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年頭挨拶

　皆様、明けましておめでとうございます。

　国際社会に眼を向けると、1991年末、旧ソ連邦が崩壊すると共に、社会主義と資本主義が対

峙する世界の枠組みが崩れ、市場経済が世界を席巻するに至った。中国においても社会主義市

場経済が国体の中枢的機能を持つようになると共に、市場経済圏に置いてはグロバリゼーショ

ンが一大標語となり、資本主義諸国の国家的特性が後退し、市場経済では勝者と敗者が峻別さ

れ、それは格差社会の出現として受け止められるようになり、各国において自国中心的な政治

的動きが伸張し、経済の効率性を追求する市場経済の世界観は見直しを迫られている。

　米国バード大学のミード教授の言葉を借りれば、アメリカでは、ジャクソン流の政治思想を

持ったトランプ大統領が生まれ、ヨーロッパでも同じような傾向と共に英国のスコットランド

やスペインのカシミール地方に見られるような一部地域の独立運動も見られる。同様に、新し

く世界を 2分するまでに成長した中国においても、香港や台湾における独立運動と共に、軍・

党・社会の三極を束ねる難しさが習近平総書記にも降りかかっていることが指摘されている。

　トランプ大統領がウイルソン流に世界の警察として振る舞う方向に舵を切ったり、習近平総

書記が共産党一党支配に一定の見直しをするようなことは、軽々に憶測することは憚られるで

あろう。例えば中国共産党員の数だけでも、ドイツ国民の数を超えており、単純な一党支配の

限界とは言えないであろう。

　国内では , アベノミクスに対する批判が聞かれたり、格差社会の指摘も行われるが、

現政権を倒すまでの声にはなっていないのが実情ではないだろうか？

　生協に目を向けると、2011年 3 月11日に発生した東日本大震災以降、「弱者に寄り添う」とい

う言葉がよく使われました。「弱者に寄り添う」という言葉は、生協のみならず、大手スーパー、

コンビニ、金融機関など多くの組織体で利用されています。

　現在は、改めて「弱者に寄り添う」とはどういうことかが問い直されているような気がしま

す。東電の株主総会に一株株主が 5万と押し寄せても、極一握りの大株主の元に一蹴されてし

まう民主主義の脆さを目の当たりにするとき、生協の総代会の力強さは身にしみます。民主主

義のなんたるかを考えるとき、大阪府生活協同組合連合会は、会員生協様と手を携えて組合員

の期待に応えられるようにより一層努力してまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上

げます。

大阪府生活協同組合連合会

会長理事　惣宇利　紀男
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大阪府生協連　2017年度第 3回理事会開催報告

○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時 2017年12月 7 日㈭
 15時～16時45分
Ⅱ．場　　所 大阪府社会福祉会館　 4階403
Ⅲ．出 席 者

⑴　理事（総数23名中、17名出席、6名欠席）
•会 長 理 事　惣宇利紀男
•副会長理事　柴橋　圭介
•専 務 理 事　中村　夏美
•常 任 理 事　 江口　慶明、勝山　暢夫、

北川　俊彦、羽多野宏子
（欠席：入船行由、中谷清、山口健治）
•理　　　事　 秋山也寸子、足立美恵子、

今宮正信、大内淳次、奥章、
久保幸雄、篠原聡、
清水啓子、長里広美、
堀内明

（欠席：西村明彦、洞井金桂、渡邉和典）
⑵　監事（総数 3名中、2名出席、1名欠席）
• 監　　　事
関戸雅弘（16時10分報告事項 3 の後退
席）、谷川英子
（欠席：吉川卓次）

⑶　オブザーバー
•オブザーバー　櫻井秀一

⑷　陪　　　席
• 事務局長　小山正人

Ⅳ．議　　長 惣宇利会長理事
Ⅴ．議事の経過と要領とその結果

　定刻になり、中村専務理事より、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、開会を宣した。
　惣宇利会長理事が議長として挨拶の後、議事を進
行した。

○審○議○事○項
1 　2017年度決算見通しと第 4四半期会費の件

　中村専務理事より、11月末決算状況から2017年度
末決算の見通しについて報告がされた。見通しを踏
まえ、第 4四半期分の会費について会員生協に請求
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 　平成29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、平成28年度優良役職員知事表
彰について、会員生協からの推薦を受け、下記の 2
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。
　大阪いずみ市民生活協同組合　北辻　　寛　様
　大阪いずみ市民生活協同組合　寺内　昭則　様

3 　2018年新年講演会当日運営の件

　小山事務局長より、2018年新年講演会の当日の運
営について、提案がされた。提案どおり全員異議な
く承認された。
［日　　程］ 2018年 1 月18日㈭
［場　　所］ 天王寺都ホテル
［当日進行］

11：30　　第 4理事会　 5階「信貴の間」
12：30　　昼食休憩
13：00　　新年講演会　受付開始
13：30　　 新年講演会　開会　 6階「吉野西

の間」
16：00　　閉会

懇親交流会　 6階「吉野東の間」
18：00　　懇親交流会終了予定

［運　　営］

• 新年講演会と懇親交流会での司会を理事が
行う。
• 懇親交流会（立食形式）は、理事・監事の
テーブル分担を決める。

4 　2018年度年間日程（ 1次案）の件

　小山事務局長より、2018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。
• ファミリーコンサートは、この間の集客状況、
昨年総会での「企画のマンネリ化」のご意見を
受け、2018年度企画は、12月にクリスマスコン
サート企画とする。
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5 　第57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57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。
⑴　開催日程

