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大阪府生協連　2013年度第 3回理事会開催報告

○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時 2013年12月19日㈭
 14時～16時 5 分
Ⅱ．場　　所 大阪府社会福祉会館　 4階403
Ⅲ．出 席 者

（会 長 理 事） 惣宇利
（副会長理事） 柴橋、藤井
（専 務 理 事） 安本
（常 務 理 事） 中村
（常 任 理 事） 入船、羽多野、三上
（理 事） 青松、浅井、江口、大内、
 奥、勝山、鎌田、田中、洞井、

堀内、松本、矢田部
（監 事） 松岡（14時 3 分審議事項 1より

出席）、岡田（14時 4 分審議事項
1より出席）

以上、理事総数25名中20名出席、監事総数 3
名中 2名出席

（欠 席 理 事） 池田常任、北川常任、森本常任、
上原、間

（欠 席 監 事） 吉川
Ⅳ．議　　長 惣宇利会長理事
Ⅴ．議事の経過と要領との結果

　定刻になり、惣宇利会長理事が議長として、理事総
数の過半数以上の出席をみたので、理事会の議決要
件を充足した旨を告げ、開会を宣し議事を進行した。

○審○議○事○項
1 　2013年度決算見通しと第 4四半期会費の件

　中村常務理事より、2013年度決算見通しについて、
第 4 四半期会費を減額した場合に経常剰余金が
3,873千円となる旨報告がされた。年度末決算見通し
を踏まえ、第 4四半期の会費については、会員生協
に請求しない旨提案がされた。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認され
た。

2 　60周年記念講演会・レセプションの当日運
営の件

　小山事務局長より、 1月23日に実施する60周年記
念講演会・レセプションの当日運営について、提案

がされた。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認され
た。
　なお、柴橋副会長理事より「大阪府からの出席状
況」について意見が出された。
［日　　時］ 2014年 1 月23日㈭
 13時30分～17時
［場　　所］ シティプラザ大阪　
 記念講演会　 2階「燦」
 懇親会　　　 同　「旬」
［開催要領］　

13：00　　受付・開場
13：30　　開会
　　　　　司会　　　羽多野常任理事
　　　　　開会挨拶　惣宇利会長理事
　　　　　来賓挨拶　大阪府
　　　　　来賓挨拶　日本生協連会長理事　
 浅田　克己　様
13：45　　記念講演

「消費者行政の充実強化と消費
者問題に関わる提言（仮）」

 　　消費者庁　長官　阿南　久　様
14：55　　休憩・会場移動
15：05　　レセプション開会
　　　　　司会　　入船常任理事、浅井理事
　　　　　ご挨拶　日本医療福祉生協連
　　　　　　　　　全国大学生協連
　　　　　乾　杯　大阪労福協
　　　　　（歓談）
　　　　　ご挨拶　消費者支援機構関西
　　　　　　　　　大阪ユニセフ協会etc
　　　　　（歓談）　画像で振り返る60年
　　　　　顧問・歴代役員からご挨拶
17：00　　中締め

［会場形式］ 記念講演会は教室形式（自由
席）、レセプションは座席付の円
卓形式（指定）

［そ の 他］ 当日は10時から同ホテルで第 4
回理事会を開催。

3 　平成26年度憲法記念日知事表彰候補者推薦
の件

　小山事務局長より、同表彰について、藤井副会長
理事を大阪府に推薦する旨提案がされた。
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　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認され
た。

4 　平成25年度優良役職員知事表彰候補者推薦
の件

　小山事務局長より、同表彰について、会員生協か
らの推薦を受け、大阪大学生協の小林則子さん、大
阪いずみ市民生協の岡順一さん、三上淳一さんの 3
名を大阪府に推薦する旨提案がされた。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認され
た。

5 　ワン・ワールド・フェスティバルへの協賛
の件

　小山事務局長より、ワン・ワールド・フェスティ
バル実行委員会からの要請を受け、同フェスティバ
ルに対し、従来通り協賛金10万円を支出する旨提案
がされた。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認され
た。

6 　第53回通常総会開催日程と議案構成の件

　小山事務局長より、第53回通常総会について、
開催日程及び議案構成、総会までの主な日程に
ついて提案どおり、全員異議なく承認された。

⑴　開催日程

［日　　時］ 2014年 6 月19日㈭
 14時～16時（予定）
［場　　所］ 未定
⑵　議案構成（案）

第 1号議案　　2013年度活動報告・決算報告・
剰余金処分案承認の件

第 2号議案　　2014年度活動方針・予算案承認
及び役員報酬の設定の件

第 3号議案　　定款変更の件
第 4号議案　　役員選任の件
第 5号議案　　議案決議効力発生の件

7 　2014年度年間日程（ 1次案）の件

　小山事務局長より、2014年度年間日程の第 1次案
について提案がされた。
　この件については、各役員の意見を別途集約し、
次回理事会で 2次案を審議する旨提案がされた。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認され
た。

8 　2013年度東日本大震災支援の取り組みのま
とめと2014年度支援のすすめ方の件

　小山事務局長より、2013年度の東日本大震災の取

り組みのまとめについて報告がされ、2014年度のす
すめ方について提案がされた。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認され
た。
　なお、奥理事より「医療生協の次年度の方向性と
府連との連携」について意見が出された。
⑴　「つながろうCO・OPバス」の運行

［日　　程］ 9 月～10月の期間で 2回程度
［場　　所］ 福島県、宮城県
［目　　的］ 被災地の見学や被災者との交流

を通じて、被災地の現状を知る
ことを目的とします。特に放射
能被害により復興が著しく遅れ
ている福島県を主な行先として
実施します。また、医療生協や
大学生協と連携し、仮設住宅で
の高齢者支援や子ども支援の取
り組みを検討します。

［参加対象］ 会員生協の組合員および役職員
 18歳以上
［定　　員］ 1 企画20名程度（一人で 2席使

用できる人数で設定）
［募集方法］ 企画案内は協力いただける会員

生協の広報媒体に掲載
 申し込みは、府連にハガキ、

FAX、HPを通じて直接申込み
［参 加 費］ 1 万円前後（宿泊費相当で設

定）
⑵　福島の子ども保養プロジェクト受入企画

• 昨年に引き続き、学校の長期休暇期間を活
用して、福島の子ども保養プロジェクトの
受け入れ企画を実施します。
• 参加対象は福島県在中の小学 4 ～ 6 年生。
定員25名とします。
• 企画の具体化については、 2月に実施予定
の「県外受入企画スタッフ研修会」を踏ま
え検討します。
• 2013年度に同プロジェクトのバスを活用し
て実施した「里帰り」バスについては、取
り組み事例を参考とさせていただいた大阪
市社協や大阪府下避難者支援団体等連絡協
議会（ホッとねっとおおさか）等との連携
も模索し検討します。

⑶　夏休み文楽鑑賞のつどい、夏休みファミリー

コンサートに招待

• 大阪を中心に近畿圏に避難されている方を、
夏休み文楽鑑賞のつどいに20名、夏休みフ
ァミリーコンサートに50名を無料招待しま
す。社会福祉協議会発行の広報にて案内し
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ます。
⑷　その他

• この間実施してきた複数の会員生協が共同
して取り組まれるボランティアバスへのバ
ス代の補助については、2014年度は府連と
連携した企画の実施を重点とし、予算化を
見合わせます。

○報○告○事○項
大阪府生協連

1 　2013年度生協大会～活動交流会～開催報告

［日　　時］ 2013年11月14日㈭
 10時～14時30分
［場　　所］ ドーンセンター　ホール・パフ

ォーマンススペース
［出 席 者］ 21会員、講師、府連、他　333名

 （昨年320名）

い ず み 116名 よ ど が わ 11名 エスコープ 1名

パルコープ 115名 こ う べ 14名 自 然 派 7名

生活クラブ 1名 泉 南 1名 き づ が わ 18名

か わ ち 野 11名 北 大 阪 5名 け い は ん 3名

ヘ ル ス 7名 ほ く せ つ 2名 阪 大 1名

府 立 大 1名 関 大 1名 近 大 1名

日 鉄 住 友 1名 全 労 済 10名 大学事業連 2名

講師 1名 府 連 3名 合計 333名

［概　　要］

司会　エスコープ大阪　理事
 　南埜　美可さん
⑴　開会挨拶
　　　大阪府生協連合会　会長理事
　　　　　　　　　　　　　惣宇利紀男
⑵　記念講演
　　　「新しい地域福祉と生協への期待」
　　　　桃山学院大学　教授
 松端　克文さん
⑶　会員生協活動報告
①　「住み続けられるまちにするために生協
でできること」

