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年頭挨拶

あけまして、おめでとうございます。

　1997年に、消費者政策の理念及び、ベストプラクティスを定める国連の消費者保護ガイドラ
イン（1985年制定）は改定され、持続可能な発展を消費者の基本的なニーズの一つとして位置
付けた上で、各国の政府が持続可能な発展に必要な施策を定めた。同ガイドラインは、法的強
制力はないが、国連からの重要な指針となっている。
　日本では、1990年代の後半から、環境保全に対応するための政策を急速に展開していった。
例えば、ゴミの分別を義務化した様々な法律等は、この時期に次々に制定された。ところが、
リサイクルの関連法令の整備および運用を見ると、消費者サイドからの積極的な「参加」とい
うより、むしろ消費者が行政および企業の取り組みに「協力」をする受動態的な行動がうかが
える。そのためか、日本はまだ世界一ゴミの排出量が多い国である。私たちの「消費」を中心
としたライフスタイルへの見直しが遅れていると言わざるを得ない。
　10月13日に近畿労働金庫大阪地区本部と大阪府生協連で共催した「協同シンポジウム2018in
おおさか」で、国連広報センターの根本かおる氏の話を聞いて、「地球温暖化問題」や「気候変
動」の実態が深刻化している中、私たち消費者の主体的な行動が一層求められていると改めて
痛感した。国連の計算によると、このまま世界人口が増え続けると、2050年頃に今のライフス
タイルの基準を維持するためには、さらに 2 つの地球の資源が必要になる。それだけでなく、
私たち先進国の消費者の行動で地球温暖化が悪化しており、先進国だけでなく、他者にも影響
する結果になっている。
　この現状を考えると国連が推進しているSDGsは、健全で持続可能な社会を次世代のために
残すためのラスト・チャンスとなるかもしれない。SDGsの達成期限が2030年という短いもの
で、残り12年間でそれぞれの分野における対応は急務である。SDGsの中に消費者と直接に関
係するのは、「つくる責任・つかう責任」の目標である。最近、内外の消費者団体は、持続可能
な消費のテーマを重視しており、啓発に力を入れはじめている。
　今後は、消費者・消費者団体は、積極的に啓発をするとともに、生産者・事業者と双方的な
コミュニケーションを通じて、安全で持続性を配慮した商品作り、およびそのような商品につ
いての必要な情報を提供するよう、声を一層上げなければならないと感じる。

大阪府生活協同組合連合会

会長理事　タン　ミッシェル
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○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2018年12月 6 日㈭　
� 15時～16時40分
Ⅱ．場　　所� 大阪府社会福祉会館　 3階301
Ⅲ．出 席 者

�　理事（総数24名中、20名出席、4名欠席）
�　監事（総数 3名中、 3名欠席）
�　陪席

Ⅳ．議長� タン会長理事
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。続いて、タン会長理
事が議長として挨拶し、議事を進行した。

○審○議○事○項
1 　2018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2018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30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30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、 2生協 4
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。

3 　2019年新年講演会当日運営の件

　小山事務局長より、2019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。

4 　2019年度年間日程（ 1次案）の件

　小山事務局長より、2019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。

5 　第58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58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。
�　開催日程

［日　　時］� 2019年 6 月20日㈭　
� 14時～16時（予定）
［場　　所］� 天王寺都ホテル　吉野の間（西）
�　議案構成（案）

第 1号議案　�2018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　�2019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　�議案決議効力発生の件
※�会員生協の役員改選によって、「役員補充選
任の件」を追加する場合があります。

�　総会までの主な日程予定

※網掛けは「役員補充」が必要な場合の予定

日程
会議・
広報等

内容

12月 6 日㈭
第 4回
理事会

開催日程、議案構成、主な日
程の確認

1月17日㈭
第 5回
理事会

2018年度活動報告・2019年度
方針討議

3月14日㈭
第 6回
理事会

総会開催概要確認
2018年度活動報告・2019年度
方針確認
※役員補充が必要な場合は、
役員補充人数及び候補者推薦
依頼生協の決定

3月15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 1日㈪
会員生協へ代議員・オブザーバー登録
の案内発送

4月○日 （●） 決算関係書類、事業報告書を監事に送付
4月○日 （●） 公認会計士による参考調査

4月19日㈮
第 2回
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16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16日㈭
第 7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

大阪府生協連　2018年度第 4回理事会開催報告
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5 月31日㈮ 代議員・オブザーバー登録〆切

6月 3日㈪
第58回通常総会招集通知・議案書・各
書面の発送

6月20日㈭ 第 8回理事会
6月20日㈭ 第58回通常総会

6 　会員生協法定脱退の件

　小山事務局長より、大学生活協同組合関西北陸事
業連合が、合併による消滅・解散によって法定脱退
となった旨報告があり、全員異議なく承認された。
　これにより、会員生協は39生協となった。

○報○告○事○項
大阪府生協連

1 　2018年度生協大会～活動交流会～開催報告

［日　　時］� 2018年11月21日㈬
� 10時～13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］� 19会員、他団体、大阪府、他　

342名（昨年326名）

い ず み 115名 よどがわ 32名 エスコープ 4名
パルコープ 55名 こ う べ 23名 自 然 派 11名
生活クラブ 6名 きづがわ 22名 大阪みなみ 3名
かわち野 11名 北 大 阪 11名 ヘ ル ス 7名
ほくせつ 4名 南 大 阪 2名 よどがわ保 4名
千 代 田 1名 関 大 2名 日鉄住金 1名
全 労 済 2名 大学生協連 2名 和歌山県連 1名
JA大阪中央 4 名 大 阪 府 4名 ろうきん 1名
ずっとボラ 5名 一 般 4名 講 師 1名
府 連 4名 合 計 342名