［日　　時］ 2018年 6 月21日㈭
 14時～16時（予定）
［場　　所］ 天王寺都ホテル　吉野の間（西）
⑵　議案構成（案）

第 1号議案　 2017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　 2018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　 役員選任の件
第 4号議案　 議案決議効力発生の件

⑶　総会までの主な日程予定

日　程
会議・
広報等

内　容

12月 7 日㈭
第 3回
理事会

開催日程、議案構成、主な日
程の確認

1月18日㈭
第 4回
理事会

2017年度活動報告・2018年度
方針討議

3月22日㈭
第 5回
理事会

総会開催概要確認
2017年度活動報告・2018年度
方針確認
役員定数及び候補者推薦依頼
生協の決定

3月23日㈮
当該会員生協理事長へ役員候補者の
推薦依頼書発送

4月 2日㈪
会員生協へ代議員・オブザーバー登録
の案内発送

4月上旬 決算関係書類、事業報告書を監事に送付
4月上旬 公認会計士による参考調査
4月上旬 監事会 付属明細書を監事に送付
5月 7日㈪ 役員候補者推薦の回答〆切

5月10日㈭
理事推薦委員会、監事推薦委員会にて
推薦候補者の決定

5月10日㈭
第 6回
理事会

特定監事より監査報告の通
知。理事会による決算関係書
類及び事業報告書・付属明細
書の承認

5月31日㈭ 代議員・オブザーバー登録〆切

6月 1日㈮
第57回通常総会招集通知・議案書・各
書面の発送

6月21日㈭ 第57回通常総会

6 　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、協賛金10万円を支出すること、会員生協
にポスター・チラシを配布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。

7 　第 2回関西くらしクリエイトフォーラム in
関西実行委員会からの要請の件

　中村専務理事より、第 2回関西くらしクリエイト
フォーラムin関西実行委員会からの要請を受け、同
実行委員会に参加し、中村専務理事を委員に選任ず
る提案がされた。
　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
大阪府生協連

1 　2017年度生協大会～活動交流会～開催報告

［日　　時］ 2017年11月16日㈭
 10時30分～14時
［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］ 16会員、他団体、大阪府、他　

326名（昨年269名）

い ず み 130名 よどがわ 24名 エスコープ 4名
パルコープ 58名 こ う べ 31名 自 然 派 7名
生活クラブ 1名 きづがわ 17名 かわち野 14名
北 大 阪 14名 ヘ ル ス 5名 ほくせつ 1名
大 経 大 1名 千 代 田 2名 関 大 2名
全 労 済 7名 大 阪 府 2名 ろうきん 1名
講 師 1名 府 連 4名 合 計 326名

［開催結果］

司会　おおさかパルコープ 足立美恵子さん
⑴　開会挨拶　　会長理事　惣宇利紀男
⑵　記念講演
「おばちゃん目線で見る！
 政治と社会問題」
大阪国際大学准教授
大阪大学非常勤講師
全日本おばちゃん党代表代行
 谷口真由美　様

⑶　質疑応答
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⑷　展示等による活動交流
【出展】
7階： よどがわ市民、エスコープ、全労済、

ずっとボラの会（東北応援バス参加
者有志の会）

1階： いずみ市民、パルコープ、コープこ
うべ、生活クラブ大阪、きづがわ、
ヘルスコープ、近畿ろうきん、大阪
府、府連

1-2 　第 3回理事・監事研修会開催報告

［日　　時］ 2017年10月30日㈪10時～15時
［場　　所］ 大阪府社会福祉会館　 3階301
［出　　席］ 6 会員、講師、府連　合計23名

きづがわ 2名 北 大 阪 8名 けいはん 4名

ほくせつ 2名 南 大 阪 2名
よどがわ
保 健

2名

講 師 1名 府 連 2名 合 計 23名
［内　　容］

⑴　 講義①　『医療生協の経営状況と
 求められるガバナンス』
⑵　講義①を受けグループで感想交流
⑶　講義②　『医療生協の経営分析』
⑷　 講義②を受けグループで感想交流
⑸　  講評

講師：日本医療福祉生協連　執行役員
 　高瀬　信之　様

2 　東日本大震災被災地支援「クリスマスカー
ドづくり」開催報告

［日　　程］ 2017年11月 6 日㈪～ 9日㈭
［参　　加］

府連「東日本大震災被災地支援バス」参加者
に呼びかけ
のべ21名が参加

［内　　容］

• 手づくりクリスマスカードを作成し、いわ
て生協に送付しました。この活動は今年で
最後となります。

〇今後の支援企画の予定

企　画 日　程

コヨット！inおおさか2018春
3 月24日㈯
～28日㈬

3 　各委員会報告

⑴　第 3回ジェンダーフォーラム協議会

［日　　時］ 2017年11月15日㈬　14時～16時
［場　　所］ 大阪府社会福祉会館　 5階505

［出 席 者］ 松本・坂井（いずみ）、宮原（よ
どがわ）、宮田（エスコープ）、
永岡（パルコープ）、秋山・牧
（こうべ）、中村（自然派）、西浦・
山﨑（北大阪医療）、岡副（全労
済）、惣宇利・羽多野・中村・小山
（府連） 以上15名