　　　医療生協かわち野生協　理事
 　　　森実　和子さん
②　「地域によりそう子育て支援活動」

おおさかパルコープ　子育てサポー
トステーション 丹吾　隆子さん

③　「はたらく喜び　くらしに笑顔～障がい
者の雇用促進と自立支援事業について
～」

大阪いずみ市民生協　理事
 　安嶋　玲子さん

⑸　活動展示
いずみ、よどがわ、パルコープ、こう
べ、自然派、生活クラブ大阪、全労済、
大阪ユニセフ協会

［評　　価］ ※（　）昨年実績
アンケート　回　　収 97人 29.1％（28.8％）
全 体 評 価　大変よい 22人 22.6％（29.3％）
　　　　　　よ　　い 46人 47.4％（37.0％）
　　　　　　普　　通 15人 15.5％（4.3％）
　　　　　　無 記 入 14人 14.4％（28.3％）

2 　分野別会議開催報告

　以下の日程で分野別会議を開催しました。議題は
①「大阪府生協連報告」②「2013年度上半期活動報
告と下半期及び次年度むけて」を共通議題とし運営
しました。
　大学生協は関西大学生協の協力により同生協で開
催し、他生協の見学が出来ると好評でした。
　①　地域

［日　　時］ 2013年12月11日㈬
 14時30分～17時
［場　　所］ 大阪府社会福祉会館　 5階506
［出 席 者］ 勝山（いずみ）、貫（よどがわ）、

北川（パルコープ）、榎本（コー
プこうべ）、鎌田（自然派ピュ
ア）、惣宇利・中村・小山（府連）

 5 ／10会員・府連 計 8 名
［議事進行］ 北川常任理事

　②　医療

［日　　時］ 2013年11月 8 日㈮
 14時30分～17時
［場　　所］ 大阪府社会福祉会館　 5階506
［出 席 者］ 奥（きづがわ）、羽多野（北大

阪）、中谷（ヘルス）、間（羽曳
野）、今口（阪南）、川畑（福島）、
山本（ほくせつ）、篠原（よどが
わ）、惣宇利・中村・小山（府連）

 8 ／15会員・府連 計11名
［議事進行］ 羽多野常任理事　　

　③　大学

［日　　時］ 2013年12月10日㈫
 14時30分～17時
［場　　所］ 関西大学生協会議室
［出 席 者］ 岡田（阪大）、鷲嶺（教育大）、

今石（経済大）、前田（電通大）、
安本（府大）、江口（関大）、入
船（近大）、寺尾（阪神事業連）、
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惣宇利・中村・小山（府連）
 8 ／13会員・府連 計11名
［議事進行］ 安本専務理事

3 　各委員会報告

⑴　第 2回組織活動委員会

［日　　時］ 2013年10月18日㈮　14時～16時
［場　　所］ 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］ 西村・阪野（いずみ）、是永（よ

どがわ）、武田（パル）、木村（き
づがわ）、飯田（消団連）、松本・
中村・小山（府連） 以上 9名

［議　　題］

⑴　学習「TPPでどうなる暮らし・食」
⑵　2013年度第 2回全国組合員活動委員会報
告

⑶　東日本大震災被災地支援交流会（仮称）
について

⑷　この間の取り組み報告と交流
［概　　要］

⑴　TPPの暮らしへの影響等について、全大
阪消費者団体連絡会の飯田事務局長を講師
にミニ学習会をした。

⑵　いずみ市民生協・阪野委員より、第 2回
全国組合員活動委員会の概要について報告
がされた。

⑶　組織活動委員会主催企画として、各会員
生協で取り組まれている被災地支援活動に
ついて交流し、現地での活動内容や受入窓
口等の情報交換、また現地で発生した問題
や課題等の意見交換を通して各生協の今後
の取り組みの参考とする事を目的に、支援
企画を担当する役職員や組合員リーダーを
参加対象に「支援担当者交流会」の開催と、
府連支援バス参加者を対象に「支援バス参
加者交流会」のふたつの企画の開催につい
て討議した。両企画とも開催する方向で次
回の委員会で具体化の協議を行う事が確認
された。

 　また、上記のことから次回委員会を当初
の 2月開催から 1月開催に変更することが
確認された。具体的日程は委員間の調整の
上確定する。

⑷　この間の特徴的な取り組みについて報告、
交流がされた。

⑵　第 5回生協大会実行委員会

［日　　時］ 2013年11月14日㈭　14時～15時
［場　　所］ ドーンセンター　
 5 階視聴覚スタジオ

［出 席 者］ 坂井（いずみ）、山田・加藤（よ
どがわ）、南埜（エスコープ）、
平手（パルコープ）、野間（こう
べ）、木村（きづがわ）、小西（か
わち野）、志垣（全労済）、上原・
中村・小山（府連） 以上12名

［議　　題］ 「今年度企画のまとめと次年度
に向けて」

［概　　要］

⑴　加人数は21生協・府連・講師で333人だっ
た。
⑵　提出されたアンケートを各委員で読了し
感想及び次年度企画への意見が出された。
　〈主な感想・意見〉
• 全体的にテーマの沿った構成でよかった。
会員報告で資料データの入れ替えに手間
取ってしまった。
• 会員報告は高齢者、子ども、障がい者へ
の取り組みとバランスいいテーマ設定だ
った。
• 保育室とホールとは階が違うので 1階に
要員を配置する等参加者への配慮が必要
と思った。
• ホールの空調が寒かった。最初にチェッ
クする必要がある。
• 講演は話がとてもわかりやすかった。空
調と保育案内は改善してほしい。展示の
出展生協が少なかった。
• ユニセフの出展はよかった。
• 講演はわかりやすいと難しかったの両面
の感想があった。自生協から活動報告が
あったが準備で苦労されていたので、う
まく出来てよかった。
• 自分と地域との関わりについて考えさせ
られた。案内や誘導の改善が必要。
• 会員報告は内容が充実していた。
• 高齢者にやさしい町づくりの取り組みは
参考になった。地域とのつながりの大切
さを学んだ。
• 講演の反応は、個人の関心の度合いで違
うと感じた。生協大会の開催時期は各生
協も行事が多いので参加への影響があっ
た。
• さまざまな取り組みを学んだ自生協では
ここまでは出来ないと自分の中で制限を
していた。
• 学生からの報告がなく寂しかった。

⑶　出された意見を踏まえ、次年度の開催会
場を引き続きドーンセンターとすることを
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確認した。開催日について今年度の同時期
で検討し事務局に一任することが確認され
た。

　※2014年11月20日㈭で予約済
⑶　第 3回ジェンダーフォーラム協議会

［日　　時］ 2013年11月26日㈫
 13時30分～16時18分
［場　　所］ 大阪府社会福祉会館　 4階402
［出 席 者］ 上杉・問田・山本（いずみ市

民）、井上（よどがわ市民）、泉・
黒澤（エスコープ）、武田（パル
コープ）、上野・海老根（自然
派）、岡本・野間（こうべ）、西
浦（北大阪医療）、岡田（全労
済）、鎌田・惣宇利・羽多野・青
松・中村・小山（府連）

  以上19名
［議　　題］

⑴　学習「女性登用の知恵と工夫について先
進事例を学ぶ」
第一生命保険株式会社コールセンター統
括部　企画グループ課長
 　掛川さおりさん

　　生活協同組合コープこうべ
 常勤理事　山添　令子さん
⑵　 3月の学習講演会の企画について
⑶　会報2014年 3 月号～ 7月号の原稿作成に
ついて

［概　　要］

⑴　前回協議会の討議を踏まえ、民間企業と
生協からの先進事例について学習した。第
一生命様からは「ダイバーシティ」の推移
事例について、コープこうべ様からは「2020
年女性幹部比率50％に向けた」取り組みに
ついて講義いただいた。

⑵　 3月の学習講演会の企画について討議し
た。日程を当初予定から 3／ 6㈭開催に変
更した。テーマについては政府の経済政策
での女性登用施策の内容について学習する
こととし、講師の選定については鎌田委員
長、惣宇利会長、事務局に一任することが
確認された。

⑶　会報の原稿作成担当について協議し以下
確認した。

　　2014年 3 月号　全労済
　　2014年 4 月号　エスコープ大阪
　　2014年 7 月号　いずみ市民生協

⑷　第 3回大規模災害対策協議会

［日　　時］ 2013年12月12日㈭

 15時～16時50分
［場　　所］ 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］ 正木（いずみ市民）、加藤（よど

