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○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2019年 5 月16日㈭　
� 15時03分～16時50分
Ⅱ．場　　所� 大阪府社会福祉会館　 5階503
Ⅲ．出 席 者

⑴　理事（総数24名中、17名出席、7名欠席）
⑵　監事（総数 3名中、1名出席、2名欠席）
⑶　陪席（ 1名出席）

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の後、議事を進行した。

○審○議○事○項
1 　58回通常総会の件

　中村専務理事及び小山事務局長より、第58回通常
総会の件として、「2018年度活動報告・2019年度活動
方針」「2018年度決算と剰余金処分案」「2019年度予
算・役員報酬総額」「役員補充（理事 6名の補充）選
任の件」「総会運営等」について提案がされた。
　また、谷川監事より、2018年度の理事の職務の執
行に関する監事監査の結果について通知がされた。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認された。

2 　社会福祉問題研修会開催企画の件

　中村専務理事より、社会福祉問題研修会及び生協10
の基本ケア講座の開催企画について、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、羽多野常任理事より「生協10の基本ケア講
座の受講方法、修了証の発行元について」、長里理事
より「生協10の基本ケア講座の広報について」意見
が出された。

3 　理事・監事研修会開催企画の件

　小山事務局長より、理事・監事研修会の開催企画
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。

4 　2019年度被災地支援企画の件

　小山事務局長より、2019年度被災地支援企画につ

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、長里理事より「被災地視察研修及び福島子
どもツアー等の現地への交通手段について」意見が
出された。

5 　2020年NPT再検討会議に向けた取り組みの件

　小山事務局長より、2020年NPT再検討会議に向
けて、日本生協連の生協代表代表団に、大阪府生協
連代表（ 2名の大学生を選出）を派遣する旨、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 　日本生協連第69回通常総会代議員選出の件

　中村専務理事より、日本生協連第69回通常総会の
代議員（ 1名）について、タン会長理事を選出する
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。

7 　日本生協連関西地連運営委員推薦の件

　中村専務理事より、日本生協連関西地連運営委員
の推薦について、委員の選任を要請した生協からの
回答を受け、以下の通り推薦した旨報告がされ、全
員異議なく承認された。

NO 氏名 生協名・役職名
1 松本　陽子 大阪いずみ市民生活協同組合　副理事長
2 松下　高広 生活協同組合おおさかパルコープ　参与
3 貫　　恒夫 大阪よどがわ市民生活協同組合　理事長
4 中村　夏美 大阪府生活協同組合連合会　専務理事

8 　消費者支援機構関西理事候補推及び2019年
度総会表決権行使者選出の件

　柴橋副会長理事より、消費者支援機構関西から、
同団体の2019年度総会に係る要請を受け、理事候補
者の推薦と代議員の選出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。

　　理事候補者の推薦　　専務理事　中村　夏美
　　代議員　　　　　　　専務理事　中村　夏美

9 　地球環境市民会議（CASA）への監事候補
者推薦の件

　柴橋副会長理事より、地球環境市民会議（CASA）
から、同団体の2019年度総会に係る要請を受け、監
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事候補者の推薦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。

　　監事候補者の推薦　　専務理事　中村　夏美

10　特定非営利活動法人消費者ネット関西から
の要請の件

　柴橋副理事より、特定非営利活動法人消費者ネッ
ト関西から、同団体の第19回総会に係る要請を受け、
評議員の推薦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。

　　評議員の推薦　　　　専務理事　中村　夏美

○報○告○事○項
大阪府生協連

1 　ボランティア防災学習会開催報告

［日　　時］� 2019年 3 月16日㈯　
� 10時30分～13時

［場　　所］� 大阪府立大学　百舌鳥キャンパ
ス　B15棟・芝生広場

［参 加 者］� 46名　府連（中村・小山）

い ず み 22名 パ ル 1名 こ う べ 1名
全 労 済 1名 府大生協 1名 府 大 1名
堺 市 2名 一 般 5名 堺市社協 1名
レスキューアシスト 9 名 府 連 2名 合 計 46名