［開催結果］

司会　大阪いずみ市民生協理事
� 池辺　真紀さん
�　開会挨拶　会長理事　タン　ミッシェル
�　記念講演
「食べることと歩くことが� �
� 出来れば人生は幸せ」
みらいクリニック院長
� 今井　一彰　様

�　�健康をテーマとした会員生協の活動事例
報告
①�「ほくせつ医療生協とコープこうべの協
同の取り組み」

コープこうべ　大阪北地区活動本部
� 福田　和恵さん
②「大学生協で行った骨密度測定について」
大阪みなみ医療福祉生協
� 組合員活動部長　和田　宣寿さん
③�「健康・安全のための大学生協の取組み
について」
全国大学生協連関西北陸ブロック
大阪・兵庫・和歌山エリア学生委員長　
� 矢間　裕大さん

�　�今井先生から活動事例報告への講評と講
演の質問への回答

�　展示等による活動交流
【出展・体験企画等】
7階：今井先生の書籍等の販売とサイン会

かわち野（スクエアステップ体験）
1階：�いずみ市民、よどがわ市民、エスコー

プ、パルコープ、コープこうべ、自
然派おおさか、生活クラブ大阪、き
づがわ、ヘルスコープ、全労済、全
国大学生協連、ずっとボラの会（東
北応援バス参加者有志の会）、JA大
阪中央会、近畿ろうきん、大阪府、
府連

2 　第 3回理事監事研修会開催報告

［日　　時］� 2018年10月29日㈪　10時～15時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階403
［出　　席］� 5 会員、講師、府連　合計22名

きづがわ 1名 大阪みなみ 8名 かわち野 1名
北 大 阪 7名 ヘ ル ス 1名 講 師 1名
府 連 3名 合 計 22名

［開催内容］

�講義①�『医療生協の経営状況と求められる
ガバナンス』

�講義①を受けてグループで感想交流
�講義②『医療生協の経営分析』
�講義②を受けてグループで感想交流
�講評
講師：日本医療福祉生協連　執行役員　
� 高瀬　信之　様

3 　協同シンポジウム2018inおおさか開催報告

［日　　時］� 2018年10月13日㈯　
� 13時15分～16時30分
［場　　所］� 新大阪丸ビル別館10階
［共　　催］� 近畿労働金庫大阪地区本部、� �

大阪府生協連
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［後　　援］� 大阪府、大阪市、堺市、朝日新
聞社、毎日新聞おおさか支局、
読売新聞社、産経新聞社、NHK
大阪放送局、国際労働機関駐日
事務所、日本協同組合連携機
構、大阪府農業協同組合中央
会、大阪府漁協協同組合連合
会、大阪府森林組合、大阪府社
会福祉協議会、大阪市社会福祉
協議会、堺市社会福祉協議会

［協　　力］� 大阪労働者福祉協議会、全労済
大阪推進本部、近畿勤労者互助
会、関西NGO協議会、大阪ボ
ランティア協会（事務局）

［出 席 者］� 175名

い ず み 14名 よどがわ 2名 エスコープ 1名
パルコープ 3名 こ う べ 1名 自 然 派 4名
生活クラブ 3名 北 大 阪 5名 ヘ ル ス 1名
ほくせつ 2名 千 代 田 1名 全 労 済 1名
日本生協連 2名 兵庫県連 2名 和歌山県連 1名
福岡県連 1名 和歌山高齢者生協 2 名 JA大阪中央会 2 名
JA兵庫中央会 1 名 大阪府森林組合 1 名 労金関係 88名
一 般 33名 府 連 4名 合 計 175名

［開催結果］

司会　大阪府生協連　理事　　　清水　啓子
�　開会挨拶　大阪府生協連　会長理事　
� タン　ミッシェル
�　�国際労働機関（ILO）企業局協同組合ユ

ニット長
シメル　エシムさんのメッセージ紹介

�　�キーノートスピーチ 1
「誰も置き去りにしない！
� SDGsを自分事化して、世界を変革する」
� 国連広報センター所長　根本かおる　様
�　�キーノートスピーチ 2
「協同組合が、SDGsに取り組む際の意義、�
� 可能性、課題」
� 協同組合学会　会長　田中　夏子　様
�　バスセッション
「SDGs達成に向けて、自分が・組織が� �
� 取り組めること」
ファシリテーター
� 大阪府生協連　専務理事　中村　夏美
⑹　閉会挨拶　　近畿労働金庫　常務理事　
� 宮西　泰樹
⑺　参加者全員でメッセージ写真撮影

4 　西日本豪雨災害ボランティアバス開催報告

〇岡山県行き

［日　　程］� 2018年10月27日㈯
［参　　加］� いずみ17名、よどがわ 2名、エ

スコープ 1名、パルコープ 5名、
きづがわ医療 1 名、大教大 1
名、事務局 2名（パルコープ松
岡執行役員、中村）※職員、組
合員数

［内　　容］

岡山県倉敷市真備町地区で、被災家屋の廃棄
物の運び出し、家屋の清掃等、仮設住宅での
たこ焼き交流会
6：30　JR大阪駅近く集合・出発
9：40　�倉敷市災害ボランティアセンター到

着・受付
　　　　ニーズマッチィング・活動
　　　　たこ焼き交流会移動
14：30　活動終了
　　　　入浴し帰路
19：30　JR大阪駅着
※�12月23日㈰～24日㈪の日程で、広島県にボ
ランティアバスを運行します。被災地視察
とクリスマスイベントでたこ焼等を行う予
定です。

5 　分野別会議（女性役員懇談会、職域・共済
生協、大学生協）開催報告

　以下の日程で、「職域・共済生協「大学生協」の分
野別会議を開催しました。
　分野別会議では、各生協の2018年度事業経営の状
況と2019年度の検討課題等について交流しました。
　また、今年度より「女性役員懇談会」を開催し、
女性役員としての悩みや課題について交流しました。
【開催日程順】