［議事概要］

⑴　 この間のジェンダーに関する情報として
「世界経済フォーラム発表の2017年版
ジェンダーギャップ指数で日本は144ヵ
国中114位（昨年111位）」「衆議院選挙前
の毎日新聞特集記事より“女性活躍の現
場から”」の紹介があった。

⑵　 学習・講演会の具体化について、前回協
議会での討議を踏まえ、30～40歳代の子
育て世代を対象とした内容とすることで、
講師を依頼するファザーリングジャパン
関西から提案いただいたコンテンツを
ベースに協議をし、以下の内容で具体化
することとした。会員生協への広報につ
いては、11／24頃を目途に発信すること
とした。（別紙　別冊資料①参照）
［日　　程］　　2018年 2 月 4 日㈰
　　　　　　　10：30～12：00
［場　　所］　　ドーンセンター　 1階
　　　　　　　パフォーマンススペース
［対　　象］　　親子で参加できる方
子どもさんの対象年代：
 幼稚園～小学低学年
※ 子どもの対象年齢は講師団体からの
アドバイスを受け 3歳以上の未就学
児に変更

［概　　要］

　親子のふれあいを通して、夫婦の
パートナーシップについて学ぶ。

⑶　 会報連載記事の執筆担当について以下、
確認した。
2018年 3 月号　　宮原さん
 （大阪よどがわ市民）
　〃　 4月号　　秋山さん
 （コープこうべ）
　〃　 7月号　　岡副さん（全労済）

⑷　 2018～2019年度の活動テーマについて、
フリーディスカッションした。
• 男女共同参画から、現在はLGBT等、多
様な性に社会的課題は変化している。
• 就職活動をしているが平日でフルタイム
の募集が多い。週何日かの小時間の募集
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が少ない。ワークライフバランスという
が仕事人間の募集が多い。
• 正規と定時の給与格差。同一労働同一賃
金を進めるには多くの課題がある。多様
な働き方が望ましい。
• 介護は人材が大変不足している。労働者
のためのキッズルームの設置、短時間労
働など環境整備をしている。
• 最低賃金は年々上がるが、生産性があ
がっているが問題。介護等専門職の求人
は多いが事務職は少ない。

⑵　第 5回生協大会実行委員会

［日　　時］ 2017年11月16日㈭　15時～16時
［場　　所］ ドーンセンター 1階　パフォー

マンススペース
［出 席 者］ 池辺（いずみ）、近藤（よどが

わ）、梶川・北辻（エスコープ）、
植田（パルコープ）、秋山・牧
（こうべ）、木村（きづがわ）、住井
（かわち野）、中村・小山（府連）
 以上11名

［議事概要］

⑴　参加状況の報告がされた。
集計速報323名（昨年269名）

⑵　 参加者アンケートを一読し、各員から感
想意見が出された。
• 展示を 7階と 1階に分けてある程度混雑
を解消できた。
• スクエアステップは13名ほど利用いただ
いた。実行委員となり例年以上に積極的
に参加できた。講演はパワーがあった。
• 講演はよかった。自生協の試供品は人気
があった。展示コーナーは昨年よりス
ムーズに運営できたと感じる。
• 講演は大成功。憲法のことが勉強になっ
た。展示コーナーのレイアウトは要検討。
• 講演では憲法を身近に感じ勉強しないと
いけないと思った。シールラリーは効果
があった。人数容量的にきびしい。より
交流しやすい方法を検討。
• 講演は勉強になった。シールラリーのス
タートが統一できてなかった。 1階では
コーヒー配布が混雑していたので、会場
の真ん中辺りに置いたほうがよかったの
では。
• 自生協でも憲法をわかりやすく学ぶ企画
をするが、それでも難しい。今日のお話
はとても分かりやすかった。スケアステッ
プの体験がよかった。

• 自生協のブースで種子法に関する署名を
していたが、谷口さんのお話とつながり
反応がよかった。
• 展示コーナーのレイアウトは昨年の方が
よかったと感じた。 7階にも展示を設置
しよかった。
• 谷口さんは体調が悪かったのに、講演は
とてもパワフルでプロ意識を感じた。質
問カードも全て読まれ丁寧に対応いただ
いた。 1 階展示ははじめの誘導が必要
だった。

⑶　第 8回健康チャレンジ実行委員会

［日　　時］ 2017年11月17日㈮　15時～17時
［場　　所］ 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出　　席］ きづがわ、かわち野、けいはん、

ヘルス、なにわ、ほくせつ、よど
がわ保健、関西共同印刷、府連

［議事概要］

⑴　 第 7 回実行委員会の開催結果を確認し
た。

⑵　 現在の到達状況、取り組み状況について
交流した。
登録数8,487名（目標 1万名　昨年7,252名）
目標達成 4生協： かわち野、けいはん、な

にわ、ほくせつ
昨年比増 7生協： きづがわ、かわち野、け

いはん、なにわ、福島、
ほくせつ、南大阪

【前進面】
• 他団体等へ取り組みが広がった。
自治会、年金者組合、農協、学校関係
• 地域生協との連携が昨年より進んだ。
• 各生協で応援企画やスタート集会など
関連企画がされた。新規加入の取り組
みなどで勧めた。