がわ市民）、宮内（パルコープ）、
新元（自然派）、吉成（全労済）、
一樋（大学生協）、八巻・増永
（関西地連）、植松（きんき）、中
村・小山（府連） 以上11名

［議　　題］

⑴　大阪府・泉北地域 3市 1町合同防災訓練
参加報告
⑵　2013年度図上演習企画について
⑶　この間の取り組み交流

［概　　要］

⑴　11／10に実施された「大阪府・泉北地域
3 市 1 町合同防災訓練」（泉大津フェニッ
クス）の参加報告がされた。
⑵　前回協議会で例年通り実施するとした
「図上演習」について、日本生協連BCP対
策室等からのアドバイスを受け、A案「BCP
策定について学ぶことを目的とした学習企
画」、B案「災害イメージの構築と初動対応
の訓練を通じ自生協のBCPおよびマニュア
ル等の検証。生協間連携等を検証する訓練
企画」の 2案を基に討議した。討議の結果、
B案の図上演習企画を実施することが確認
された。なお、①シミュレーション訓練は
発災 2日以降とし、 1日目の行動（被害状
況の確認、安否確認状況）については予め
想定して参加する。②各生協への個別の状
況付与については各生協で作成し、全体に
係る情報や大阪府からの情報等については
府連で作成する。③シミュレーションを通
しての振り返りの時間を確保することが確
認された。また開催日程場所を確認した。
　　2014年 3 月18日㈫　10時～17時
　　おおさかパルコープ本部事務所会議室
⑶　この間の取り組み交流として、11／ 6 に
実施された関西地連MCA無線通信訓練の
感想交流をした。　

日本生協連、他生協等

4 　関西地連大規模災害対策協議会・公開企画
参加報告

［日　　時］ 2013年10月25日㈮
 13時～15時
［場　　所］ 新大阪江坂東急イン
［出 席 者］ 30生協・団体　80名
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［議　　題］ 
講演「『中央防災会議・南海トラフ巨大地震対
策検討ワーキンググループ』の最終報告と政
府対応について」
関西大学理事・社会安全学部・社会安全研
究センター長教授  　河田　惠昭さん

5 　関西地連男女共同参画委員会・公開学習会
参加報告

「このままで良いの⁉～少子化、結婚・就業支

援の今を考える～」

［日　　時］ 2013年11月 9 日㈯
 13時30分～17時
［場　　所］ 新大阪丸ビル別館 4階 4 - 3
［出 席 者］ 18生協71名　府連（中村）
［概　　要］

⑴　開会挨拶
関西地連男女共同参画委員会
 　委員長　松本　陽子さん

⑵　日本生協連報告
「生協の活動紹介～男女共同参画の視
点から～」
　日本生協連政策企画部
 　朝倉　文恵さん

⑶　取り組み報告
①　「ろうきんの事業活動とワーク・ライ
フ・バランス」
近畿労働金庫地域共生推進部部長
 　　法橋　　聡さん

②　「『今』から始める婚活・就活～大学生
協だから出来る『育成』の取り組み～」
甲南大学生活協同組合　専務理事
合同会社UNIV.キャリアパートナー
 　内田　真紀子さん

⑷　学習講演
「婚活時代～今の若者の結婚支援をめ
ぐって～」
　中央大学文学部
 　教授　山田　昌弘さん

⑸　会場交流
学習講演を聞いての質疑や感想などの
交流

⑹　閉会挨拶
関西地連男女共同参画委員会
 　委員　中野　素子さん

6 　日本生協連震災支援交流会（西日本企画）
参加報告

～忘れない 3・11part 2 ～

［日　　時］ 2013年11月15日㈮　11時～16時
［場　　所］ 新大阪丸ビル別館10階
［出 席 者］ 17生協83名　府連（中村）
［概　　要］

⑴　開会挨拶
日本生協連組織推進本部長
 　山内　明子さん

⑵　顔の見える関係で、ともに被災地支援を
行っている事例報告
○いわて生協＆とくしま生協からの報告

中村　弥生さん
（いわて生協組織本部組合員活動支
援チーム）
多田　道代さん
（とくしま生協　副理事長）

○みやぎ生協＆コープこうべからの報告
千葉　淳子さん
（みやぎ生協理事県北ボランティア
センター長）
矢田部　佳子さん
（コープこうべ組合員理事大阪北地
区選出）

○コープふくしま＆コープみえからの報告
根本　茂さん
（コープふくしま店舗部営業企画担
当部長）
川元　チエ子さん
（コープみえ非常勤理事）

⑶　昼食
⑷　被災地支援から学び、次に生かす報告
○コープあいちからの報告

見山　新一さん
（コープあいち　地域・組合員活動
支援部長）
石垣　尚子さん
（コープあいち　組合員理事）

⑸　グループセッション・報告
⑹　閉会挨拶

日本生協連組織推進本部長
 　山内　明子さん

7 　日本生協連第 2回全国地域福祉交流会あっ
たか地域づくり交流会参加報告

［日　　時］ 2013年11月29日㈮
 10時30分～17時
［場　　所］ 新大阪丸ビル別館
［出 席 者］ 51生協・連合会、25団体、講師
  　計324名　
 府連（中村・小山）
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［概　　要］

⑴　開会挨拶
　　　　日本生協連　会長　浅田　克己さん
　　　　　　　実行委員長　松本　陽子さん
 （大阪いずみ市民生協）
⑵　オープニングトーク

「その困りごと、生活者主体の視点でど
う支えあいのネットワークをつくれる
か」
コーディネーター
　　　　同志社大学　社会福祉学科　
 教授　上野谷加代子さん
登壇者
　大阪府社会福祉協議会　地域福祉部
 　副部長　難波　志保さん
　大阪ボランティア協会　事務局次長　
 永井　美佳さん
　生活協同組合コープこうべ常勤理事　
 山添　令子さん

⑶　ポスターによる発表＆昼食
⑷　分科会企画＆交流会

第 1分科会
「多様な子育て支援と多世代交流」
【報告団体】
新潟医療生協、福井県民生協、コー
プみらい

第 2分科会
「広がる格差、貧困への支援」
【報告団体】
みやぎ生協、尼崎医療生協、特定非
営利法人あっとすくーる

第 3分科会
「高齢者の暮らしの困りごとを支える地
域活動」
【報告団体】
牛久市社協、阪南市箱の浦まちづく
り協議会、京都生協

第 4分科会
「地域コミュニティを再生し、孤立化を
防ぐ取り組み」
【報告団体】
小幡寺子屋実行委員会、高島市社協
支援者のための支援センター、
TOMONY

⑸　まとめのセッション
「生協は地域で社協・NPOと一緒に役
割をはたさなあかんわ」

⑹　H 1グランプリ表彰式
⑺　閉会挨拶　日本生協連　執行役員

　　　　　組織推進本部長　山内　明子さん

8 　関西地連第 3回運営委員会参加報告

［日　　時］ 2013年12月 5 日㈭　13時～16時
［場　　所］ 江坂東急イン　 3 F　
 ウッドルーム
［出　　席］ 運営委員30名、日本生協連・理

事監事10名、 オブザーバー 他 9
名

［議　　題］

　　 1．報告事項

《理事会議事録等報告》
⑴　2013年度第 3回理事会（ 9／11）議事録
⑵　2013年度第 4回理事会（11／20）議題と
結果

《理事会主要議題報告》
⑴　日本生協連2013年10月度概況報告
⑵　コープ共済連2013年10月度までの決算・
課題遂行状況

《組織・運営関連》
⑶　一般活動報告
①　2013年度第 2回県連活動推進会議（地
連版）開催報告
②　2013年度生協・行政合同会議開催報告
③　厚生省大臣表彰・祝賀会の開催報告
⑷　第64回通常総会の主要運営事項について
⑸　2014年度日本生協連機関会議等の日程案
について
⑹　社会保障調査報告書について
⑺　特定機密保護法案に関する要請書の提出
について
⑻　東日本大震災支援活動関連
①　生協による被災地支援活動について
②　2013年度「つながろうCO・OPアクシ
ョン暮らし応援募金」報告

⑼　ラブコープ・キャンペーン組合員ワーク
ショップ開催報告
⑽　電力事業検討プロジェクト進捗報告（中
間報告）
⑾　生協法見直しに関する取り組みの今後の
進め方について
⑿　アメリカ合衆国の核性能実験に対する抗
議声明について
⒀　ICA協同組合開発基金（GDC）への資金
拠出について
⒁　ICAリーダーシップサイクルへの参加に
ついて
⒂　ICA総会参加報告
⒃　ガーナILO・ユニセフ訪問報告
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⒄　フィリピン中部の台風被害に対するお見
舞金送金について