〇女性役員懇談会

［日　　時］� 2018年11月15日㈭　
� 16時～17時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� タン、中村、羽多野、秋山、� �

長里、谷川、小山　計 7名
〇職域・共済生協

［日　　時］� 2018年11月19日㈪　
� 15時30分～17時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階403
［出 席 者］� 松田（学校生協）、橋下（日鉄住

金大阪）、濵井・岸本（市民共
済）、櫻井・田邊（全労済）、�
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タン・中村・小山（府連）
� � 4 / 4 会員・府連　　計 9名
〇大学生協

［日　　時］� 2018年11月30日㈮　
� 14時～17時
［場　　所］� 大阪電気通信大学内　会議室
［出 席 者］� 関戸（阪大）、下永（教育大）、

今石（大経大）、後藤（樟蔭・近
大）、前田（電通）、渡邉（府大）、
江口（関大）、田村（阪南大）、
タン・中村・小山（府連）

� � 9 /14会員・府連　　計11名
※�地域生協（12/12）、医療生協（ 1 /22）は 1月
及び 3月理事会で報告します。

6 　各委員会報告

�　第 9回健康チャレンジ実行委員会

［日　　時］� 2018年11月 2 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、大阪みなみ、かわち野、

けいはん、ヘルス、なにわ、�
南大阪、関西共同印刷、府連

［議事概要］

�　課題別チーム会議開催
�　課題別チーム会議の報告
•�広報チーム
　WEB申込249件（昨年39件）
　集計実務スケジュール等の確認
•�景品・次期対策チーム
　グループ賞のデザイン確認
　�ゴール集計景品は防災賞「ラジオ」、健康
賞「塩分チェッカー」
•�ゴール集会チーム
　タイムテーブル
　開会挨拶・まとめ（20分）
　�事例報告（30分　コープこうべ、今津中
学、かわち野）
　学習講演（90分）
　抽選会（20分）
�　確認・討議事項
①申込状況確認　11,172名
②各生協の前進面と課題を資料報告で交流

�　第 3回ジェンダーフォーラム協議会

［日　　時］� 2018年11月15日㈭　
� 14時～16時 5 分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 講師：中島　康之様
� 　　　社会保険労務士法人

� � NSR　代表社員
� 　　　特定社会保険労務士
� 　　　大阪府社会保険労務士会　
� � 副会長
� 松本・坂井（いずみ）、近藤（よ

どがわ）、牧（こうべ）、酒井（自
然派）、西浦・山﨑（北大阪医
療）、岡副（全労済）、タン・�
羽多野・中村・小山（府連）

� � 以上10名
［議事概要］

�　�中島様を講師に、「仕事と介護の両立をめ
ぐる社会問題」について学習会をした。

�　�学習会の感想を交流し、次の学習テーマ
について協議した。
•�介護保険についてわかっているようで理
解していなかった。介護休業・介護休暇
の制度の理解が重要。職場での周知だけ
でなく一般への周知も大切。
•�行政等に相談していない人が多い。職場
に相談する時は切羽詰った状態で相談す
るケースが多い。
•�総務の仕事から介護休暇を取得する人を
見ている。
•�40歳なれば介護保険料を支払っているこ
とを知らない人がいる。給与明細に資料
を付けているが理解がされていない。添
付資料の改善も必要。
•�役所に相談に行っても色んな部署をたら
い回しにされる事例を見てきた。制度へ
の理解を広げていくことと、個人として
も積極的に行動することも大切。
•�介護保険制度や地域包括支援センターも
くわしくは知らないことばかりだった。
企業も制度を作らないと生き残れない。
高齢者虐待の現状と課題、対策のことも
重要。
•�自分から介護のことについて直視しない
と、制度のこと、相談先のこと等を知ら
ないまま。
•�知っていると知らないとでは全然違う。超
高齢化社会の中で、誰もが直面すること。
社会的にどういう視点で声を上げるか。
•�学習の機会を作ることが大切。制度は
知っていて、休業・休暇を取得しても施
設の空きがなければダメなこともある。
介護と医療は結果的にはお金がないと。
•�介護制度も使う人が多くなることでより
制度がよくなると思う。ケースbyケース
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に応じた制度利用が出来るように身近に
相談窓口があることが大切。
•�制度の理想論と現状へのギャップがある
のでは。社会全体の問題として考えない
といけないことが個人の問題になってい
るのでは。企業経営、企業の持続性にか
かわる問題。法律や制度を利用できない
のはコンプライアンスに関わる。
•�介護の人手が足らないというきびしい現
実がある。医療も介護も在宅利用を推進
するが介護者が足らない。制度だけで離
職者を減らすのは事業者にとってはきび
しい。介護の専門家が医療の知識を持つ
ことも重要。

【次の学習について】
•�次回協議会では、介護利用者の実態など
について協議会内学習として行う。例年
3月に実施している学習講演会は先延ば
しにし、開催内容・時期は今後検討する。

�　会報記事編集について
•� 3 月号　山﨑委員、 4月号　近藤委員に
担当いただく。

　　※原稿締め切りは発刊前月末
　次回第 4回　2019年 3 月 7 日㈭　
　　　　　　　14時～16時

�　第 5回生協大会実行委員会

［日　　時］� 2018年11月21日㈬　
� 14時～15時30分
［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）、小林（よどが

わ）、谷口（エスコープ）、松岡
（パルコープ）、牧（こうべ）、�
奥村（自然派）、住井（かわち
野）、杉安（全労済）、タン・�
秋山・中村・小山（府連）

� � 以上12名
［議事概要］

�　�参加状況について速報では約320名。出展
団体等の人数を精査し人数確定させる。

�　�参加者アンケートを踏まえ、各委員の感
想を交流した。
•�楽しかったとの感想が多い。講演は最後
の方が早口で時間が足らなかった。スク
エアステップは楽しく家でもできそう。
メロンパンが好評でよかった。
•�感想が好評。講演者の人選が評価に影響
する。今年の展示ブースのレイアウトは
よかった。