［開催概要］

⑴　災害支援活動の紹介
大阪府立大学ボランティア・市民活動セ
ンター
大阪府生協連

⑵　�社会福祉協議会の役割・活動、災害ボラ
ンティアセンターとは
堺市社会福祉協議会

⑶　屋根のシート張り講習
災害救助活動NPOレスキューアシスト

2 　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」開催報告

［日　　程］� 2019年 3 月22日㈮～26日㈫
［参　　加］

福島県の小学 4～ 5年生10名
大阪府の小学 4～ 6年生10名
学生スタッフ12名（阪大 2名、大教 3名、樟
蔭 4名、関大 1名、阪南 2名）、事務局 2名

［内　　容］

3 /22㈮　夜　　�大阪の小学生、スタッフ 6
名、事務局 2名
 なんばOCAT出発（大型バス）

3 /23㈯　朝　　福島県福島市到着
 午前　�大阪の小学生「環境再生プ

ラザ」で福島の原発事故と放
射線の学習

 午後　福島の小学生集合・合流
 �会津藩校日新館、野口英世
記念館見学

 夕方　�ホテル到着（リゾートインぼ
なり）
 夕食会・たこ焼きパーティ

3 /24㈰　朝　　ホテル出発
 夜　　�大阪のホテル到着（アイ・ア

イ・ランド）
3 /25㈪　朝　　ホテル出発

 終日　�ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン（USJ）

 夕方　USJ出発
 �大阪の小学生はバスでなん
ばOCATへ（解散）
 �福島の小学生は、日本製鉄
製鋼所で入浴と夕食後に大
阪出発、学生スタッフ解散

3 /26㈫　朝　　福島県福島市到着（解散）

3 　委員会開催報告

⑴　第 1 ・ 2 回文楽・コンサート実行委員会

〇第 1 回

［日　　時］� 2019年 3 月20日㈬　
� 10時～11時15分

［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出　　席］� 牧之瀬・長尾（よどがわ）、羽村

（かわち野）、貴船（学校生協）、
杉安（全労済）、長里・中村・�
小山（府連）　以上 8名

［議事結果］

⑴　文楽鑑賞のつどい

•�2018年度の取り組み結果について報告が
された。
•�2019年度企画について協議し、以下確認
した。
開催日：2019年 7 月26日㈮
チケット価格：大人・子供全席共通1,900円
対象年齢： 4歳以上
落選者対応：割引券配布
演目①かみなり太鼓（2014年上演）、解説
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「文楽ってなあに」
演目②は現在調整中
台風等による公演中止の判断、中止に
なった場合の振替観劇については、例年
通りの内容とし、チケット当選者にはそ
の内容を案内する。
予算：事業費約250万、支出約120万円想定。
招待：東日本大震災避難者招待　定員15名
•�会員生協に開催案内を 4月初旬に発送す
る。

⑵　コンサート

•�2018年度の取り組み結果について報告が
された。
•�2019年度企画について協議し、以下確認
した。
開催日：2020年 1 月19日㈰
チケット価格：大人・子供全席共通2,300円
対象年齢： 4歳以上
落選者対応：なし
災害等による公演中止の判断は NHK
ホール利用規程に基づく。チケット当選
者への案内内容については検討。
予算：�事業費約900万円、支出約300万円

想定。
招待：�東日本大震災避難者招待 1公演定

員15名（計30名）
その他：�企画内容は、第 3回実行委員会

から協議する。
•�2020年度企画について、夏休み開催に戻
す調整をしているが、土日ではNHKホー
ルとセンチュリーの日程が合わないため、
あらためて平日開催で日程を調整する。

⑶　今度の日程予定を確認した

〇第 2 回

［日　　時］� 2019年 4 月17日㈬　10時～12時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出　　席］� 安倍（いずみ）、牧之瀬・長尾

（よどがわ）、小松原（生活クラ
ブ）、羽村（かわち野）、梶（ヘ
ルス）、貴船（学校生協）、友繁
（全労済）、長里・小山（府連）�
� 　以上10名

［議事結果］

⑴　夏休み文楽鑑賞のつどい

•�演目を確認した。
演目一、「�日高川入相花王（ヒダカガワイ

リアイザクラ）」
「解説　文楽ってなあに」

演目二、「かみなり太鼓」

•�取組生協は昨年より 1生協増え14生協と
なった。
•�チラシの内容について協議した。
•�当選者へのチケット配布の際の案内内容
について、途中休憩時に飲食可能である
こと等、あらためて整理するを確認した。