⒅　「賀川豊彦記念松沢資料館開館30周年記
念・建物修繕事業」の終了報告

⒆　公益財団法人賀川事業団雲柱社からの
「賛助会員呼びかけのお願い」への対応報告
⒇　「連合大学院」に係る支援事業等への寄付
について

21　主要会員生協の2013年度上期経営状況と
年度末概況推計について

22　「事業（所）別損益計算書の作成に関する
考え方」の情報提供について

《商品事業関連》
23　ラブコープ・キャンペーンのキャラクタ
ー選定について

24　テレビCMの実施提案について
25　コープ商品の品質保証2013年度上期まと
めと下期課題について

26　組合員の声や苦情に関する対応報告につ
て

27　商品事業基幹システム再構築に関する報
告について

28　「CO・OPうずまきロールキャベツ」商品
回収に関する報告について

29　「CO・OP＆はごろもシーチキンマイルド」
商品回収に関する報告

《管理関連》
30　日本生協連の2013年度上期決算および連
結決算報告

31　2013年度れいんぼーくらぶ運営委員会報
告

《監事会報告》
32　2013年度中間監査報告

　 2．協議事項

第64回通常総会予定議案の協議
第 1号予定議案：全国生協2013年度まと
めと2014年度活動方針承認（骨子案）に
ついて

　 3．議事録報告

①　日本生協連第 3回常任理事会議事録（10
／16）

②　日本生協連第 4回常任理事会議事録（11
／13）

③　コープ共済連第 3回理事会議事録（ 9／
10）

　 4．関西地連報告項

①　関西地連管内の組織整備状況
②　会議・学習会等の活動報告
③　各支所の2013年11月度供給実績

9 　日本生協連第 3回県連活動推進会議参加報
告

［日　　時］ 2013年12月 5 日㈭　16時～18時
［場　　所］ 江坂東急イン　 3 F
 ローズルーム
［出　　席］ 12府県連12名、日本生協連 4名
［議　　題］

⑴　運営委員会報告より
「全国課題の中で県連にかかわる事項に
ついて」意見交換

⑵　本部報告
①　「集団的消費者被害回復のための訴訟
制度」創設について
②　2013年度日本生協連渉外活動報告と県
連へのお願いについて
③　2013年度生協・行政合同会議（連絡会）
の開催報告
④　2013年度ポストIYC活動の報告につい
て

　　《関西地連》
①　自然災害における調査活動フロー（案）
についてなど

⑵　交流～事前アンケートをもとに～
①　「県連会員生協間の活動交流や課題推
進の活性化にむけて～各県連の運営組織
や各種会議・交流の場などから～」
②　「県・市町村など行政、議員とのつなが
り、関係づくり」等

10　2013年度第 2回近畿地区生協府県連協議
会参加報告

［日　　時］ 2013年10月30日㈬
 13時30分～17時
［場　　所］ わかやま市民生活協同組合 2階

組合員ホール
［出 席 者］ 樫尾（福井）、西山・藤田（滋

賀）、辻・新田（奈良）、上田・
中井藤井・平松（和歌山）、横
山・酒向（京都）、三宅・濱田
（兵庫）、袋井（KC’s）、辻（関
西地連）、中村・小山（府連）

  以上17名
［議　　題］

⑴　第25回近畿地区生協・行政合同会議につ
いて（和歌山）
⑵　台風18号にともなう災害対応活動報告
（京都）
⑶　兵庫県におけるポスト国際協同組合年を
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考える集い開催報告（兵庫）
⑷　消費者教育推進のとりくみ交流（各府県
連）

⑸　日本生協連報告（関西地連）
⑹　各府県活動報告
⑺　KC’s報告
⑻　第26回近畿地区生協・行政合同会議につ
いて

　※次回 3月12日㈬　13：30～　会場；福井

会員及び友誼団体等

11　大阪労働者福祉協議会第51回定期総会参
加報告

［日　　時］ 2013年10月31日㈭
 10時～11時50分
［場　　所］ エル・おおさか　南館 5階
 南ホール
［出　　席］ 出席代議員40人／議決代議員49

人（過半数）
［議　　案］

　第 1号議案　2012年度事業報告
　第 2号議案　2012年度会計報告ならびに監査

報告
　第 3号議案　2013年度事業計画方針
　第 4号議案　2013年度収支予算
　第 5号議案　定款変更
　第 6号議案　役員報酬に関する件
　第 7号議案　役員改選　　
　＊全議案賛成多数で可決承認されました。

12　消費者支援機構関西理事会報告

［日　　時］ 2013年10月22日㈫
 18時 5 分～21時23分
［場　　所］ 日本生協連関西地連 4階・会議

室
［出　　席］ 理事10／15名、監事 1 ／ 2 名、

検討委員会・事務局 6名
［概　　要］

⑴　賃貸住宅保証委託契約；保証委託契約書
について消費者契約法等に反し不当な点な
どCasa再申入書については原案通り確認し
た。

⑵　貸衣裳；株式会社VeaUBridal・富久屋対
する約款の改訂案に対するご連絡について
一部修正を行い確認した。

⑶　家電製品チラシ表示；チラシ広告につい
て消費者の誤認を招くおそれがあることな
どのご連絡を送付することを一部修正し確

認した。
⑷　宿泊予約サイト；入会や退会方法および
会員規約に関して要望書について、原案通
り確認した。
⑸　不当表示；「グルコサミン+コンドロイ
チン」の広告媒体やCMについて不当景品
類及び不当表示防止法などに反し疑義があ
るため申入書兼再お問い合わせについて一
部修正し再決済後送付することを確認した。
⑹　民間賃貸住宅契約；明来高裁判決をうけ
て最高裁への上告について提案内容の通り
上告受理申し立てをしていくことを確認し
た。

［日　　時］ 2013年11月28日㈭
 18時 5 分～20時
［場　　所］ 日本生協連関西地連 4階・会議

室
［出　　席］ 理事13／15名、監事 0 ／ 2 名、

検討委員会・事務局 8名
［概　　要］

⑴　イラスト通信講座；役務契約と売買契約
を分けて論じて根拠条文に特商法第10条 1
項を追加することとし、41条書面を確認し
た。
⑵　光プロバイダー；広告表示についてのご
連絡を確認した。
⑶　ローン保証料早期返済違約金；早期完済
違約金制度等について改善される回答など
を得てためお問い合わせ活動の終了のご連
絡を確認した。
⑷　不当表示；消費者庁が健康食品の表示に
ついてパブコメを募集しており、意見案を
確認し、提出することを確認した。

13　なにわの消費者団体連絡会幹事会報告

［日　　時］ 2013年11月20日㈬
 13時30分～16時
［場　　所］ 消費者支援機構関西　会議室
［出　　席］ 7 団体
［概　　要］

⑴　消費生活センター所長との懇談会につい
て、開催時期とテーマについて意見交換し
た。
　　時期： 1月下旬から 2月上旬
⑵　近畿ブロック地方消費者グループフォー
ラムは、 2月12日㈬奈良県文化会館小ホー
ルで開催することが報告された。
⑶　大阪府の委託事業「だまされたらあかん
inきしわだ」の実施結果について報告され
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た。
⑷　大阪府健康医療部薬務課学習会（12月 5
日）の開催について報告された

⑸　平成26年 1 月幹事会・懇親会の日程変更
（ 1月22日）について確認した。

14　全大阪消費者団体連絡会報告

　○常任理事会

［日　　時］ 2013年11月 6 日㈬
 13時30分～16時
［場　　所］ 消団連　会議室
［出　　席］ 7 団体 8名　　府連（小山）
［概　　要］

⑴　報告事項
　 1）消費者委員会

• 10／ 4 に新委員による大阪府消費者保
護審議会が開催された。府事務方は来
年 2月議会での消費者保護条例改正予
定に向け、年内で審議会を開催し改正
案の審議をしたい意向（結論　審議会
の年内開催はなし）

　 2）食問題委員会
• いくつかの団体でTPPに関するネット
ワーク組織の結成に向けて動いている。

　 3）消費税の増税に反対する活動
• 11／19に「消費税の増税に反対する関
西連絡会」の代表者会議を開催する。
中央社会保障推進協議会の方を招いて
記念講演を行う。

　 4）ごみ問題懇談会
• 12／ 4 に水銀条約セミナーをコンシュ
ーマーズ京都と共催で開催する。

⑵　主な協議事項
1）11月度理事会運営について
2 ）「ほんまにええの？TPP」大阪ネット
ワーク（準）について
3）ホテル等の食材・メニュー表示への意
見表明について
4）特定秘密保護法案への意見表明につい
て

［日　　時］ 2013年12月10日㈫
 13時30分～16時30分
［場　　所］ 消団連　会議室
［出　　席］ 7 団体 7名
［概　　要］

⑴　報告事項
　 1）消費者委員会

• 大阪府の消費者保護条例改正後の消費
者基本計画および消費者教育推進計画

策定に向け、既に策定されている東京
都の事例を学ぶ為に、12／ 3 に学習会
を開催した。

2）食問題委員会
• この間のメニュー等表示問題で、政府
は食品表示等問題関係府省庁等会議を
設置。消費者庁は事業者及び事業者団
体の指導と合わせて景品表示法の改正
を検討。大阪府は業界19団体に適正表
示と法令遵守の周知を依頼した。
• 11／ 9 シンポジウム「ほんまにええ
の？TPP」開催し参加130名。来春に
ネットワーク組織の結成を検討する。
• 健康食品についての連続学習会を 2／
4、 3／ 4に開催する。