•�講演は時間的にもう少しあってもよかっ
た。皆さん喜んでおられた。展示が昨年
の 7階から今年は 1階で盛況だった。
•�楽しんだ。口のシールを実践したい。講
演はどなたを呼ぶかで大きく変わる。展
示ブースは昨年よりスムーズだった。
•�司会を無事に終えホッとした。展示は各
ブースに人が分散しよかった。シールラ
リーでアンケートの提出も多い。
•�講演は聞きやすく話し上手で本も購入し
た。展示ブースは 2区画を広すぎた。
•�開会時間を早めたので委員の集合時間も早
く驚いたが、始めも終わりも早くすること
は総合するとよい。展示交流の時間も1時
間程度でよい。講演の質問カードの回収を
担当したが、回収のタイミングが難しい。
•�活動事例報告では生協間のコラボレー
ションの事例がよかった。展示は出展内
容を盛りだくさんにし、大変だったがと
なりの生活クラブさんにお手伝いいただ
き助かった。開会時間は10時がよい。
•�スクエアステップを担当した。笑いヨガ
も取り入れた。参加いただき医療生協の
活動を知るきっかけになった。生協間連
携は大切と感じた。
•�今井先生の話は 2回目。お話のおもしろい
方に来ていただいた。質疑応答は時間的
に全ての質問には答えられないので、その
ことをアナウンスするほうが質問者も理解
でき、先生の負担も少なくなる。来年も同
じ形式でするのであれば、講演と質疑の時
間配分、交流のやり方（展示に何かをプラ
スする）、アンケートの質問形式（より記
入しやすい選択式等）を検討すればいい。
•�展示コーナーは生協名を統一の看板にす
るほうが分かりやすい。
•�受付も地域・医療・大学・共済・職域な
ど分野別にし、看板をつけているが、参
加者には分かりにくい。

�　�2019年度の生協大会開催日程について協
議し、11月13日㈬ドーンセンターで開催
することを確認した。

⑷　第 2・ 3回大規模災害対策協議会

〇第 2回

［日　　時］� 2018年10月 4 日㈭　
� 15時～17時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 本多（いずみ）、加藤（よどが

わ）、大内（エスコープ）、宮内
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（パルコープ）、羽生（こうべ）、
新元（自然派）、永山（全労済）、
中村・小山（府連）� 以上 9名

［議事結果］

�　�台風21号による各生協の被害状況、今回
の被災を踏まえ課題と対策について、報
告・共有した。

〈主に出された課題〉
•�停電対策（発電機・投光器）
•�冷凍冷蔵施設の代替対策
•�システム系統の定期点検
•�業務継続判断（職員出勤指示判断）
•�防災備品の設置場所
•�宅配配送時の避難場所など職員の安全確保
（意見交流を受け）
•�宅配先での緊急避難対応について、生協間
連携で他生協の事業所等に一時避難できる
ように調整する。
�　�平成30年度緊急物資円滑供給システム

ワークショップの参加報告がされた。
�　�平成30年度の大阪府と市町村の防災訓練

について災害による準備の遅れ等もあり、
例年から開催規模の縮小による訓練不参
加の報告があった。

〇第 3回

［日　　時］� 2018年11月22日㈭　
� 15時～17時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 本多（いずみ）、加藤（よどが

わ）、大内（エスコープ）、宮内
（パルコープ）、羽生（こうべ）、
永山（全労済）、梶谷（きんき）、
中村・小山（府連）　以上 9名

［議事結果］

�　�11月14日に開催された「平成30年度関西
広域応援訓練（図上訓練）」の参加報告が
あった。

�　�次回第 4回協議会の前半で実施する大阪
府との定期協議において大阪府からの報
告内容について要望を協議した。「大阪北
部地震及び台風21号等を受けての課題と
対策等について」報告される

�　�会員生協への取り組みについて協議し、
「大阪府警に事前届出している緊急通行
車両の棚卸」「宅配事業等における配送中
の生協間連携の緊急避難対応の具体化」
「組合員や職員対象にボランティアセン
ターの運営支援や避難所運営などについ
ての学習企画」等について実施すること

を確認した。
�　各生協取り組みについて報告・交流した。

いずみ
事業継続マネジメント2018の開催
概要

よどがわ
BCP推進会議での台風21号による
課題と対策

エスコープ
生活クラブ関西 6 生協で図上演習
の実施

パルコープ 台風21号の被害のまとめと対策

こうべ
グーグルスプレッドシートによる災
害情報の共有について

全労済
大阪北部地震及び台風21号の被災
受付と調査進捗状況

コープきんき 第 3回リスク管理委員会開催概要

関西地連
（文書報告）大規模災害対策連絡会
開催企画二次案

�　�次回第 4回協議会の開催日について、当
初予定日が関西地連の大規模災害対策連
絡会と重なるため、日程調整しあらため
て開催日を設定することを確認した。

�　第 7回文楽・コンサート実行委員会

［日　　時］� 2018年12月 5 日㈬　
� 10時～11時45分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 安倍（いずみ）、牧之瀬・長尾

（よどがわ）、伊藤（エスコー
プ）、松岡（パルコープ）、田中
（こうべ）、白仁田（自然派）、�
宮本（生活クラブ）、羽村（かわ
ち野）、杉安（全労済）、長里・
中村・小山（府連）　以上13名