【課題】
• 2 年連続目標に届かなかった。
• 生協全体としての取り組みが不十分。
• 他団体への取り組みは広がったが実参
加は少ない。
• 生協強化月間との連動が不十分。
• WEB申込を出来るようにしたが十分
に活かせなかった。
• 景品を決めるのが遅く広報に反映でき
ない。
• 抽選で少し高価な景品を設定するなど
魅力づくり。

⑶　 参加賞（ボールペン）、グループ賞と子ど
も用賞（ミニノート）の内容を確定した。
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⑷　  ゴール集会の企画内容について協議した。
役割分担などは次回以降で確認する。
［日　　程］　　2018年 2 月27日㈫
　　　　　　　14時～16時30分
［場　　所］　　ドーンセンター　ホール
［内　　容］

14：00～　開会挨拶
14：05～　2017取り組みのまとめ報告
14：15～　先進事例報告（ 3生協）
14：30～　

学習講演
口の健康（オーラルフレイル）
講師　今井　一彰　氏
みらいクリニック（福岡）院長

16：00～　笑いヨガ
16：10～　閉会挨拶
16：15　　閉会

⑸　 今後の取り組み①まとめづくり②実績集
計③ニュース発行などについて確認した。

⑷　 第 3 回大規模災害対策協議会

［日　　時］ 2017年11月24日㈮15時～17時
［場　　所］ 大阪府社会福祉会館　 5階502
［出 席 者］ 本多（いずみ）、加藤（よどが

わ）、岸田（エスコープ）、宮内
（パルコープ）、片山（こうべ）、
新元（自然派）、永山（全労済）、
三宅（関西北陸事業連）、柳下
（関西地連）、山本（きんき）、小山
（府連） 以上11名

［議事概要］

⑴　 9 ／22「平成29年度関西広域応援訓練
（図上訓練）」及び11／ 5「平成29年度近畿
府県合同防災訓練」の参加報告がされた。

⑵　 12／26に実施する「大学生協関西北陸事
業連合大規模災害図上訓練」の概要につ
いて報告がされた。大学生協における防
災の取り組み、大学から大学生協に期待
されること等について交流した。

⑶　 各生協の取り組みについて交流した。

い ず み

台風21・22号では雨漏りや土砂崩れで
一部施設に被害があった。被害地域の
組合員に災害給付金の案内をした。店
舗は通常通り営業。宅配は岸和田や河
内長野で通行止め等があった。電車の
不通により車通勤を臨時許可。事業継
続マネジメント（BCM）では、図上演習
を踏まえた課題への対応、台風・風水
害対応手順の見直し、防災週間の取り
組みについて課題として協議している。

よどがわ

台風・風水害の対応マニュアルを整備。
責任者クラスで対策交流会を実施。対
策発動の基準（台風の規模等）について
協議し人事総務部長判断とした。委託
事業者との災害時の対応について協議。

エスコープ

管理者レベルでBCP学習会、安否確認
システム訓練を実施。大阪府880万訓練
に連動し訓練を実施。関西 8単協で図
上演習実施。エスコープの図上演習、
台風水害対応は今後の課題。

パルコープ

台風21・22はBCPのレベル 3対応。タ
イムラインを作成。安否確認訓練も定
着しつつある。非常用通信は衛星電話
の実用性に不安、他の手段を検討。

こ う べ

台風時の閉店時間の前倒しは店長判断
だが、本部からの指示も今後検討。
ネット通信で緊急対応、施設周辺地域
の被害状況等を発信。対応のスピード
アップが図れた。営業車両でEVの導
入開始。

自 然 派

台風対応のタイムライン策定は自然派
事業連合で進める。今回の台風では会
議や組合員活動は早めの中止・延期の
判断をした。宅配は組合員に電話で周
辺状況を確認した上で配送した。

全 労 済

台風では大阪推進本部を含め関西統括
本部エリアで大きな被害があった。現
場調査に全国本部からの動員も含め、
緊急体制で取り組んでいる。

大学生協
関西北陸
事業連合

安否確認訓練を毎月実施し定着してき
た。個人的に防災士講習を受けている。
避難所運営の図上訓練を体験し大変勉
強になった。

関西地連

10／10大規模災害対策協議会を開催し
BCP策定～台風・水害対応編を学習し
た。
1／11の第 2回協議会では関東圏の水
害対応事例をコープデリの方を講師に
学ぶ。
11／28に第 3回非常用通信訓練を実施
する。第 4回訓練は 3／14予定。

き ん き

台風では出勤できない職員が多数。次
に起これば安否確認システムで出勤可
能時間を集約する。宅配事業のマニュ
アル検証会を発災24～48時間の対応で
実施。防災備蓄品の棚卸を実施する。

