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通常総代会開催報告
また介護保険・障害福祉分野の対応が始まり現在
登録者が 79 名になりました。また生活介護事業・
就労継続支援事業 B 型(玉竜協同大学)には 37 名が
利用されています。またみんなが主役になれる
時・活動・関係・空間づくりを目指した多くのコ
ミューン活動が行われているとの報告がありまし
た。
医療部門では、診療所での健診やコロナ、イン
フルエンザワクチンの接種状況や訪問診療等の活

第 4 回通常総代会が 6 月 30 日(木)に社会福祉法

動状況と利用状況の報告があり、かかりつけ医と

人麦の芽福祉会みんなの２番館(鹿児島市川上町

して組合員が住み慣れた地域で最後まで安心して

1862-1)で開催されました。新型コロナウィルス感

暮らしていくために病気の予防、早期発見、治療、

染症の感染がいまだ終息していない状況を踏まえ、 リハビリを行っている報告がありました。
総代および関係者各位の安全確保及び感染防止な

2.生活の改善及び文化の向上を図る事業

どの重要性に鑑み、必須決議事項のみにて時間短

今年度もコロナ感染症予防のため「みんなみん

縮・規模縮小・感染対策を十分に行った上で開催

なフェスタ」は、11 月に下田地区で花火大会とバ

しました。

ザーを共催しました。地域の方々との交流や連携

以下報告になります。
議

した。

案

第 1 号議案

が取れとても感謝されていますとの報告がありま

2021 年度事業報告、決算及び剰余金処

分案、監査報告の件

3.組合員の加入促進と組合事業に関する知識の向
上を図る事業
機関紙にじのたま No6・7 号の発行やホームペ

第 2 号議案

2022 年度事業計画案、予算決定の件

第 3 号議案

鹿児島県生活協同組合連合会加盟申請

ージの作成を行いました。

４０周年記念事業に向けての取り組み

2021 年度組織状況について

についての件
第 4 号議案
についての件

組合員数 2,288 人

以上のすべての議案は満場一致で承認されました。

出資金

総代数 115 名 出席 73 名(書面決議 61 名)
今年はリモートによる参加者もありました。
2021 年度事業報告
1.福祉・医療事業
福祉部門では訪問介護事業所の対応が指宿地区
でも始まり今後も活動地域を広げていく計画です。

(前期末比 101.5%)

69,308 千円 (前期末比 112.0%)
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2021 年度決算報告

2022 年度計画について
貸 借 対 照 表

①共同で所有し共同で管理運営のむぎのめだか

令和 4年 3月 31日 現在
(単位:円)
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資産の部
【流動資産】

負債の部
25,799,993 【流動負債】

現金預金
事業未収金

46,683,002

7,517,300

買掛金

109,193

17,133,446

未払金

32,274,765

貯蔵品

118,467

未払費用

未収金

655,211

預り金

前払費用

182,900

仮受金

仮払金

131,994

未払法人税等

材料

60,675

【固定資産】
【有形固定資産】
建物

1,400,000
343,136
39,900
182,500

賞与引当金

1,987,588

44,656,397

一年内返済⾧期借入金

5,136,000

43,710,857

短期リース債務

5,209,920

27,372,779 【固定負債】

構築物

59,099,160

2,326,137

⾧期借入金

49,350,000

車両運搬具

497,143

⾧期未払金

1,065,960

工具器具備品

225,417

⾧期リース債務

医療機械

402,087

リース資産

8,683,200

負債合計

12,735,360

一括償却資産

105,782,162

純資産の部

151,934 【組合員資本】

△ 35,128,401

【投資その他資産】

935,770

出資金

69,308,000

リサイクル預託金

9,770

余剰金

△ 104,436,401

敷金

526,000

当期未処理損失金

△ 104,436,401

加入金

400,000

純資産合計

△ 35,128,401

【繰越資産】

207,141

創業費

207,141

資産合計
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70,663,531

損 益 計

負債・純資産合計

70,653,761

ら願いが生まれ、また新たな学び、矛盾・願いを
生み出し続ける」共通事業活動③報酬削減が続く
中でも? だからこそ! きょうどう(協同・共同・
協働)づくりの成果が、結果として財政悪化の歯止
めとくらしと権利を持続的に守り続ける財政につ
ながることをめざし新たな事業や実践に取り組ん
でいくとの報告がありました。
福祉事業については、買い物のあるくらしづく
りを拡充するために事業を新しい地域にも広げて
いきたい。またコミューンづくりの拡充と実践・
共同システムと委員会の設置を継続しながら続け
ていきます。
医療事業については、診療所・訪問看護・リハ

算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

ビリの利用の拡充と願いと利用の組織運営協議会
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勘定科目
【利用事業収入】
基金収入
国保収入
利用者負担金収入
自己負担収入
保健予防活動収入 健康診断
保健予防活動収入 予防接種
医療雑収入
介護保険収入
玉竜施設収入
玉竜生活収入
玉竜カフェ収入
玉竜就労収入
地域生活支援収入
居宅重度訪問収入
【利用事業原価】
期首医薬品棚卸高
商品仕入高
診療材料費
医療消耗品費
検査委託費
カフェ材料費
その他材料費
給食材料費
合計
期末医薬品棚卸高
事業総剰余金
【事業経費】
事業損失金
【事業外収益】
受取利息
雑収入
【事業外費用】
支払利息
繰延資産償却
経常損失金
税引前当期損失金
法人税、住民税及び事業税
当期損失金