［議事結果］

•�クリスマスコンサートの申込状況について
確認した。
13生協が企画参加し、12生協から1,407人の
申込。昨年は11生協2,301人、894人減少した。
午前の部 6生協470人、午後の部 6生協937人
震災避難者招待は、午前の部 8人、午後の
部10人
•�各生協では引き続き申し込みを受付けてい
る。大阪府生協連のHPからも申込を出来
るようにしている。
•�今回の申込状況について意見交流した。
＊�年末に近く出にくいのでは。平日で仕事
のある方は無理。独自で広報にしている
が内容の検討が必要。
＊�夏休み企画と比べ、申込者の年齢層が高
く、より家族連れが多く感じた。予定が
立ちにくくギリギリの申込があった。
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色々と忙しい時期でもある。
＊�開催時期を変えたことで恒例企画ではな
い弱さがでたかも。
＊�夏にコンサートの問い合わせがあり機関
紙でクリスマスの予告はしていた。今回
の申込者でリピーターは少ない。
＊�リピーターは少ない。土日であればまた
違っていたかも。HPで受付している。
＊�独自広報で案内したが目立たなかったか
も。ピアノの先生から選曲がとても良い
と言われた。
＊�午前午後の入れ替えを心配したが大きく
影響はなかった。
＊ �HP、店舗、協力団体や職場でも案内し
た。平日は難しい。

＊�夏企画とは違う組合員の申し込みが多い。
土日だと違ったかもしれない。

•�当日配布プログラム（案）およびアンケー
ト（案）について協議した。出された意見
を踏まえ校正することを確認した。
•�当日運営について、役割および出欠確認を
した。
次回日程等
•�第 8 回実行委員会　2019年 1 月23日㈬
　　　　　　　　　　10時～12時

日本生協連、他生協等

7 　日本生協連第 3回府県連活動推進会議参加
報告

［日　　時］� 2018年11月29日㈭　
� 16時～17時30分
［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13名、日本生協連・関

西地連 5 名、おかやまコープ、
広島県連 2名

［議　　題］

■本部議題
�　地連運営委員会報告議題関連
�　都道府県からの指導監督について
�　地方自治体との連携・協働について
�　�北海道生協連と JA 5 連の連携協定締結

について
■地連議題
�　学習・交流；災害時の対応について
�　�地連報告；地連企画の学習会・交流会等

のご案内

8 　関西地連第 3回運営委員会参加報告

［日　　時］� 2018年11月29日㈭　13時～16時
［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29名、日本生協連・理

事監事 8名、オブザーバー 7名
［議　　題］

■理事会報告事項
《全体概況報告》
1．日本生協連2018年10月度概況報告

《コープ共済連関連》
2．�コープ共済連2018年度事業進捗報告
（10月度）

■【理事会協議事項】（報告と協議）
•�第69回通常総会予定議案の協議「全国生
協の2018年度活動まとめと2019�年度活
動方針決定の件（骨子案）」

■報告事項
《運営・組織関連》
3．一般活動報告
4．�第69回通常総会主要運営事項について
5．�第69回通常総会における役員選任に
向けた進め方について

6．�2019年度日本生協連機関会議等の日
程について

7．2030ビジョン検討委員会関連報告
8．�2018年度全国組合員意識調査報告書
（概要版）について

9．�全国の生協のヒバクシャ国際署名の
集約状況について

10．�2020年 NPT再検討会議に向けた取
り組み方針について（二次提案）

11．�憲法改定問題に関わる取り組みの進
捗状況について

12．�西日本豪雨災害緊急支援募金の送金
先について

13．�東日本大震災復興支援の取り組みに
ついて

14．�「適格消費者団体及び特定適格消費
者団体の適正な業務運営を確保する
ための内閣府令（案）及びガイドラ
イン（案）」に関する意見について

《事業関連》《管理関連》
15．�日本生協連上期決算および連結決算

報告
16．�2018年度中間監査の監査意見に対す

る対応について
【コープ共済連報告事項】
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■関西地連
《協議事項》
1．�日本生協連2019年役員選任に伴う
「理事推薦員会」の設置について

《報告事項》
1．地連運営委員の一部交代について
2．�2018年度第 2回運営委員会の開催報告
3．�第41回東海北陸生協行政合同会議
（10/12）開催報告

4．�2018年11月29日における関西地連組
織整備状況について

5．�関西地連主要活動日誌（9 /28～11/29
予定11/30～20191/31）

6 ．�関西地連供給速報について（2018年
10月）

7．CO・OP共済活動報告（2018年10月）

会員及び友誼団体等

9 　大阪労働者福祉協議会第56回定期総会参加
報告

［日　　時］� 2018年10月31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39人／代議員定数46

人（過半数の出席）
［議　　案］

第 1号議案　�2017年度会計決算報告ならびに
監査報告

第 2号議案　2018年度事業・活動方針（案）
第 3号議案　2018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　役員の交代（案）
＊全議案賛成多数で可決承認されました。

10　消費者支援機構関西報告

［日　　時］� 2018年10月31日㈬　
� 18時～21時15分
［場　　所］� 日本生協連関西地連 4階・会議室
［出　　席］� 理事10/13名、監事 2 / 2 名、検

討委員会・事務局等 7名
［概　　要］

�　�差止請求検討委員会；不当表示； 1 社
「ご連絡（お問合せ活動終了通知」 1 社
「再々お問い合せ」案について、一部字句
修正し執行することを確認した。

�　�差止請求検討委員会；テーマパーク「申

入書」案について、一部字句修正し執行
することを確認した。

�　�コンシューマーズ京都よりの会費減免要
請への対応について、会費規定に、団体
正会員の会費について、「理事会の判断で
会費額を減額できる」旨を規定すること
を確認した。

［日　　時］� 2018年11月28日㈬　
� 18時～20時30分
［場　　所］� 日本生協連関西地連 4階・会議室
［出　　席］� 理事10/13名、監事 2 / 2 名、検