⑸　 組織活動委員会「アサーティブ講座」

［日　　時］ 2017年11月30日㈭
 午前の部：10時～12時30分
 午後の部：13時30分～16時
［場　　所］ 大阪府社会福祉会館　 4階403
［参 加 者］ 11会員、講師、府連　40名
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い ず み 5名 よどがわ 10名 パルコープ 7名
こ う べ 1名 自 然 派 2名 きづがわ 1名
大阪みなみ 3名 かわち野 2名 ほくせつ 2名
南 大 阪 2名 市民共済 2名 講 師 1名
府 連 2名 合 計 40名

［開催内容］

講師：NPO法人アサーティブジャパン
　　　認定講師　　谷水　美香　様
⑴　 自分も相手も大切にしたコミュニケー

ション
　「アサーティブとは」

⑵　 活動の何に役立つのか
⑶　日常のコミュニケーションの振り返り
⑷　 コミュニケーションのクセを知る
⑸　 相手と話すときの心構え
⑹　 自己表現の権利について
⑺　 事例で考える（伝える際のポイントを知

る）

日本生協連、他生協等

4 　日本生協連第 3回府県連活動推進会議参加
報告

［日　　時］ 2017年11月30日㈭16時～17時
［場　　所］ 新大阪江坂東急REIホテル
 3 階　ローズルーム
［出　　席］ 12府県連12名、日本生協連・関

西地連 4名
［議　　題］ 
■本部議題
⑴　「ヒバクシャ国際署名」の取り組み報告
⑵　 「わが家の電気・ガス料金しらべ」報告

書（ 8月分）について
⑶　 2018年賀詞交歓会・国会議員招待リス

トについて
⑷　 消費者行政・消費者課題報告

■地連議題
⑴　協議事項
　「関西広域連携プログラム」及び「相互
支援協定」の解
消並びに、役割の変更に伴う「大規模災
害対策協議　　会」の持ち方変更につい
て

⑵　 各県連活動交流
①　 「県連基礎情報」を題材にした交流
②　 県連運営課題交流
③　 各ブロック「地方消費者フォーラム」

開催報告、準備
状況交流

④　 その他
⑶　 地連報告
①　 地連企画について
⑷　 次回県連活動推進会議について

5 　関西地連第 3回運営委員会参加報告

［日　　時］ 2017年11月30日㈭
 13時～15時30分
［場　　所］ 新大阪江坂東急REIホテル 3階
 ウッドルーム
［出　　席］ 運営委員32名、日本生協連・理

事監事 8名、オブザーバー 5名
［議　　題］

■理事会報告事項
《全体概況報告》
1．日本生協連2017年10月度概況報告

《コープ共済連関連》
2．コープ共済連2017年度事業進捗報告
（10月度）

■【理事会協議事項】（報告と協議）
• 第68回通常総会予定議案の協議「全国生
協の2017年度まとめと2018年度活動方針
決定の件（骨子案）」

■【理事会報告事項】（報告と質疑）
《運営・組織関連》
3． 第 2 回県連活動推進会議（地連版）
開催報告

4． 第68回通常総会の主要運営事項につ
いて

5． 2018年度日本生協連機関会議等の日
程（案）について報告事項

◇ 動画上映
「2017年度災害復興支援の取り組み」
6． ヒバクシャ国際署名の取り組みの到
達点と今後の進め方について

7． 再生可能エネルギーの電源開発の進
め方について

8． 新たな協同組合連携組織を想定した
JC総研への加入について

9． 東日本大震災復興支援の取り組みに
ついて

《事業関連》
10． 2017年度会員生協の上期経営状況

《管理関連》
11． 日本生協連の2017年度上期決算報告

について
12． 日本生協連の2017年度決算見通しに

ついて
13． 2017年度中間監査指摘事項への対応
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について
■関西地連
《報告事項》
1． 2017年度関西地連主要活動日誌につ
いての報告

2． 2017年度第 2回関西地連運営委員会
（ 9／28）報告

3． 第40回東海北陸生協行政合同会議
（10／13）開催報告

4． 会議・学習会等の開催報告
⑴　 関西・中四国地連　第 1回職域生

協協議会幹事会（ 9／21～22）
⑵　 関西・中四国地連　第 1回ユニセ

フ指定募金連絡会（10／ 4 ）
⑶　 第 1 回大規模災害対策協議会（10

／10）
⑷　 組合員理事ブラッシュアップ

フォーラム（11／20）
5 ．関西地連供給速報について
6．（文書報告）CO・OP共済活動報告

会員及び友誼団体等

6 　大阪労働者福祉協議会第55回定期総会参加
報告

［日　　時］ 2017年10月30日㈪
 10時～11時30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46

人（過半数）
［議　　案］

第 1号議案　 2016年度会計決算報告ならびに
監査報告

第 2号議案　 2017年度事業・活動方針（案）
第 3号議案　 2017年度収支予算（案）
第 4号議案　 役員報酬等の額及び役員退任慰

労金支払（案）
第 5号議案　2017・2018年度役員改選（案）
＊ 全議案賛成多数で可決承認されました。

7 　消費者支援機構関西報告

［日　　時］ 2017年11月24日㈮　18時～21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・事務局等 6名
［概　　要］