⑵　コンサート

•�2019年度開催日について以下確認した。
2020年 1 月19日㈰　NHK大阪ホール
•�タイトルについて「ニューイヤーコン
サート」とすることを確認した。
•�選曲のイメージについて協議し、以下の
意見が出された。
意見を踏まえ、次回委員会にセンチュ
リーから曲提案
＊ベートーベンの曲
→2020年は生誕250年
＊パプリカ（作詞・作曲　米津玄師）
→ �NHKの2020年応援ソング、小学生の
ユニットが歌い振り付けもあり、子
どもに人気。皆で歌う企画もできる

＊フィギュアスケートの曲
→�クラシック名曲など聞き馴染みのあ
る曲が多い

＊アニメ　コナンなどのメドレー
→子どもに人気。今まで演奏していない
＊NHK朝ドラのオープニングメドレー
•�2020年度企画について、夏休み企画に戻
し、下記日程で開催することを確認した。
ただし、土日祝で会場の空が生じた場合、
楽団の日程と合えば変更する場合もある
とした。
2020年 8 月18日㈫　NHK大阪ホール
•�2020年度の選曲については意見交流した。
＊オリンピック関連の曲
＊�2020年で「嵐」が活動停止になるので
関連の曲

⑶　委員会開催日程の変更について

•�次回第 3回実行委員会は、当初予定の 5
月 8日に開催せずに、 7月 3日㈬に開催
することを確認した。

⑵　第 4 回ジェンダーフォーラム協議会

［日　　時］� 2019年 3 月20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：櫻庭　葉子　様
一般社団法人和音ねっと代表理事

松本・坂井・村上（いずみ）、近藤（よどが
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わ）、牧（こうべ）、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13名

［議事概要］

⑴　�櫻庭様を講師に、「在宅介護の現実～介護
と仕事の両立について～」学習会をした。

⑵　学習会の感想を交流した。
•�色々な問題はあるが何が出来るか。介護
制度の知識をつける、介護予防等。医療
と介護の連携は難しい。
•�介護と仕事の両立は簡単ではない。現実
は厳しく、女性への負担も多い。家族の
支援が必要。SDGsに繋がること。
•�介護制度は使いにくい。ヘルパーが足り
ていない。保険料も毎年上がっている。
必要としている人が利用できていない。
•�一人で抱えずに周りの人との連携が重要。
お金がいる。
•�前回の学習会は介護制度の仕組みについ
て学び、今回は現場のお話だった。制度
が使えていないこと、介護以外の支援体
制など学んだ。
•�前回のお話は中立的。今回は現実的。日
本は介護が進んでいると思っていたので
ショッキングだった。行政の縦割りや国
と地方との関係など消費者問題の課題と
共通する。介護は女性や高齢者の人権問
題に通じる。
•�介護の実態を知り制度を良くするための
運動が必要。自助・共助・公助のバラン
スが大切。
•�制度が変わらないと何も出来ない。当事
者の立場に立った制度づくりが重要。相
談する窓口は少ない。
•�入院患者は今後益々増える。入院・介護
難民がでる。医療と介護の連携がうまく
いかない。
•�前回は制度、今回は現実の学習だった。
備えることが大事であると感じた。ジェ
ンダーの視点から次にどのようなことを
考えるか。
＊�今後の学習活動については継続協議と
した。

⑶　会報記事編集について
•� 7 月号村上委員に担当いただくことが確
認された。
※原稿締め切りは発刊前月末

⑶　第 1 ・ 2 回健康チャレンジ実行委員会

〇第 1 回

［日　　時］� 2019年 4 月 5 日㈮　15時～17時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出　　席］� 大阪みなみ、かわち野、けいは