討委員会・事務局等 5名
［概　　要］

�　�差止請求検討委員会；金融商品； 3 社
「要請書」案について一部字句修正し、執
行することを確認した。

�　�差止請求検討委員会；DVDレンタル；
「再お問い合わせ」案について一部字句修
正し、執行することを確認した。

�　�代表者名変更のお知らせ案について字句
修正し発信することを確認した。

�　�常任理事会からの提案について、①今後
の人事とその考え方について②会費減額
に係る「コンシューマーズ京都」への説
明について③西島秀向KC’s 前事務局長
の話を聞く会（仮称）の開催について①
の�項目以外を確認した。

11　なにわの消費者団体連絡会報告

〇10月度幹事会

［日　　時］� 2018年10月17日㈬　
� 10時～12時
［場　　所］� KC’s事務所内会議室
［出　　席］� 5 団体
［議　　題］

�　調査・研究調べてきた内容について
�　平成30年度上半期会計報告の件
�　とよなかくらしかんまつりについて
�　�2019年 1 月度幹事会並びに懇親会日時に

ついて
�　�（株）ダスキン「家事代行」などについて

の学習会について
⑹　食コミュニティ
「乳の食育」プログラム「チーズを美味し
く楽しむ会」

⑺　出席会議報告その他
〇11月度幹事会

［日　　時］� 2018年11月21日㈬　
� 10時30分～12時
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［場　　所］� KC’s事務所内会議室
［出　　席］� 5 団体
［議　　題］

�　調査・研究調べてきた内容について
�　�（株）ダスキン「家事代行」などについて

の学習会について
�　とよなかくらしかんまつり報告
�　出席会議報告その他

12　全大阪消費者団体連絡会報告

［日　　時］� 2018年11月13日㈫　15時～17時
［場　　所］� 消団連　会議室
［概　　要］

【報告事項】

�　専門委員会の活動
•�大阪府内市町村の消費者行政実態調査の
報告書を作成中。完成後は全自治体に送
付し、懇談を検討する。
•�2019年度に大阪府の消費者教育推進計画、
消費者基本計画の改定議論が行われる。計
画案に意見提出を前提に学習会を計画する。
•�保健所の役割・業務と中核市への移行手
続きの現状について、大阪府食の安全推
進課からレクチャーを受けた。
•�遺伝子組換え食品の食品表示基準案につ
いて11月 8 日締めで意見募集がされた。

�　組織・財政の現況と対策
•�機関紙サイクル　 1 増 1 減　10月末740
部、10月度決算報告

�　加盟組織の活動
•�消費税の増税に反対する関西連絡会では
11/28㈬に代表者会議を開催する。
•�関西消費者団体連絡懇談会では、エネル
ギー事業者との定期懇談会を11/ 2 ㈮に
大阪ガスと、11/ 8 ㈭に関西電力と開催し
た。災害復旧対応と石炭火力発電所建設
問題で意見交換した。
•�全国消費者団体連絡会では、都道府県の
消費者行政調査報告書を取りまとめた。
遺伝子組換え食品の食品表示基準案に意
見を提出した。

【協議事項】

1　�府内市町村の消費者行政調査のまとめに
ついて

2　機関紙サイクルの編集・拡大等について
3　�民間総合調停センター和解あっせん人等

の推薦について
4　�理事会の日程調整について
5　�電力労働運動近畿センターからの申入れ

について
［日　　時］� 2018年12月 5 日㈬　
� 13時30分～15時
［場　　所］� 消団連　会議室
［概　　要］

【報告事項】

�　専門委員会の活動
•�大阪府内市町村の消費者行政実態調査結
果の学習会が、大阪いずみ市民生協
（12/20）、おおさかパルコープ（ 1 /18）
で開催される。
•�大阪府の消費者教育推進計画、消費者基
本計画の改定への意見提出に備え、2 / 6
に千葉恵美子さん（大阪大学教授、大阪
府消費者保護審議会委員）を講師に学習
会を開催する。

�　組織・財政の現況と対策
•�機関紙サイクル　増減なし　11月末740
部、11月度決算報告

�　加盟組織の活動
•�消費税の増税に反対する関西連絡会は
11/28㈬の代表者会議にて安倍首相宛の
増税に反対する抗議文を採択した。
•�内閣府消費者委員会と共催し、「消費者
問題シンポジウムin大阪」を、2019年 2
月 2 日㈯13：30～16：30に開催する。テー
マは「高齢者の消費者被害防止に向けて」

【協議事項】

1　�食品安全委員会の意見募集への対応につ
いて

2　機関紙サイクルの編集・拡大等について
3　�地球環境市民会議（CASA）からの申入

れについて
4　�理事会の日程調整について

13　第 2回くらしクリエイトフォーラムin関西
第 7回実行委員会参加報告

［日　　時］� 2018年10月23日㈫　
� 10時30分～12時
［場　　所］� KC’s会議室
［出　　席］� 安全食品連絡会、NPO法人消

費者情報ネット、きんきビジョ
ンサポート、全大阪消費者団体
連絡会、日本消費者連盟関西グ
ループ、大阪府連、大学生協事
業連合（オブザーバー）

［内　　容］

�　第 2回くらしクリエイトフォーラムは
2019年 3月9日㈯　13：30～16：30前後予定
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　　大阪産業創造館　会議室E
�　企画の検討
　　＊�全体テーマ「SDGsでくらしを変えよう」
　　・プログラム…�開会前、休憩中に吉本興