⑴　 金融商品；証券会社28社に対する「お問

い合わせ」案について一部修正し、執行
することを確認した。

⑵　 生命保険；「要請書」（その 4）案につい
て表書きを一部修正し、執行することを
確認した。

⑶　 スポーツクラブ；「ご通知」案について一
部文言修正し、執行することを確認した。

⑷　 鍵の交換修理；「再々お問合せ」案につい
て主張と質問事項が混在しているため、
検討グループへの再検討とした。

⑸　 テーマパーク；「再々お問合せ」案につい
て面談・協議に応じることを基調に検討
グループへの再検討とした。

⑹　 ケーブルテレビ；「再お問合せ」案につい
て I一部文言修正し、執行することを確
認した。

8 　なにわの消費者団体連絡会報告

○11月度幹事会

［日　　時］ 2017年11月20日㈪
 10時30分～12時
［場　　所］ KC’s事務所内会議室
［出　　席］ 6 団体
［議　　題］

⑴　 大阪府消費生活センターとの意見交換会
テーマについて　

⑵　 大阪府食の安全安心推進課との意見交換
会　参加して

⑶　 「第 3 期大阪府食の安全安心推進計画
（案）」に対する府民意見等の提出につい
て

⑷　 平成29年新年懇親会開催場所について
⑸　 その他報告　

9 　全大阪消費者団体連絡会報告

〇理事会

［日　　時］ 2017年11月16日㈭
 15時～17時30分
［場　　所］ 消団連　会議室
［概　　要］

【報告事項】
⑴　専門委員会の活動
• 1 ／10に遺伝子組換え食品の表示問題で
学習会を開催する。講師は夏目智子さん
（全国地域婦人団体連絡協議会幹事、遺
伝子組換え表示制度に関する検討会委
員）
• 10／25に大阪府食の安全安心推進計画に
関する学習会として大阪府との意見交換
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会を開催し 6名の参加。
• 大気汚染防止法改正で水銀大気排出規制
が2018年 4 月 1 日施行を踏まえ、府内自
治体の家庭ゴミの蛍光管等の取扱い実態
調査をする。

⑵　組織・財政の現況と対策
• 機関紙サイクル　10月末753部、10月度
決算報告

⑶　 加盟団体の活動等
• 消費税の増税に反対する関西連絡会で
は、11／27代表者会議開催。二宮厚美さ
んを講師に学習会をする。10％引き上げ
中止を求める運動を確認する。
• ほんまにええの？TPP大阪ネットワーク
では、10／21に大阪府のイネの奨励種保
存の取り組みに関する学習会を実施する。
• 地球環境市民会議（CASA）では、12／
16にエネルギー基本計画と再生可能エネ
ルギーの現状等について、龍谷大学の大
島教授、名古屋大学の高村教授を講師に
学習会を開催する。
• 大阪自治体学校では、大阪市の再編問題
を解説した「初歩からわかる総合区・特
別区・合区」を発刊。

【協議事項】
1） 全国消団連の消費者行政調査プロジェ
クトへの参加について

2） 機関紙サイクルの編集・拡大等につい
て

3） 第 3 期大阪府食の安全安心推進計画案
のパブコメ対応について

［日　　時］ 2017年12月 5 日㈫
 18時～19時30分
［場　　所］ 消団連　会議室
［概　　要］

【報告事項】
⑴　専門委員会の活動
• 全国消団連の自治体消費者行政調査活動
に参加する。
• 11／14自治体の再生可能エネルギー普及
の取り組みをテーマに学習会を開催し26
名の参加。普及の為の条例や制度を設け
ている自治体が少ない状況を共有した。

⑵　組織・財政の現況と対策
• 機関紙サイクル　11月末753部、11月度
決算報告

⑶　 加盟団体の活動等
• 大阪省エネラベルキャンペーン実行委員
会では、アプリ「家電省エネしらべ」の

普及に向け、ケーズデンキとマツヤデン
キに店舗へのパンフレット配置を依頼し
た。
• 大阪コンシューマーズネットワークでは、
大阪府からの申入れを受け、2018年度大
阪府食品衛生監視指導計画案に関する大
阪府との意見交換会を12／12に実施する。
• 不招請勧誘規制を求める関西連絡会で
は、11／17に「地域で防ごう消費者被害
大阪交流会」を開催。消費者被害に関わ
る行政、専門家、市民団体から参加が
あった。今後定期的に交流会を実施する。
• 消費者契約法の改正を実現する連絡会で
は、「つけ込み型の不当な勧誘行為の取消
権を消費者に付与する」ことを求める地
方議会の意見書採択に向け、大阪府議会
の主要会派（維新、公明、自民）に要請
をした。

【協議事項】
1） エネルギー基本計画の国民的議論の要
請について

2） 機関紙サイクルの編集・拡大等につい
て

3） ヒバクシャ国際署名推進・大阪の会へ
の対応について

10　近畿ブロック地方消費者フォーラム第 2回
実行委員会報告

［日　　時］ 2017年11月13日㈪
 13時30分～15時30分
［場　　所］ 日本生協連関西地連 3階会議室
［実行委員］

消費者庁、消費者ネットしが、滋賀県生協連、
コンシューマーズ京都、京都府生協連、消費
者情報ネット、全大阪消団連、KC’s、大阪府
生協連、NACS、関消協、ひょうご消費者ネッ
ト、Cキッズ、兵庫県生協連、なら消費者ねっ
と、奈良県生協連、消費者ネットわかやま、
大阪府、大阪市、日本生協連（オブザーバー）