らこそ共有したい。②「学びから矛盾が、矛盾か

(単位:円)

金額
6,813,908
13,674,822
3,830,701
915,610
2,875,910
6,097,612
370,600
2,478,905
53,132,359
3,699,278
845,330
4,620,841
7,205,231
2,548,012
230,800
2,382,447
1,568,750
669,806
445,317
615,352
1,930,056
47,754
7,890,282
179,142

59
5,188,882
998,314
395,353

を再組織し実践を増やし利用の促進に取り組みま
す。また組織面の整備と管理運営面での支援本部
と連携・共同していきます。財政面においても
2022 年度には福祉生協全体のトータル黒字を目
指します。との報告がありました。

109,109,119

7,711,140
101,397,979
128,147,410
26,749,431

5,188,941

2022 年度予算と財政運動対策
各事業財政の基盤となる総合的対策として①共
同法人 5 法人共同によって社会的合理性と経済的
合理性を図ります。②共同法人と当事者連合会に

1,393,667
22,954,157
22,954,157
182,505
23,136,662

よる共同事業・統合事業を設置いたします。③県
民生協連加盟を目指します。
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個別事業対策として①経過的借入に対応できる
よう収支差額を拡充します。②
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鹿児島県生活協同組合加盟申請について

医療事業は実践

これまで、むぎのめが県生協連加盟申請に至る

的利用の組織を図り念願の単独黒字を実現し、将

経過と福祉生協をめぐる情勢そして鹿児島県生

来のさらなる展開にも備える準備をすすめます。

活協同組合連合会の組織や活動内容の説明があ

③出資金は、5 法人共同によって依存体質から脱

りました。

し安定的な活動に移行していきます。

福祉生協の存在意味・意義となぜ県民生協連加

共同所有・共同運営対策と報酬外収入対策とし

盟か?

①そもそもくらしとは(くらしの共同)・

て①積極的に公民補助金獲得や申請を目指します。

自立とは(共同的自立)・社会とは(人と人との共

②共同法人共同で未来委員会実践による資金づく

同)・人、集団、社会の発達とは(共同の発達、進

り運動を拡充します。③共同法人共同でむぎのめ

歩)では②人権とは人格と人格の共同作用ではな

を支援なする会の活動を拡充します。

いか③むぎのめは、社会福祉運動事業体としてな

今後の“困っていること・ひと・地域”への事業

かま・家族等当事者と市民の運動事業の協同の組

展開について①指宿の訪問介護事業を拡充します。

織つまり無認可の福祉生協で誕生しました。④解

②指宿・鹿児島共同による南九州市周辺の福祉事

体が続く社会福祉(運動)は生協運動とともに生

業づくりをすすめます。③薩摩川内市においての

きてゆける希望と展望⑤社会福祉法人の営利と

福祉事業づくりをすすめます。との報告がありま

完全イコールフッティングした時、生協移管でき

した。

る状況に⑥９つの生協合わせて７０万世帯組合

1 出資金

10,000,000

2 事業収入(医療)

40,350,000

事業収入(福祉)

88,380,000

3 委託事業収入

4,310,000

員の福祉をむぎのめが担うことにより、利用と運
動の内外循環が拡充する。競争市場による争奪か
ら共同市場にする相互内外循環とくらしの共同
⑦未来への事業・組織・財務を創り出す学校づく
りや研究所づくりは、県生協連とむぎのめと市民

143,040,000

の共同建設事業・運動・共同事業となれる。⑧き

4 事業経費

127,187,500

ょうどうの思想による生協運動と社会福祉運動

5 経常収益

15,852,500

は戦争をしない、戦争をなくす市民と社会を創り

△5,724,000

だしていく。以上のことから鹿児島県生活協同組

収入合計

6 事業外収益
7 特別損失
8 当期収支資金差額

0
10,128,500

合に加盟申請を行いたい旨の説明がありました。
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編集後記
今年度もコロナ感染症の影響で総代全
員がそろって対面での総代会を開催する
ことが難しい状況でした。しかしできる
だけ多くの方々に出席して頂き議論ので
きる開催を考え今回 Zoom を利用したリ
モートでの参加も企画してみました。ま
だ課題が残りましたが今後も参加しやす
い企画、運営を考えていきたいと思いま
す。
４０周年記念事業について
2022 年 5 月 16 日は、麦の芽が 40 歳となった
誕生日です。
この日に開催された『40 周年出発式』の模様を録
画でご覧いただけます。
40 周年出発式の YouTube 限定公開 URL
https://youtu.be/cOzOP07zfdQ
『出発式』というタイトルには、これから始まる

はやくコロナ感染症が終息することを

40 周年記念のいろいろな取り組みへの出発、次

お祈りするとともに、皆さんも感染対策

の時代への出発、そんな意味が込められています。 を行い健康に留意してください。
今後の企画に乞うご期待❢

福祉生活協同組合むぎのめ
事務所 〒892-0806
鹿児島市池之上町６番２１号

＊総代会報告は、ホームページ
にも掲載されますので
是非ご覧ください。

TEL：099-248-8010
FAX：099-248-7272

https://muginome.jp