3）消費税の増税に反対する活動
• 2 月末から連続学習会を実施。第 1回
は 2／26にブラック企業をテーマに開
催。
• 1 ／27に二宮厚美さん（神戸大名誉教
授）を講師に「アベノミクスの現状と
政府予算～暮らしへの影響～」（仮）を
テーマに学習会を開催する。

4）ごみ問題懇談会
• 府内自治体に再生可能エネルギーの活
用や普及啓発事業に係るアンケートを
実施。12／18に堺市と池田市をヒヤリ
ング。また 1／28枚方市、 1／31高槻
市を見学する。

⑵　主な協議事項
1） 1月度理事会運営について
2 ）「ほんまにええの？TPP」大阪ネット
ワーク（準）について
3）大阪府消費者基本計画・消費者教育推
進計画について
4）復興特別方針税の前倒し廃止に対する
抗議声明について

15　近畿ブロック地方消費者グループフォーラ
ム第 2回実行委員会報告

［日　　時］ 2013年11月18日㈪
 13時～15時15分
［場　　所］ 日本生協連関西地連 3 階・B会

議室
［実行委員］ 消費者庁、奈良県生協連、なら

消費者ねっと、グループあんあ
ん、コンシューマーズ京都、京
都府生協連、京都消費者ネッ
ト、全大阪消団連、なに消会、
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Ｃキッズ、消費者支援機構関
西、NACS、消費者ネットしが、
奈良県、京都府、和歌山県、全
国消団連、大阪府生協連、日本
生協連（オブザーバー）

［概　　要］

⑴　プログラム内容詳細を確認した。
　　 2月12日㈬　奈良県文化会館小ホール
「広げよう連携の輪～つくろう消費者市民
社会！～」
11：00～　壁新聞交流会
13：00～　全体会開会
　　　　　○消費者庁長官挨拶
　　　　　○消費者庁報告
　　　　　○ 壁新聞発表リレートーク報

告
14：50～　分科会
　　　　　○NPOと行政の連携
　　　　　　報告： 湖南市の学童保育講

座、東播磨消費生活
センター

　　　　　○事業者との連携
　　　　　　報告： NACS、消費者支援

機構関西
　　　　　○学生の消費力アップ
　　　　　　報告： 大学コンソーシアム

京都・コンシューマ
ーズ京都、大学生協
阪神事業連合

16：10～　全体会
16：30　　閉会

⑵　第 3回は 1月22日13時から開催する。

16　大阪省エネラベルキャンペーン実行委員会
参加報告

［日　　時］ 2013年10月23日㈬
 10時30分～11時45分
［場　　所］ 大阪消団連会議室
［参加団体］ 5 団体　府連（小山）
  以上 5団体
［議　　題］

⑴　2013年夏のモニタリング結果
⑵　会計報告
⑶　2013年度冬のすすめ方
⑷　その他

［概　　要］

⑴　夏のモニタリング活動は 6／ 1～ 8／31
の期間実施し、生協組合員や大阪府地球温
暖化防止活動推進委員等、64名の参加での

べ86店舗のモニター活動がされた。ラベル
貼り付け状況は、大手販売店で商品値札等
との一体型掲示が進んでいる事もあり定着
しつつある。一方、蛍光灯器具は品数も多
く、個々の商品への貼り付けも難しいこと
もあり進んでいない。
⑵　会計報告では夏同様のモニタリング活動
を行うと赤字となる旨報告があった。
⑶　冬のすすめ方を討議し、ラベル貼り付け
については一定の定着があることからモニ
タリングは行わず、消費者の認知状況につ
いて商品購入者へのアンケート等により調
査することが確認された。

17　温暖化防止ネットワーク関西拡大世話人会
参加報告

［日　　時］ 2013年12月 6 日㈮
 15時～16時30分
［場　　所］ 日本生協連関西地連会議室
［出　　席］ 6 団体　府連（小山）
［議　　事］

⑴　IPCC第 5次評価報告書について
⑵　気候変動枠組条約第19回締約国会議
（COP19）および京都議定書第 9 回締約国
会議（CMP 9 ）報告
⑶　各地の活動交流
⑷　COP19／CMP 9 報告会の開催について
　　　2014年 2 月 1 日㈯
　　　13時30分～16時30分
　　　大阪科学技術センター
⑸　ネットワーク財政について
⑹　その他

行政等

18　おおさかスマートエネルギー協議会・家庭
部門会議参加報告

［日　　時］ 2013年10月30日㈬　10時～12時
［場　　所］ 大阪府咲洲庁舎23階　中会議室
［出席団体］ 
〈全体会議構成員・オブザーバー〉
なにわの消費者団体連絡会、関西電力、大
阪ガス、大阪市、堺市、貝塚市、河南町、
近畿経済産業局、大阪府生協連

〈消費者団体・環境NPO〉
全大阪消費者団体連絡会、全国消費生活相
談員協会、日本消費生活アドバイザーコン
サルタント協会西日本支部、関西消費者連
合会、住宅長期保証支援センター、ひらか
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た環境ネットワーク会議、摂津市人材サポ
ート・ビューロー、大阪環境カウンセラー
協会

〈その他関係団体〉
パナソニック、大阪府地球温暖化防止活動
推進センター

［議　　題］

⑴　家庭におけるエネルギー使用状況および
「見える化」の取り組みについて
⑵　家庭における「見える化」の取り組み紹
介

⑶　見える化の普及方策等について
［概　　要］

⑴　大阪府より家計のおけるエネルギー使用
状況と「見える化」の取り組みについて報
告がされた。

⑵　家庭における「見える化」の取り組み紹
介がされた。

大阪市 ・ なにわエコライフ事業

・ エコライフチャレンジ
シート

・ 見える化機器の貸し出
し

大阪府地球温暖化防止
活動推進センター

・ うちエコ診断事業

関西電力 ・ はぴeみる電
・ メールサービス「みる
電レポート」

・ 社員による省エネコン
サルティング

パナソニック ・ スマートHEMS

大阪ガス ・ マイ大阪ガス

・ エネルックPLUS

⑶　消費者団体・環境NPOから、家庭にお
ける「見える化」の普及についての課題や
対策等について意見交換がされた。

19　第 2回大阪府地球温暖化防止活動調整会
議参加報告

［日　　時］ 2013年10月29日㈫
 13時30分～16時
［場　　所］ 大阪府環境情報プラザ　
 小会議室
［参加団体］ 大阪府、大阪市、全大阪消団連、

CASA、大阪府生協連　　
  以上 5団体
［議　　題］

⑴　構成メンバーにおけるホットトピックの
紹介

⑵　家庭におけるエコな取り組み事例をまと
めた普及啓発冊子（素案）について

⑶　家庭でできる地球温暖化防止対策セミナ

ー（仮称）の内容について
［概　　要］

⑴　参加者からの自己紹介を兼ねて地球温暖
化防止に係る各団体の取り組み状況等につ
いて報告がされた。
⑵　家庭におけるエコな取り組み事例をまと
めた普及啓発冊子素案について、掲載内容、
レイアウト等について討議した。
⑶　12月10日に開催する「家庭でできる地球
温暖化防止対策セミナー（仮称）」の企画案
について討議した。

20　平成25年度大阪府・泉北地域 3市 1町合同
防災訓練参加報告

［日　　時］ 2013年11月10日㈰　10時～13時
［会　　場］ 泉大津フェニックス
［主　　催］　 大阪府、泉大津市、高石市、和

泉市、忠岡町
［参加内容］ 

　　　展示・啓発コーナーにて以下出展
①　日本生協連作成「東日本大震災に対す
る生協の取り組み」タペストリー展示
②　防災関連商品の展示
③　地震体験クイズの実施

［当日運営］

• 当連合会大規模災害対策協議会メンバーで
開催地域をエリアとする　いずみ市民生協
の職員に協力いただきました。

［概　　要］

• 当日は強風で時折雨が降る悪天候だった為、
上記①のタペストリーはテント内では展示
が出来ず、トラック荷台に数枚程度の掲示
となった。
• テント内ではパソコンによる地震体験クイ
ズと防災関連商品の展示を主に運営した。
クイズ参加者にはアルミ製防寒ブランケッ
ト、日本生協連作成「コープぼうさい塾」
パンフレット配布した。生協テントには約
90名が参加した。

21　第 2回福祉と共生のまちづくり推進会議参
加報告

［日　　時］ 2013年11月15日㈮
 10時30分～12時
［場　　所］ 大阪社会福祉会館　505会議室
［出　　席］ 学識経験者 2名、行政関係者 2

名、市町村社協関係者 2名、社
会福祉施設関係者 2名、民生委
員児童委員関係者 2名、企業・
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生協・NPO関係者 3名
［概　　要］