ん、なにわ、福島、ヘルス、ほ
くせつ、南大阪、よどがわ保健、
関西共同印刷、府連

［議事概要］

⑴　2019年度実施要項について
•�チャレンジコース
•�参加賞等
•�参加目標人数
•�チラシデザイン

⑵　後援名義申請について
⑶　�医療福祉生協連への集約業務等の委託に

ついて
〇第 2 回

［日　　時］� 2019年 5 月 9 日㈭　15時～17時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出　　席］� 大阪みなみ、かわち野、きづが

わ、けいはん、なにわ、福島、
ほくせつ、南大阪、よどがわ保
健、関西共同印刷、府連

［議事概要］

⑴　2019年度実施要項について
•�おすすめコース
•�参加賞
•�パンフレットデザイン、納品までのスケ
ジュール

⑵　後援名義認可状況
⑶　�医療福祉生協連への集約業務等の委託に

ついて
⑷　第 4 回組織活動委員会

［日　　時］� 2019年 4 月10日㈬　14時～16時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 吉川・野村（いずみ）、杉原（よ

どがわ）、本屋敷（パルコープ）、
牧（こうべ）、酒井（自然派）、
姉川（きづがわ）、瀬藤（ほくせ
つ）、高西（全労済）、足立・�
清水・小山（府連）　以上12名

［議事概要］

⑴　�大阪府生協連「ボランティア防災学習会～
屋根のシート張り講習～」「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」の報告があった。コヨットについ
て大阪の子どもの参加募集の要請が急す
ぎて対応に苦慮したとの意見が出された。
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⑵　�各生協のこの間の取り組み等について交
流した。

⑶　�2019年度の組織活動委員会の活動テーマ
を協議し、「食と健康」をテーマとすること
を確認した。また会議開催日程を確認した。
第 1回　 7月10日㈬　　　14時～16時
第 2回　 9月18日㈬　　　　　〃
第 3回　11月20日㈬　　　　　〃
第 4回　2019年 1 月29日㈬　　〃
第 5回　2019年 3 月25日㈬　　〃
第 6回　2019年 5 月20日㈬　　〃

⑸　第 2 回生協大会実行委員会

［日　　時］� 2019年 4 月23日㈫　10時～12時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 森山（いずみ）、小林（よどが

わ）、浦・日紫喜（エスコープ）、
牧（こうべ）、木村（きづがわ）、
高西（全労済）、秋山・中村・�
小山（府連）　以上10名

［議事概要］

⑴　�2019年度企画について討議した。SDGsの
基本的なことについて講師として下記の
方達を候補に要請することとした。
たかまつななさん（タレント、笑下村塾
代表）
新田英理子さん（SDGs市民社会ネット
ワーク）
国谷裕子さん（キャスター）

⑵　�SDGs具体的な活動事例については、会
員生協からの報告とし、報告生協につい
ては次回協議する。

⑶　�参加者が参画できる仕組みについて、
SDGsの17アイコン等の活用し、集合写
真やスタンプラリー等を意見があった。
継続協議とした。

日本生協連、他生協等

4 　日本生協連・コープ共済連近畿地区総会議
案検討会議参加報告

［日　　時］� 2019年 4 月 4 日㈭　13時～17時
［場　　所］� 新大阪江坂東急REIホテル・3

階ウッドルーム
［出 席 者］� 24生協・連合会、コープ共済連、

日本生協連　計80名
［内　　容］

⑴　開会・議長選出
� 関西地連事務局長　北村　　洋
� 議長　ならコープ常任理事　関　　明子

⑵　日本生協連挨拶� 会長　本田　英一
⑶　議案提案　日本生協連統括専務理事　� �
� 嶋田　裕之
� 同　　　専務理事　和田　寿昭
� コープ共済連専務理事　荻原多加資
⑸　議案論議　発言10本
⑹　閉会挨拶
� コープ共済連理事長　佐藤　利明
⑺　議長退任・閉会

