である団体が解散したとき。 

⑶ 2年以上会費を滞納したとき。 

⑷ 除名されたとき。 

⑸ 総社員の同意があったとき。 

 

第１１条 社員名簿  

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。 

 

第３章 社員総会 

 

第１２条 構成 

社員総会は、全ての社員をもって構成する。 
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第１３条 権限 

社員総会は、次の事項について決議する。 

⑴ 社員の除名 

⑵ 理事及び監事の選任又は解任 

⑶ 理事及び監事の報酬等の額 

⑷ 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承

認 

⑸ 定款の変更 

⑹ 解散及び残余財産の処分 

⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項 

 

第１４条 開催 

１. 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。 

２. 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

⑴ 理事会が必要と判断したとき 

⑵ 総社員の議決権の５分の１以上の議決権を有する社員から、理事に対して、社員総

会の目的である事項及び召集の理由を示して、社員総会の招集の請求があったとき 

 

第１５条 招集 

1. 社員総会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。前条法令に別段の定めがあ

る場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。 

2. すべての社員の同意がある場合には、招集通知を省略することができる（社員総会に

出席しない社員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができること

とするときを除く）。 

 

第１６条 議長 

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 

 

第１７条 議決権 

社員総会における議決権は、社員１名につき１個とする。 

 

第１８条 決議 

３. 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社

員の議決権の過半数をもって行う。 

４. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）第４９

条第２項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上に当

たる多数をもって行う。 
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５. 社員総会に付議される事項につき、書面又は電磁的方法をもってあらかじめ意思を表

示した者は出席者とみなす。また、同時双方向のコミュニケーションを可能にする情

報技術を使った会議参加システムによる出席を認めることができる。 

 

第１９条 議事録 

１. 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 

２. 議長及び出席した理事のうち1名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 

 

第２０条 書面による議決権行使 

１. 社員は書面により議決権を行使することができる。 

２. 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に

算入する。 

 

第２１条 電磁的方法による議決権行使 

１. 社員は電磁的方法により議決権を行使することができる。 

２. 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権

の数に算入する。 

 

第４章 役員 

 

第２２条 役員 

１. 当法人に、次の役員を置く。 

⑴ 理事 ３名以上１５名以内 

⑵ 監事 ２名以内 

２. 理事のうち、一般法人法が定める代表理事と業務執行理事を選定する。 

 

第２３条 役員の選任 

１. 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 

２. 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

第２４条 理事の職務及び権限 

１. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する

。 

２. 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を

執行する。業務執行理事は、代表理事とともに当法人の業務を分担執行する。 

 

第２５条 監事の職務及び権限 
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１. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成す

る。 

２. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。 

 

第２６条 役員の任期 

１. 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社

員総会の終結の時までとする。 

２. 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社

員総会の終結の時までとする。 

３. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする

。 

４. 理事若しくは監事が欠けた場合又は第２２条第１項で定める理事若しくは監事の員数

が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任

された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

第２７条 役員の解任 

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任す

る決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ

て行わなければならない。 

 

第２８条 役員の報酬等 

理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益

は、社員総会の決議によって定める。 

 

第２９条 責任の一部免除又は限定 

１. 当法人は、一般法人法第１１４条第１項の規定により、理事又は監事が任務を怠った

ことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議に

より、免除することができる。 

２. 当法人は、一般法人法第１１５条第１項の規定により、理事（業務執行理事又は当該

法人の使用人でないものに限る。）又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害

賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は法令で定

める最低責任限度額とする。 

 

第５章 理事会 

 

第３０条 構成 

１. 当法人に理事会を置く。 
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２. 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

 

第３１条 権限 

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 

⑴ 業務執行の決定 

⑵ 理事の職務の執行の監督 

⑶ 代表理事の選定及び解職 

⑷ 業務執行理事の選定及び解職 

 

第３２条 招集 

１. 理事会は、代表理事が招集する。 

２. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた

順序により他の理事が招集する。 

３. 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催するこ

とができる。 

 

第３３条 議長 

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 

 

第３４条 決議 

１. 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができ

る理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２. 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができ

ない。 

３. 第１項の場合において、理事会に付議される事項につき、書面は電磁的方法をもって

、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。また、同時双方向のコミュニケ

ーションを可能にする情報技術を使った会議参加システムによる出席を認めることが

できる。 

４. 理事が理事会の決議の目的事項について提案した場合において、当該提案につき理事

（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁

的方法により同意の意思表示を示したとき（但し、監事が当該提案について異議を述

べたときを除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす

。 

 

第３５条 報告の省略 

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、

その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第９１条第２項の規定に

よる、代表理事と業務執行理事が三箇月に一回以上行う自己の職務の執行の状況の理事会へ
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の報告については、この限りでない。 

 

第３６条 議事録 

１. 理事会の議事については、法令の定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって

議事録を作成する。 

２. 議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した代表理事及び監事は議事

録に署名又は記名押印する。 

３. 議事録が電磁的書面をもって作成されている場合には、法務省令で定める署名又は記

名押印に代わる措置をとる。 

 

第６章 計算 

 

第３７条 事業年度 

当法人の事業年度は、毎年３月２１日から翌年３月２０日までの年１期とする。 

 

第３８条 事業計画及び収支予算 

１. 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事

が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とす

る。 

 

第３９条 事業報告及び決算 

１. 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作

成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第１

号及び第２号の書類については、その内容を報告し、第３号から第５号までの書類に

ついては、承認を受けなければならない。 

⑴ 事業報告 

⑵ 事業報告の附属明細書 

⑶ 貸借対照表 

⑷ 損益計算書（正味財産増減計算書） 

⑸ 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

 

第４０条 剰余金の不分配 

当法人は、剰余金の分配を行わない。 

 

第７章 定款の変更、解散及び清算 

 

第４１条 定款の変更 

この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２
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以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。 

 

第４２条 解散 

当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以

上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。 

 

第４３条 残余財産の帰属 

当法人が清算をする場合において有する残余財産の帰属先は、社員総会の決議に従い決定

する。 

 

第８章 附則 

 

第４４条 最初の事業年度 

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和５年３月２０日までとする。 

 

第４５条 設立時の役員 

当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。 

設立時理事    ○○○○ ○○○○ ○○○○ 

設立時代表理事  ○○○○ 

設立時監事    ○○○○ 

 

第４６条 設立時社員の氏名又は名称及び住所 

設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。 

住 所 

設立時社員  ○○○○ 

住 所 

設立時社員  ○○○○ 

住 所 

設立時社員  ○○○○ 

 

第４７条 法令の準拠 

この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。 

 

（電子認証の場合） 

 以上、一般社団法人全国コープ福祉事業連帯機構設立のため、設立時社員株式会社○○ほ

か２名の定款作成代理人○○○○は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名

をする。 
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（紙面での認証の場合） 

以上、一般社団法人全国コープ福祉事業連帯機構設立のため、この定款を作成し、設立時

社員が次に記名押印する。 

 

令和○年○○月○○日 

 

設立時社員   ○○○○ 

代表理事  ○○○○ 

設立時社員   ○○○○ 

設立時社員   ○○○○ 

 

上記設立時社員３名の定款作成代理人 

住 所 

○○○○ 

 

 