⑴　「福祉と共生のまちづくり推進計画2012」
の進捗状況ならびに今後の取組み方向につ
いて

⑵　「福祉と共生のまちづくりフォーラム」の
企画について
テーマ： 生活困窮者自立支援について考

える
日　時：2014年 2 月下旬　
　　　　13：15～16：00
場　所：大阪社会福祉指導センター
　　　　 5階大ホール
プログラム：
13：15～  制度説明「生活困窮者自立

支援で期待される事業と
は」大阪府

14：10～  実践報告「生活困窮者自立
支援事業の実際」
○報告者
学習支援、居場所づくり、
多重債務相談、就労支援等

その他

22　 9 条世界会議・関西2013実行委員会参加報
告

［日　　時］ 2013年11月22日㈮
 18時30分～20時30分
［場　　所］ エルおおさか701会議室
［出　　席］ 各団体約20名
［概　　要］

⑴　招聘したゲスト　11カ国21人
⑵　10月13日㈰　 9条国際会議（関西大学千
里山キャンパス）全体会、分科会参加500人

⑶　10月14日（月・祝日） 9条世界会議関西
2013（大阪市中央体育館）午前ワークショ
ップ、午後全体会参加5000人

⑷　財政報告　総経費20,546,911円　収入
20,267,395円。差額についてはカンパ等で
補える予定。

⑸　報告集作成　DVDと紙ベースの報告集
作成予定。

⑹　その他　ホームページ2015年 3 月まで継
続、事務局より今後も関連情報一斉送信継
続。

23　大阪府下避難者支援団体等連絡協議会（ホ
ッとネットおおさか）第 8回定例会参加報告

［日　　時］ 2013年12月 9 日㈪
 13時30分～15時35分
［場　　所］ 市民活動スクエアCANVAS谷

町　会議室
［参　　加］ 約40名
［概　　要］

⑴　実践報告
　「堺市における避難者支援の取り組み」
⑵　子ども被災者支援法の基本方針と今後の
具体的課題
①　子ども・被災者支援法の基本方針につ
いて
②　次年度への公営住宅の入居保障の問題
③　県外の避難者への情報提供業務受託に
ついて

⑶　当事者団体からの報告
⑷　各参加団体からの報告
⑸　事務局からの報告　
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大阪府生協連　2013年度第 4回理事会開催報告

○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時 2014年 1 月23日㈭　10時～11時
Ⅱ．場　　所 シティプラザ大阪　 2階「朗」
Ⅲ．出 席 者

（会 長 理 事） 惣宇利
（副会長理事） 柴橋、藤井
（専 務 理 事） 安本
（常 務 理 事） 中村
（常 任 理 事） 入船、北川、羽多野、三上、森

本
（理 事） 青松、浅井（10：05審議事項 1

から出席）、上原（10：12審議事
項 1 から出席）、江口、大内、
奥、勝山、鎌田、田中、間、堀
内、松本、矢田部

（監 事） 岡田、吉川
 以上、理事総数25名中23名出

席、監事総数 3名中 2名出席
（欠 席 理 事） 池田常任、洞井
（欠 席 監 事） 松岡特定

Ⅳ．議　　長 惣宇利会長理事
Ⅴ．議事の経過と要領との結果

　定刻になり、惣宇利会長理事が議長として、理事
総数の過半数以上の出席をみたので、理事会の議決
要件を充足した旨を告げ、開会を宣し議事を進行し
た。

○審○議○事○項
1 　第53回通常総会の件

　小山事務局長より、第53回通常総会に関して、
「2013年度活動報告及び2014年度方針（ 1 次案）」、
「各分野別概況の執筆担当理事と原稿締切日」につい
て提案がされた。
　また「2013年度活動報告及び2014年度方針（ 1次
案）」についての意見は、別途用紙にて集約し、次回
理事会で 2次案を審議する旨提案がされた。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認され
た。

2 　2014年度年間日程の件

　小山事務局長より、2014年度年間日程について、

前回理事会で提案された日程 1次案への意見集約を
受け、①総会、理事会については「確定」とする。
②各委員会（協議会）等については「開催予定日」
とし、構成メンバーの都合によりあらためて調整す
る。③各種研修会についても「開催予定日」とし、
講師等の都合により変更となる場合もある。以上を
前提に2014年度年間日程は 1次案通りで再提案され
た。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認され
た。

3 　60周年記念講演会・レセプションの当日運
営の件

　小山事務局長より、60周年記念講演会・レセプシ
ョンについて、「開催概要・タイムテーブル」、「会員
生協に受付要員の応援要請について」、「ご来賓対応
について」、「記念講演会・レセプションでの役員の
座席等について」提案がされた。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認され
た。

○報○告○事○項
日本生協連、他生協等

1 　日本生協連全国政策討論集会参加報告

［日　　時］ 2014年 1 月14日㈫　13時
 ～15日㈬　12時
［場　　所］ 都市センターホテル
［出　　席］ 104生協・連合会・団体369人　

府連（中村、小山）
［内　　容］

〈一日目〉

⑴　日本生協連会長挨拶
　　　　会長　浅田　克己
⑵　基調報告

「全国生協の2013年度活動まとめと
2014年度方針（一次案）」
　　専務理事　嶋田　裕之

⑶　特別報告「2013年度事業報告および2014
年度事業計画（1.3次案）
 コープ共済連　専務理事　荻原多加資
⑶　全体討論　　13生協14人から発言
⑷　全体討論のまとめ
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 専務理事　嶋田　裕之
〈二日目〉

⑸　分科会

テーマ パネリスト・報告テーマ

第 1

総合力の発
揮～くらし
と生協の結
びつきを深
め、生涯利
用できる生
協へ～

① みやぎ生協　新野地域代表
理事
「組合員活動と事業一体の
取り組み、ラブコープキャ
ンペーン」

②こうち生協　佐竹専務理事
「購買事業と共済事業の連
携による相乗効果」

③福井県民生協　竹生理事長
「生協の総合力発揮～福井
県民生協の事業ネットワー
ク」

第 2

つながりの
さらなる強
化～消費と
生産のつな
がり、くら
しと地域の
つながりを
深め、安心
できる社会
へ～

① 宮城県生協連　齋藤会長理
事
「くらしと地域のつながりを
深め安心できる社会への生
協の役割」

② ならコープ　中野副理事長
「未来のために環境にやさ
しい地域づくりを～吉野共
生プロジェクトの取り組み
を通して～

③ 広島県生協連　高田専務理
事
「平和・ポストIYC・社会保
障・福祉分野について」

第 3

持続な可能
な経営体質
づくり～社
会構造の激
変 に 備 え
た、連帯の
強化～

①コープみらい　星野理事
「元気な組合員組織づくり
をどのように進めていくか」

② 大阪いずみ市民生協　勝山
専務理事
「いずみ市民生協の経営と
店舗・宅配事業の到達点と
今後の課題」

③ コープ九州事業連合　江藤
専務理事
「事業連帯の強化の課題に
ついて」

1 - 2 　2013年度関西地連組織委員会・公開企
　 画参加報告

［日　　時］ 2014年 1 月18日㈯　13時～16時
［場　　所］ 新大阪丸ビル別館 4 F
 4 - 3 会議室
［出　　席］ 12生協・連合会、講師　71名
  　府連（中村・小山）
［内　　容］

司会  京都生協常務理事／関西地連組織委員
会世話人 　鯰江　賢光さん

⑴　開会挨拶
コープあいち執行役員／関西地連組織
委員会委員長 　牛田　清博さん

⑵　講演
「総合相談事業の活動から見えた地域
社会の現状～これからの地域のあり方
を考えるにあたって～」
中核地域生活支援センター　かじゅ
まるセンター長 朝比奈みかさん

⑶　事例報告

「次代コープこうべづくりについて」
　コープこうべ組合員活動部統括部長
 江見　　淳さん

⑷　交流
⑸　閉会挨拶

大阪いずみ市民生協執行役員／関西地
連組織委員会世話人 阪野　　徹さん

2 　第 1回近畿圏府県生協連・ろうきん合同会
議参加報告

［日　　時］ 2013年12月20日㈮
 14時30分～17時
［場　　所］ 近畿ろうきん肥後橋ビル12階　

理事会室
［出　　席］ 

　　　【ろうきん】（敬称略）
労働金庫協会営業統括部
 　部長待遇調査役　高橋　貞夫
近畿ろうきん 副理事長　大槻　信夫
　〃　　　　滋賀地区統括本部
 部長　岡田健一郎
　〃　　　　　〃 上席専任役　山川　吉郎
　〃　　　　奈良地区統括本部
 部長　大西　雅史
　〃　　　　　〃 上席専任役　藤村　芳弘
　〃　　　　京都地区統括本部
 部長　岩崎　芳久
　〃　　　　　〃 上席専任役　塩見みさ子
　〃　　　　大阪地区統括本部
 部長　山本　昌則
　〃　　　　　〃 上席専任役　林　　洋二
　〃　　　　和歌山地区統括本部
 部長　北又　寛崇
　〃　　　　　〃 上席専任役　川西　堅介
　〃　　　　兵庫地区統括本部
 部長　森岡　年樹
　〃　　　　　〃 森下　晃司
　〃　　　　営業戦略部 部長　森崎　耕一
　〃　　　　　〃 上席専任役　東郷　　卓
　〃　　　　地域共生推進部
 部長　法橋　　聡
　〃　　　　　〃 次長　中須　雅治
　〃　　　　　〃 上席専任役　谷口　安弘
　〃　　　　　〃 平尾　隆暁
　〃　　　　　〃 増田　まゆ
　〃　　　　　〃 木ノ下　穂