業のSDGs動画などを投
影する。

　　　開会（13:30～ 5 分）
　　　①�「SDGsと消費者」についての基礎

レクチャー）
　　　　講師　坂東俊矢　京都産業大学教授
　　　②企業・団体のSDGsの取組報告
　　　　フードバンク関西に依頼
　　　③実行委員会団体の取組発表
　　　　 8団体
　　　④休憩
　　　⑤グループ・トーク
　　　⑥閉会
�　その他
•�参加費無料、定員100名、できるだけ事前
申込み
•�チラシデザインは大学生協関係者に頼め
ないか相談。
•�ネット、SNSでの宣伝も検討する。
•�大阪府に後援依頼する。

14　JCA大阪版打合せ参加報告

［日　　時］� 2018年11月 6 日㈫　14時～16時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 2階203
［出　　席］� 久保・吉田（JA大阪中央会）、

浦田・中須（近畿労金）、中村・
小山（府連）

［内　　容］

�　�日本協同組合連携機構（JCA）と、各都
道府県の協同組合連携組織の実態等につ
いて共有した。

�　�大阪における協同組合等の今後の連携づ
くりについて意見交換した。まずは顔の
見える関係づくりからはじめることとし、
話題の共有も兼ねて大阪府生協連の新年
講演会（ 1 /17）への参加案内と、互いの
組織のことを知るための懇談会（ 2 /20）
を設定することとした。

協同組合・非営利協同セクター懇談会開催予定

［日　　時］� 2019年 2 月20日㈬　15時～17時
� 17時～19時（懇親会）
［場　　所］� JA大阪センタービル 2階会議室
［開催規模］� 出席予定団体
� 日本協同組合連携機構、大阪府

農業協同組合中央会、大阪府漁
業協同組合連合会、大阪府森林
組合、日本労働者協同組合連合
会関西事業本部、大阪労働者福
祉協議会、近畿労働金庫、大阪
ボランティア協会、大阪NPOセ
ンター、大阪府生活協同組合連
合会、他

［開催趣旨］

互いの団体の事業や活動を知り合い、今後の
連携づくりについて意見交換します。

［開催要領］

15：00　　開会
　　　　　�各団体から組織や事業・活動の概

要について紹介
　　　　　�大阪における連携づくりについて

意見交換
17：00　　閉会
　　　　　懇親会
19：00　　懇親会終了（予定）

15　大阪ユニセフ協会理事会参加報告

〇第17回理事会

［日　　時］� 2018年11月29日㈭　
� 14時～15時
［場　　所］� 難波市民学習センター
［出　　席］� 別紙参照
［議　　題］

「報告事項」2018年 1 月～ 9 月　事業と運営
の概要報告
「決議事項」
第 1号議案　�2019年度事業方針（案）、事業計

画（案）
第 2号議案　2019年度収支予算（案）
第 3号議案　理事選任の件
第 4号議案　その他

16　おおさか災害支援ネットワーク参加報告

〇第13回

［日　　時］� 2018年12月 4 日㈫　
� 15時～18時
［場　　所］� 日本赤十字社大阪府本部
� 3 階301会議室
［出　　席］� 大阪府、市町村社協、NPO団体

等46団体83人
［内　　容］

�　開会挨拶
�　実践報告
①�「大阪府北部地震に関する振返りについて」
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災害救援活動NPOレスキューアシスト
� 代表　中島　武志　氏

特定非営利活動法人
国際ボランティア学生協会（IVUSA）

� 深山　恭介　氏
②「台風21号に関する振返りについて」
岸和田市社会福祉協議会
� 青山　織衣　氏
屋根上応急サポートプロジェクボラン
ティア

� 上野　晃生　氏
�　実践報告への質疑応答
�　�おおさか災害支援ネットワーク（OSN）

報告
�　グループワーク
　◆�今回の震災で見えてきたもの・OSNへの

期待
　◆全体共有・ゲストコメント
⑹　参加者からの情報提供
⑺　閉会挨拶

行政等

17　平成30年度関西広域応援図上演習参加報
告

［日　　時］� 2018年11月14日㈬　
� 10時30分～17時
［会　　場］

①メイン会場　�兵庫県災害対策センター増築
棟 3階

　�構成団体・連携県、徳島市、関西災害時物
資協議会団体（府県トラック協会、府県倉
庫協会）、広域ブロック（九都県市）
②各団体事務所

［訓練概要］�

時　間 内　容
10：30～12：00 事前説明
13：00～13：10 広域防災局長挨拶
13：10～14：10 フェーズ 1

（発災→ 0次物資拠点開設→物資
の外部要請準備（外部連絡前迄））
［メイン会場内］
・実況中継をしながら、全員で
手順を確認
・物資調達・要員調整に必要な
情報を伝達（SNSを用いて帳票
交換等）

14：30～15：30 フェーズ 2 （物資の外部要請
（外部連絡））
［メイン会場⇔各団体事務所（一
部メイン会場内）］
・電話・メール等で、実際に外
部等の物資供給協議会団体、各
府県市、関係機関へ連絡
・物資、車両を要請、帳票交換

15：30～16：10 フェーズ 3（外部調達先→ 0 次
物資拠点→市物資拠点）
［メイン会場内］
・実況中継をしながら、全員で
手順を確認
・物資の出荷に必要な情報を伝
達（SNSを用いて帳票交換等）

16：20～16：45
振り返り（危機管理対策機構、
参加者感想）、講評（評価員）

16：45～17：00 その他

�　想定

•�南海トラフ地震により、被害が発生し、徳島
県、徳島市を中心に甚大な被害が発生
•�使用不能となった徳島県 1次物資拠点の代替
として、三木総合防災公園を 0次物資拠点と
して活用
•�構成団体・連携県、関西災害時物資供給協議
会、広域ブロック、国等の協力を得て物資供
給、要員派遣等を実施
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　11月21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）にて、「2018年度大