5 　関西地連第 5回運営委員会参加報告

［日　　時］� 2019年 4 月 4 日㈭　10時～12時
［場　　所］� 新大阪江坂東急REIホテル　
� 3 階「クリスタルルーム」

［出　　席］� 運営委員31名、日本生協連・理
事監事10名、傍聴者 2名

［議　　題］

【理事会報告事項】（報告と質疑）
《全体概況報告》
1．日本生協連2019年 2 月度概況報告
2．�コープ共済連2018年度事業進捗報告� �
（ 2 月度）

《運営・組織関連》
3．一般活動報告
⑴　�2018年度第 4回県連活動推進会議開

催報告
4．�第69回通常総会の予定議案と開催案内
について

5．�厚生労働省「ゲノム編集技術を利用し
て得られた食品等の食品衛生上の取扱
い（案）」に対する意見提出について

6．�2019年度輸入食品監視指導計画への意
見書提出について

7．�「2019年食品安全委員会運営計画（案）」
に対する意見について

8．�適格消費者団体に関するガイドライン
（案）等の意見募集結果について

9．�「食料・農業問題検討委員会」委員委嘱
について

10．�子ども未来アクションの取り組み報告
と今後の進め方について

《運営・組織関連》
11．�2018年 7 月西日本豪雨緊急支援募金の

最終報告
12．�2018年北海道胆振東部地震緊急支援募

金の最終報告
13．�東日本大震災復興支援の取り組みにつ

いて
14．�厚生労働省への「2020年度までの生協
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の温室効果ガス削減計画の進捗状況の
報告について

15．�厚生労働省「生協制度見直し勉強会」
での検討結果について

《事業関連》
16．�「エシカル」対応の進捗状況と2019年度

強化方針について
《管理関連》
17．執行役員の選任について
18．�2019年 3 月21日付　組織機構変更およ

び幹部人事について
【コープ共済連報告事項】
■関西地連（協議事項、報告事項）
【協議事項】
1．�日本生協連2019年度役員選任に伴う地
方区分理事候補者の推薦について

2．�運営委員会のもとに設置した委員会等
の2019年度委員の推薦について

3．�全国職域生協協議会・運営委員会委員
への推薦について

4．�組織委員会・職域生協協議会の規程変
更について

5．�関西地連の2018年度まとめと2019年度
重点課題について

※関連報告：�委員会等の2018年度まとめと
2019年度計画について

⑴　組織委員会
⑵　職域生協協議会
⑶　大規模災害対策連絡会
⑷　男女共同参画学習交流会
⑸　機関運営担当者交流会
⑹　西日本宅配事業研究会
⑺　�組合員理事ブラッシュアップフォー

ラム
【報告事項】
1．�2018年度末における関西地連組織整備
状況について

2．�2018年度第 4回運営委員会（ 1 /31）の
開催報告

3．関西地連活動日誌（2018年度）
4．�関西地連・主な会議、交流会等の開催
日程

5．会議・学習会等の開催報告
⑴　第 3回組織委員会
⑵　第 2回職域生協協議会
⑶　大規模災害対策連絡会
⑷　男女共同参画学習交流会
⑸　あったか地域づくり交流会
⑹　ユニセフ指定募金連絡会

⑺　�組合員理事ブラッシュアップフォー
ラム

6．�関西地連管内生協の供給速報� �
（2019年 2 月）

7．2019年度の事務局体制
⑴　関西地連
⑵　関西支所
⑶　東海支所
8．CO・OP共済活動報告（2019年 3 月）

6 　第 3回近畿地区生協府県連協議会参加報告

［日　　時］� 2019年 3 月15日㈮　
� 13時30分～16時45分

［場　　所］� ハートピア京都 3階　視聴覚室
［出 席 者］� 上掛・高取・九鬼・川端・岡本

（京都）、藤田（滋賀）、辻・新田
（奈良）、田中・大戸（兵庫）、�
上田・藤井（和歌山）、樫尾（福
井）、北村（関西地連）、元山・
西島（KC’S）、八尾・浦田（ろ
うきん）、中村・小山（府連）�
� 　以上20名

［議　　題］

⑴　�第31回近畿地区生協・行政合同会議につ
いて
2019年 8 月28日㈬　13：30～17：00終了
後懇親会
奈良ロイヤルホテル

⑵　2018年度近畿農政局との意見交換会の報告
⑶　各府県生協連からの報告と意見交流
⑷　�日本生協連からの報告・共有化事項につ

いて
⑸　�消費者支援機構関西（KC’S）からの活動

報告と意見交流
⑹　近畿労働金庫からの活動報告と意見交流

※2019年度協議会日程
第 1回　 8月 1日㈭　兵庫県
第 2回　10月11日㈮　大阪府
第 3回　2019年 3 月13日㈮　滋賀県

会員及び友誼団体等

7 　消費者支援機構関西（KC’s）報告

〇 3 月理事会

［日　　時］� 2019年 3 月26日㈫　
� 18時～21時20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 1 / 2 名、検