【生協府県連】

滋賀県生協連 専務理事　　西山　　実
　〃　 事務局長　　藤田　　豊



16 　 　　

奈良県生協連 専務理事　　辻　　由子
　〃　 事務局長　　新田　和夫
京都府生協連 専務理事　　横山　治生
　〃 事務局長　　酒向　直之
和歌山県生協連 事務局長　　藤井　延子
兵庫県生協連 専務理事　　三宅　康平
　〃 事務局次長　　濱田　昌文
大阪府生協連 常務理事　　中村　夏美
　〃 事務局長　　小山　正人

［議　　題］

⑴　開会の挨拶
　近畿ろうきん 副理事長　　大槻　信夫
⑵　出席者紹介
⑶　生協・ろうきんの相互連携の全体状況報
告
①　2012国際協同組合年事業報告
②　生協組合員のろうきん利用状況、生協
の事業融資等

③　災害相互支援協定と支援融資
④　大学寄附講座・各種貢献プログラム等

⑷　各府県生協連から概況報告
⑸　フリートーク

会員及び友誼団体等

3 　消費者支援機構関西理事会報告

［日　　時］ 2013年12月19日㈭
 16時～17時40分
［場　　所］ 日本生協連関西地連 4階・会議

室
［出　　席］ 理事12／15名、監事 2 ／ 2 名、

検討委員・事務局 7名
［概　　要］

⑴　宿泊予約サイト；回答を評価したところ、
一定評価できる回答だったため、申し入れ
終了のご連絡を確認した。

4 　全大阪消費者団体連絡会報告

　○常任理事会

［日　　時］ 2014年 1 月 7 日㈫
 15時～17時30分
［場　　所］ 消団連　会議室
［出　　席］ 7 団体 8名　　府連（小山）
［概　　要］

⑴　報告事項
　 1）消費者委員会

• 大阪府消費者保護審議会が 2月10日㈪
に開催される。 2月府議会に提出され
る消費者保護条例の改正案が提示され

る予定。
　 2）食問題委員会

• 健康食品をテーマに学習会を開催する
（ 2回）。
2月 4日㈫　13：30～15：30
　　　　　　大阪府社会福祉会館503
　テーマ  「健康食品及びその表示制

度」
　講　師　大阪府
3月 4日㈫　13：30～15：30
　　　　　　大阪府社会福祉会館402
　テーマ  「健康食品の表示ルールと

導入が検討されている機能
性表示制度の問題点を考え
る」

講　師　群馬大学教授　
 高橋久仁子さん

3）消費税の増税に反対する活動
• 連続学習を企画。第 1 回のテーマは
「ブラック企業」
2月26日㈬　13：30～15：30
　　　　　　エルおおさか701号室
　講師  京都 POSSEボランティア

スタッフ　岩橋　　誠さん
• 学習討論集会を企画する
1月27日㈪　13：15～16：00
 新大阪丸ビル新館602号室
　講師  神戸大学名誉教授
 　二宮　厚美さん

• 医療関係団体が呼び掛けで1000人規模
の集会が開催される。
2月15日㈯　15：00～16：30
　　　　　　御堂会館大ホール
「いのち奪う暴走政治にストップ
を！2.15近畿総決起集会」

4）ごみ問題懇談会
• 府内自治体

⑵　主な協議事項
　 1）11月度理事会運営について
　 2  ）「ほんまにええの？TPP」大阪ネット

ワーク（準）について
　 3  ）ホテル等の食材・メニュー表示への意

見表明について
　 4  ）特定秘密保護法案への意見表明につい

て

5 　近畿ブロック地方消費者グループフォーラ
ム実行委員会参加報告

　 2／12実施の「平成25年度地方消費者グループ・
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フォーラム in奈良」の企画内容を報告した。

6 　大阪ユニセフ協会理事会報告

○第 7回

［日　　時］ 2013年11月22日㈮
 14時～15時30分
［場　　所］ 難波市民学習センター
 第 3 研修室
［出　　席］ 府連（惣宇利）
［議　　案］ 
2013年度上期（2013年 1 月～ 6月）事業と運営
の概要報告
　第 1号議案  2014年度事業方針（案）、事業

計画（案）の件
　第 2号議案 2014年度収支予算（案）の件
　第 3号議案 その他
（フィリピンの台風災害に対する緊急募金活動
11／23、24））

その他

アクリフーズ群馬工場全製品回収に伴うCO・OP商
品 3品の回収について
　（内容省略）
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　 1月23日㈭シティプラザ大阪において大阪府生活協同組合連合会創立60周年記念講演会・レ
セプションを開催しました。大阪府、日本生活協同組合連合会をはじめたくさんのご来賓にお
越しいただき、総勢182名参加しました。
　第一部・記念講演は、羽多野常任理事の司会進行で始まりました。まず主催者を代表して惣
宇利紀男・大阪府生活協同組合連合会会長理事が、毎年開催している政策討論集会を、1953年
に設立した大阪府生活協同組合連合会の60周年にあたり、記念講演会・レセプションを開催し
たことを述べました。引き続いて、ご来賓の大阪府府民文化部男女参画・府民協働課長　藤井
清様から大阪府知事のメッセージと日本生活協同組合連合会・会長理事　浅田克己様からそれ
ぞれ大阪府生活協同組合連合会への期待をこめられたご祝辞をいただきました。
　その後「消費者行政の充実強化と消費者運動の連携～安心して暮らせる地域社会づくりをと
もに！～」と題して消費者庁長官　阿南久氏が講演。消費者に係る法制定、事故等に係る現状
や消費者の不安を払拭し安全・安心を確保するための「消費者安心戦略」をお話しいただきま
した。消費者が必要な知識を習得し、地域のなかで情報共有し、よりよい社会づくりの主体と
る「消費者市民社会」をめざしていきましょうと講演されました。講演の最後に「子どもを事
故から守る！プロジェクト」テーマソング「おしえてねアブナイカモ」を振りつけ付きで、歌
を披露していただきました。

　第二部は、入船常任理事と浅井理事の司会進行でレセプションを開催しました。惣宇利紀男
会長理事の開催挨拶後、日本医療福祉生活協同組合・専務理事　藤谷惠三様と全国大学生活協
同組合連合会・会長理事　庄司興吉様からそれぞれお祝いの祝辞をいただきました。一般社団
法人大阪労働者福祉協議会副会長の多賀雅彦様のご発声のもと乾杯をし、和やかに開宴いたし
また。開宴の中で、友誼団体のみなさま、全国の生協のみなさまからお祝いのメッセージをい
ただき、50周年の際に作成した「遥かなる未来のために」という大阪府生活協同組合連合会の
歴史を振り返るビデオ上映後、その後の10年を写真で振り返りました。開宴の終わりに歴代役
員を代表して、おおさかパルコープ・顧問　山本邦雄様より大阪の生協の60年の思い出をお話
しいただきました。最後に安本専務理事よりお礼と感謝を述べさせていただき閉会いたしました。

創立60周年記念講演会・レセプションを開催しました
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　 2 月10日㈪、「平成25年度大阪府消費生活協同組合優良役職員知事表彰」の贈呈式が、大阪

府庁咲洲庁舎にて実施されました。

　今年度は、会員生協からは以下の 3名が授賞されました。

【知事表彰】

大阪大学生協　　　　　小林　則子さん

大阪いずみ市民生協　　岡　　順一さん

　　　　　　　　　　　     大阪いずみ市民生協　　三上　淳一さん（コープきんき事業連合出向）

後列左より　中村常務理事・惣宇利会長理事（大阪府生協連）、藤井課長・山田参事（大阪府）
   前列左より　小林さん、三上さん、田中次長（大阪府）、岡さん、府連会員以外の受賞者の方