阪府生協連　生協大会～活動交流会～」を開催し、会員生協、大阪府、JA大阪中央会、近畿労

働金庫、他団体、一般等から342名が参加しました。

　午前10時から開会し、タン会長理事からの挨拶の後、記念講演を実施いたしました。今年の

大会は「健康」をテーマとしており、ご講演は福岡市の、みらいクリニック院長　今井一彰様

より「食べることと歩くことが出来れば人生は幸せ」と題して、今井先生がご考案され、マス

コミ等でも紹介されている「お口の体操　あいうべ体操」「足指のばし　ゆびのば体操」につい

て、ユーモアを交えながら、お話いただきました。

　今井先生のお話の後、健康をテーマとした活動事例として、コープこうべから「ほくせつ医

療生協とコープこうべの協同の取り組み」、大阪みなみ医療福祉生協から「大学生協で行った骨

密度測定」、全国大学生協連関西北陸ブロックから「健康・安全のための大学生協の取り組み」

について報告がありました。

　活動事例報告の後、再び今井先生に登壇いただき、質疑応答と活動事例に対しての講評につ

いてお話いただきました。

　記念講演と活動事例報告終了後は、今井先生の書籍販売、医療生協のスクエアステップ体験

コーナー、またフロアを移動し、展示交流コーナーにて、大阪いずみ市民生協、大阪よどがわ

市民生協、エスコープ大阪、おおさかパルコープ、コープこうべ、自然派おおさか、生活クラ

ブ生協大阪、大阪きづがわ医療福祉生協、ヘルスコープおおさか、全労済大阪推進本部、全国

大学生協連関西北陸ブロック、東北支援生協組合員有志の「ずっとボラの会」、他団体からは大

阪府、JA大阪中央会、近畿ろうきんからの出展で交流が行われました。

2018年度「生協大会～活動交流会～」を開催しました

今井一彰先生の記念講演 展示で交流 スクエアステップ体験
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   大阪府生協連ジェンダーフォーラム協議会

サラダボウル
　～ひとりひとりが輝いて～

SDGsと女性のエンパワーメント

大阪府生活協同組合連合会
� 会長理事　タン　ミッシェル

　日本では、1999年に男女共同参画社会基本法が施行されました。21世紀に入ってから、女性
の雇用への参画、女性に対する暴力、母子家庭の生活支援などに関する政策を推進するための
法律が次々に制定されています。より最近では、2018年 5 月23日に政治への女性の参画を推進
するための政治分野における男女共同計画法が施行されました。この展開を見る限り、日本の
女性のエンパワーメントの基盤整備は進んでいるように見えます。
　一方、毎年世界経済フォーラムが発表する世界のジェンダー・ギャップ指数では、日本は下
位に入っています。例えば、2017年の日本の順位は、144か国の中で114位となっており、前年
の2016年の111位から多少改善されています。内閣府男女共同参画局の説明によると、経済、教
育、保健分野の順位は上昇したが、政治分野の順位が下がり、特に閣僚の男女比が前年の基準
値より低下したことが主な原因だということです。しかし、日本が改善している分野でも、他
の国も改善しているので、日本の全体的な指数は、まだあまり動いていない現状です。
　ところで、最近、海外からの新しい風が吹き始めており、女性のエンパワーメントを促進す
る政策を一層急速させ流可能性があります。その「風」というのは、2015年に国連総会により
採択された持続可能な開発目標「SDGs」のことです。SDGsは、誰一人も残されない平和的で、
生活水準が保障される持続可能な社会を実現するための世界共通の目標です。SDGsの中に、
「ジェンダー平等を実現しよう」をはじめ、「貧困をなくそう」、「すべての人に健康と福祉を」、
「質の高い教育をみんなに」、「人や国の不平等をなくそう」の目標は、女性のエンパワーメント
と関係しています。
　日本政府は、国内でSDGsを推進するために「SDGs実施指針」を作り、その中に挙げている
8分野の取り組みの一つである「あらゆる人々の活躍の促進」の具体例として、女性の活躍促
進を掲げています。この分野の取り組むべき課題は、下記の通りです。
・女性活躍情報の「見える化」の徹底・活用の促進
・各種調達を通じたワーク・ライフ・バランスの促進
・経済分野における女性リーダーの育成
・組織トップの女性活躍へのコミットメント拡大
・男性の家事・育児等への参画促進
・地域における女性活躍の一層の加速

　SDGs実施指針を見ると、政府は冒頭に触れた国内政策とSDGsの実施を合致させた形で、一
石二鳥の取り組みをしているように思います。このように、女性のエンパワーメントへ国際的
な視点が入ってくることで、改善が加速すると推測します。
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ス ケ ジ ュ ー ル

1 月

15日	 日本生協連方針討論集会（～16日）

15日	 健康チャレンジ実行委員会

17日	 第 5 回理事会

17日	 新年講演会

22日	 分野別会議（医療生協）

23日	 第 9 回文楽・コンサート実行委員会

28日	 消費者支援機構関西理事会

30日	 第 3 回組織活動委員会

31日	 第 4 回関西地連運営委員会・県連活動推進会議

2 月

2 日	 健康チャレンジゴール集会

8日	 健康チャレンジ実行委員会

12日	 平成30年度消費生活協同組合優良役職員大阪府知事表彰授与式

12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」第37回

定例会

14日	 第 4 回大規模災害対策協議会

20日	 協同組合・非営利協同セクター懇談会（仮称）

25日	 消費者支援機構関西理事会

27日	 近畿地区生協と近畿農政局との意見交換会

3 月

1 日	 健康チャレンジ実行委員会

7日	 第 4 回ジェンダーフォーラム協議会

9日	 第 2 回くらしクリエイトフォーラム in関西

13日	 第 1 回生協大会実行員会

14日	 第 6 回理事会

15日	 会報No339発行

15日	 近畿地区生協府県連協議会

23日	 福島の子ども保養プロジェクト「コヨット！inおおさか2019春」

26日	 消費者支援機構関西理事会
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