［概　　要］

⑴　 前回実行委員会以降の事務局の動きと進
捗状況

⑵　 本フォーラムの正式名称の確認
⑶　 壁新聞交流会参加団合の確認と今後の手

続き・案内確認
⑷　 当日企画の具体化
⑸　 次回の実行委員会確認

1月19日㈮13時30分～15時30分
関西地連 3階会議室
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10-2 　大阪ユニセフ協会第15回理事会

［日　　時］ 2017年11月30日㈭
 14時～15時30分
［開催場所］ 難波市民学習センター
［出　　席］ 会長　出田氏　副会長　吉野氏　

司会　宮島氏　他事務局
役員　54名中　理事　39名（委
任状を含む）出席で成立
府連（惣宇利）

［概　　要］

⑴　 報告事項2017年 1 月～ 9月　事業と運営
の概要報告

⑵　決議事項
第 1号議案　 2018年度事業方針（案）、事

業計画（案）
原案通り決定

第 2号議案　 2018年度収支予算（案）原
案通り決定

第 3号議案　理事選任の件
【新任理事】（50音順）
• 倉橋孝壽（タカヒサ）氏
近鉄グループホールディングス
取締役専務執行役員
（前任者：白川正彰氏）
• 小磯久美子氏
大阪府国公立幼稚園・子供園長会会
長
（前任者：田中幸代氏）
• 鈴木博之氏
関西経済同友会代表幹事
（前任者：蔭山　秀一氏）

第 4号議案　その他

行政等

11　平成29年度近畿府県合同防災訓練参加報告

［日　　時］ 2017年11月 5 日㈰
 9 ：30～13：00
［会　　場］ 堺泉北港堺 2区基幹的広域防災

拠点（堺市堺区）
舞洲消防訓練用地

［主　　催］ 総務省消防庁、大阪府、大阪府
下消防長会、国土交通省近畿地
方整備局、堺市、関西広域連合

［共　　催］ 以下の府県消防会
福井県、三重県、滋賀県、京都
府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
徳島県

［参加内容］

• 今回の訓練は、「緊急消防援助隊近畿ブロッ
ク合同訓練」「近畿地方整備局・堺市合同総
合防災訓練」「関西広域応援訓練」の 3つの
訓練が合同して実施される大規模な訓練で
あった。
• 大阪府生協連は、防災啓発ゾーンに出展し
た。同ゾーンには18団体出展があった。
• 日本生協連作成「震災への備え」「東日本大
震災に対する生協の取り組み」等のタペス
トリー展示、生協の宅配事業で企画してい
る主な防災関連商品等の展示と、パソコン
を使用しての地震体験クイズを実施した。
• 昨年より一般府民の参加者が少なく、府連
ブースに立ち寄っていただけた方は約60名。
来場者にはトイレ凝固剤セット（ 1 回分）
と日本生協連減災MAPガイドを配布した。
• 堺市の事業者として実働訓練に参加されて
いたいずみ市民の職員の方にブース運営を
協力いただいた。
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　11月16日㈭ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター） 7階ホールおよび 1

階パフォーマンススペースにて「2017年度生協大会～活動交流会～」を開催し、16会員生協、

他団体等から326名が参加しました。

　午前中の記念講演は、大阪国際大学准教授、大阪大学非常勤講師、そして全日本おばちゃん

党代表代行で、テレビやラジオの番組でコメンテーターもされている谷口真由美さんをお招き

し、「おばちゃん目線で見る！政治と社会問題」と題してお話いただきました。

　谷口さんの、政治や社会のおかしいところに、おばちゃん目線で、愛のあるツッコミを入れ、

パワフルでわかりやすいお話に、あっという間に90分の講演が終わりました。その後の休憩時

間に回収した「質問カード」は70枚を超え、谷口さんは休憩時間に全てに目を通され、限られ

た質疑応答の時間にも関わらず、ご丁寧にお答えいただき、12：45分に 1部の記念講演会は終

了しました。

　引き続き、 2部の活動交流では、 7階のホールロビーと 1階パフォーマンススペースに展示

コーナーを設け、会員生協からは、大阪いずみ市民、大阪よどがわ市民、エスコープ大阪、お

おさかパルコープ、コープこうべ、生活クラブ生協大阪、きづがわ医療、ヘルスコープおおさ

か、全労済大阪推進本部が、他団体からは大阪府と近畿ろうきんからの出展で交流が行われま

した。ホール舞台では、医療生協のスクエアスタップ体験コーナーを行いました。また、おお

さかパルコープと大阪よどがわ市民生協が実施されている東北応援バスの参加者有志による

「ずっとボラの会」から被災地産品などの販売が行われました。

　各展示では活動交流や、試食・試供品の配布は大いに盛り上がりました。シールラリーによ

る粗品配布は、大混雑で少しご迷惑をお掛けしましたが、例年以上に交流が行われました。

2017年度「生協大会～活動交流会～」を開催しました

谷口真由美さんの記念講演 展示で交流 スクエアステップ体験
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　11月30日㈭、組織活動委員会主催の学習会「アサーティブ講座」を開催しました。アサーティ