　受賞された皆さまの受賞に至る功績、ご本人からのコメントをご紹介します。

平成25年度大阪府消費生活協同組合
優良役職員知事表彰贈呈式が開催されました

【受賞に至る功績】

　昭和54年 4 月の入協以来、34年 9 月の長年にわたり勤務する。その経歴の殆ど
は、経理担当者及び責任者を歴任し、生協法等に基づく適切な会計処理に従事し、
経理上の不祥事を起こさず管理してきた。
　特に、当生協における平成 8年の機関会議の正常化（総代会の開催）までの間
は、法人としての監査機能も不十分と、不安定な時であったが経理業務の適正な
運営を維持した功績は大きなものがある。

受賞に至る功績および本人コメント

大阪大学生協

小林　則子さん
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【ご本人からのコメント】

　このたびの表彰を頂きまして誠にありがとうございます。心より御礼申し上げます。
　阪大生協には、卒業後初めての社会人と成った職場です。ご縁があってお世話になり早35年を迎えます。
これまで勤務させていただいたことは、ひとえに先輩、上司、同僚が私をささえてくださったからこそ、
ここまでこれたと思います。感謝とお礼を申し上げたいと思います。
　入協した頃の阪大生協は、生協としての正常化も行っていなかった関係もあり、通常の小売業としての
企業認識で業務に携わってきておりましたが、現在では“大学生協”という業態の知識も多少は認識し、
現在では業務に携わっています。またいろいろな経験の中でその特殊な環境や状況に戸惑うこともありま
したが、この限られた環境の中で、学生・教職員の組合員の皆様、他大学生協の皆様との交流を通じて、
一般の流通業では経験できないことを経験させていただいたことは、たいへん私にとって良かったと思っ
ています。
　これから定年までの残された時間も阪大生協の為に過ごせればと思います。

【受賞に至る功績】

　昭和53年に入協以来、共同購入班担当、副支所長、支所長を歴任し、急速発展
期の宅配事業を支えた。その後、業態開発、カタログ事業に関わり新たな事業開
発に貢献した。平成10年より平成13年まで、福祉事業の立ち上げ・拡大に関わり、
福祉事業発展の礎を築いた。
　その後、宅配事業の組織拡大部門に所属し、知識と経験を活かして組合員拡大
を推進した。現在は、共済推進サポーターとして、共同購入センターにて共済の
普及に尽力している。

【ご本人からのコメント】

　何の取柄もない私が受賞し驚いています。
　そんな私があえて自らを称えるならば、業務に対して、特に組合員に対して、コツコツと自分なりに、
誠実に対応してきたことかなと思っています。
　また、もっとも生協が生協らしく、その社会的役割を果たせる時代背景の中で、組合員と一緒になって
仕事ができたことも幸せだったと感じています。「嘘をつかなくて仕事ができる。嘘をついたら叱られる。」
そんな生協ならではの理念や職場風土が、意識しないうちに、自分に永年勤続できるエネルギーを与えて
くれたのだと感謝しております。
　この度は誠にありがとうございました。

大阪いずみ市民生協

岡　　順一さん

【受賞に至る功績】

　昭和56年に入協以来、共同購入支所（現センター）で、担当者、グループ責任
者、副支所長、支所長と経験を重ね、平成 7年より 5年間、宅配部門の地区統括
として当生協の宅配部門を牽引した。平成12年に商品部配属後は、日配・冷凍食
品・ドライ商品等の商務を担当した。
　11年間に亘り当生協の商品関連部署で活躍後、平成23年に当生協を含む近畿圏
の 7生協が加入する生活協同組合連合会コープきんき事業連合へ出向し、商品企
画グループ統括を経て、マネージャーを務める。

【ご本人からのコメント】

　この度は優良役職員知事表彰をいただき、誠にありがとうございました。大阪府、大阪府生協連、いず
み市民生協の関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
　1981年の入協以来、多くの生協組合員や上司・先輩・同僚・後輩を問わず役職員の皆様に助けていただき、
いつの間にか32年が経過していました。人と人とのつながりの大切さを改めて実感しています。
　現在はコープきんき事業連合に出向して商品の開発・調達に携わっていますが、表彰式で大阪府生協連
の惣宇利会長理事からいただいた「生協の商品とサービスは組合員に支持されているか？」という問題提
起を受け止め、微力ながら今後の業務にあたっていきたいと思います。

大阪いずみ市民生協
（コープきんき事業連合出向）

三上　淳一さん
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　私は、父が経済的に、母が家庭生活に責任を持つという家庭

で育ちました。普段、身近なところで責任をはたす母と、外で

責任をはたす姿の見えない父を比べて、父はなぜ家事を手伝わ

ないのかと疑問を抱いたことを覚えています。子ども心に感じ

た疑問は解消されないままいつのまにか忘れてしまいましたが、

1980年代の日本ではよくある家庭の姿だったと思います。

　今は、私が妻と、2歳 5ヶ月の子どもと生活する世代になり、父の姿を反面教師として家事・

育児に励んでいます。例えば、平日の朝は食器を洗い、洗濯物を干し、ゴミを出してから出勤

し、妻は子どもの世話と送り迎えをします。また、休みの日はできるだけ子どもと関わり、食

事の用意は私がするようにしています。もっとも、私の周りでは家事・育児に積極的な男性は

一般的だと思っていて、そんな周囲の男性よりは少し頑張っていると自分で評価している程度

です。しかし、そんな私を妻はなかなか評価してくれないことに悩んでいました。そんなとき、

男女共同参画を考える機会ができ、いくつか気づいたことがあります。

　まず気づいたのは、私が家事・育児について頑張っていると思っているのは、他の男性と比

べてという点です。妻と比べた場合、私は仕事を優先し妻に負担を掛けていて、そこには家庭

の責任を協同しようと考えてはいるが、やはり「男はより仕事に励み経済的に支える」という

先入観がありました。私が家庭より仕事を優先することを夫婦で話し合い決めたわけでもなく、

自然とそうなっているように思います。

　それから、我が家では子どもが小さいため妻は時短制度で勤務しています。妻の負担という

点では、妻が母ということを意識して自らの意志で時短制度を選択していれば良いのですが、

職業上で活躍したいと考えているにもかかわらず、女性ということを意識して選択していたと

すれば今さらながら残念に思います。そもそも、妻の時短勤務の選択に関して夫婦間でコミュ

ニケーションが取れていないことに疑問を抱く方がいるかもしれませんが、それもまた「男性

だから女性だから」という先入観により、おたがいに話すことなく処理しているのではないか、

それが問題ではないかと感じました。

　このように考えていくと、私は、「性別に影響を受けることなく男女が自らの意志によって

あらゆる分野の活動に参加できる」ことが男女共同参画だと思います。そのためには、社会的

につくられる男女という先入観を一度クリアにして、人としての思いやりや配慮をもとに考え

たり行動したりするという個人レベルでの努力と、男女共同参画に関して考える機会をより多

く持ちつづけることが大切だと感じました。

全大阪労働者共済生協
（全労済大阪府本部）
企画課　辻　 正 登私が思う男女共同参画
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ス ケ ジ ュ ー ル

3 月
1 日 第48回大阪府消費者研究発表大会
1日 日本生協連認知症キャラバンメイト
4日 日本生協連生活困窮者支援交流会
5日 関西地連大規模災害対策協議会
6日 ジェンダーフォーラム協議会・学習講演会／第 4回協議会
7日 全大阪労働者共済生協第 7回理事会
7日 全大阪消費者団体連絡会常任理事会
8日 「ほんまにええの？TPP大阪ネットワーク」シンポジウム
9日 3.11 from KANSAI2014～いま、ともに～
10日 近畿農政局と近畿地区生協府県連との意見交換会
11日 東日本大震災支援担当者交流会
12日 第 3 回近畿地区生協府県連協議会
12日 大阪みどりのトラスト協会理事会
16日 2013年度東日本大震災被災地支援バス参加者交流会
17日 会報No309発行
17日 第 1 回生協大会実行委員会
18日 大規模災害図上演習
19日 第 2 回文楽・コンサート実行委員会
19日 なにわの消費者団体連絡会幹事会
20日 第 5 回理事会
20日 消費者支援機構関西検討委員会
27日 消費者支援機構関西理事会

4 月
2 日 第 3 回文楽・コンサート実行委員会
2日 全大阪消費者団体連絡会常任理事会
4日 関西地連第 5回運営委員会・2014年度近畿地区総会議案検討会議
14日 第 2 回生協大会実行委員会
15日 会報No310発行
24日 消費者支援機構関西理事会
25日 第 4 回組織活動委員会
25日 大阪府下避難者支援団体等連絡協議会（ホッとネットおおさか）定例会

5 月
15日 第 6 回理事会
20日 消費者支援機構関西理事会

6 月
4 日 なにわの消費者団体連絡会10周年事業
9日 第 3 回生協大会実行委員会
10日 消費者支援機構関西理事会
13日 日本生協連第64回通常総会
19日  大阪府生協連第53回通常総会（2013年度第 7回理事会・2014年度第 1回

理事会）
21日 消費者支援機構関西2014年度総会