ブとは、相手と対等な関係を築くための対話スキルです。言い過ぎるのでも、我慢してのみこ

むのでも、まわりくどい言い方をするのもなく、自分も相手も大切にした「コミュニケーショ

ン」です。

　昨年度に、組合員活動に活かせるスキルUP学習会として実施し大変好評でしたので、今年

度も開催しました。

　当日は、午前と午後に同じ内容で 2 回開催し、合わせて40名の参加がありました。講師は。

大阪ボランティア協会から、谷水美香さん（NPO法人アサーティブジャパン認定講師）をお招

きし開催しました。

　まず、「アサーティブ」とは何かについて学び、自分の日常のコミュニケーションのクセにつ

いて自己分析し、アサーティブの大切な 4つの柱（相手と向き合うときの心の姿勢）をおさえ、

そして 2～ 3人の組に分かれ、想定場面による対話練習を行いました。

　初対面の人どうしのペア組でも、大変盛り上がる、とても楽しい内容で、 2時間半があっと

言う間に過ぎてしまいました。人とのコミュニケーション術なので、生協の活動だけでなく、

仕事や生活のあらゆる場面で活かせるものです。

アサーティブ講座を開催しました
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   大阪府生協連ジェンダーフォーラム協議会

　現在、大阪府生活協同組合連合会加盟の生協は40となっています。地域購買、医療、大学、

サラダボウル
　～ひとりひとりが輝いて～

そしてこれらの生協以外にも職域、共済などを合わせた多様な集合体です。ジェンダーフォー

ラム協議会は、1999年度に始まり、今年度で18年目を迎える大変古い組織であり、これは当連

合会の第38回通常総会の第 3号議案1999年度活動方針承認の件に出てくる「生協運営における

男女共同参画の推進」に端を発したものです。

　 世界的な視点で見れば、フランスでは既に1999年には「PACS（パックス）」という同性同士

の二人であってもパートナーとして公式な地位が与えられる制度が成立していました。わが国

では、ほぼ同時期に「男女共同参画社会基本法」が成立したばかりでしたが、2015年11月には

東京都渋谷区と世田谷区で条例に基づき結婚に相当すると認めた同性のカップルに「パートナー

シップ証明書」の発行を開始したのが始まりで、その後、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄

県那覇市、北海道札幌市でも導入され現在に至っています。地方自治体においても、国の法律

に呼応した形で、男女共同参画プランが練られ、大阪府も、2002年 4 「大阪府男女共同参画推

進条例」が施行される一方、すべての人が個人として尊重され、性別にとらわれることなく、

自分らしくのびやかに生きることのできる男女共同参画社会の実現をめざし、2010年度を目標

年次とする「おおさか男女共同参画プラン」を策定しております。　

　男女共同参画という考え方は、大阪府の「おおさか男女共同参画プラン（2011～2015）」概要

の基本理念に示されるごとくそこには「家庭の重要性を認識した上での家庭生活と他の活動と

の両立」など多くの問題を内包しており、当ジェンダーフォーラム協議会の学習会でも「介護

の担い手誰？あなた？わたし？」（2003年）、「男女共同参画促進に関する生協の課題」（2006年）、

「世界から見た日本の男女共同参画」（2010年）、「東日本大震災からの復旧・復興とジェンダー」

（2011年）、「おおさか男女共同参画プランについて」（2014年）、「性的マイノリティ（LGBT）を

理解するために」（2015年）等々と言った具合です。

　現在、安倍総理大臣は、社会的目標の一つとして「女性が活躍する社会」とか「女性が輝く

日本」を掲げていますが、一方、女性の社会進出を世界的なレベルで比較した調査結果では、

日本の女性社会進出度は例えばGGI（ジェンダーギャップ指数）では、2016年の場合111位に甘

んじています。女性の社会進出には待機児童問題を含め多くの課題が山積していることを認識

する必要があります。ちなみに今年、わがジェンダーフォーラム協議会で採り上げる予定の課

題は「ワーク・ライフ・バランス」を子育て中の女性に焦点を当てながら何が問題かを検討す

ることにしています。

 大阪府生活協同組合連合会

 会長　惣宇利 紀男（ソウリノリオ）
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ス ケ ジ ュ ー ル

1 月

16日 日本生協連方針討論集会（～17日）

17日 なにわの消費者団体連絡会幹事会

18日 第 4 回理事会

18日 新年講演会

19日 健康チャレンジ実行委員会

29日 近畿ブロック地方消費者フォーラム

30日 分野別会議（医療生協）

31日 第 3 回組織活動委員会

2 月

4 日 ジェンダーフォーラム協議会・学習講演会『親子でワイルドあそび』

21日 第 4 回大規模災害対策協議会

27日 健康チャレンジゴール集会

3 月

4 日 福島の子ども保養プロジェクト「コヨット！inおおさか2018春」参加者

説明会

12日 第 3 回近畿地区生協府県連協議会

14日 第 1 回生協大会実行委員会

22日 第 5 回理事会

24日 コヨット！inおおさか2018春（～28日）