討委員会・事務局等 5名



　� 　 7

［概　　要］

⑴　�差止請求検討委員会；DVDレンタル；
「ご連絡（お問い合わせ活動終了通知）」
案について一部字句修正し、執行するこ
とを確認した。

⑵　�差止請求検討委員会；スポーツクラブ；
「申入書（その 3）」案について、一部字
句修正し、執行することを確認した。

⑶　�差止請求検討委員会；鍵の交換；「補足説
明」案について、一部字句修正し、執行
することを確認した。

⑷　�差止請求検討委員会；テーマパーク；①
訴訟提起の方針準備をすすめる②訴訟に
むけて弁護団メンバー案を確認した。

⑸　�差止請求検討委員会；オンラインフリー
マーケット；「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。

⑹　�差止請求検討委員会；銀行カードロー
ン；「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。

⑺　�2019年度差止請求検討委員および被害回
復委員任命について提案どおり確認した。

⑻　常任理事会提案内容を確認した。
⑼　�シンポジウム「地域で防ごう！消費者被

害inひょうごパート 2」後援名義使用依
頼については了承した。

⑽　�2019年度通常総会議案「2018年度事業報
告書（まとめ案）と2019年度事業計画書
（方針）二次案」について確認した。

〇 4 月理事会

［日　　時］� 2019年 4 月23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 9 /13名、監事 2 / 2 名、検

討委員会・事務局等 7名
［概　　要］

⑴　�差止請求検討委員会；不当表示；公表文
書案について一部字句修正し、執行する
ことを確認した。

⑵　�被害回復検討委員会；ケーブルテレビ；
「再々お問い合わせ」案について一部字句
修正し、執行することを確認した。

⑶　常任理事会提案内容を確認した。
⑷　�2019年度通常総会議案書（一次案）につ

いて議論し、次回理事会で確認すること
とした。

8 　なにわの消費者団体連絡会報告

〇 3 月度幹事会

［日　　時］� 2019年 3 月19日㈫　
� 10時30分～12時30分

［場　　所］� 大阪府消費生活センター内会議室
［出　　席］� 4 団体
［議　　題］

⑴　合同講演会での精算等について
⑵　なにわの風38号について
⑶　その他　出席会議報告等

〇 4 月度幹事会

［日　　時］� 2019年 4 月17日㈬　
� 13時30分～16時

［場　　所］� 消費者支援機構関西（KC’s）会
議室

［出　　席］� 5 団体
［議　　題］

⑴　平成30年度会計報告案について
⑵　2019年度予算案について
⑶　2019年度活動計画案について
⑷　第16回総会について
⑸　その他　出席会議報告等

〇 5 月度幹事会

［日　　時］� 2019年 5 月15日㈬　
� 13時30分～16時

［場　　所］� 消費者支援機構関西（KC’s）会
議室

［出　　席］� 6 団体
［議　　題］

⑴　�2019年～2020年度大阪府など審議会・委
員会出席者について

⑵　第16回　総会　議長の件
⑶　会議費について
⑷　2019年度活動計画案について（確認）
⑸　なにわの風39号発行について
⑹　その他　出席会議報告等

9 　全大阪消費者団体連絡会報告

〇 4 月理事会

［日　　時］� 2019年 4 月 2 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
•�大阪府の消費者計画等の見直しに係り
意見を提出する。
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⑵　組織・財政の現況と対策
•�機関紙サイクル　 3月末737部

⑶　加盟組織の活動
•�消費税の増税に反対する関西連絡会の
3 /15国会議員要請活動には10名参加
した。 4 / 1 に消費税をなくす大阪の
会、消費税・関西連と共同宣伝行動を
なんば高島屋前で実施する。

【協議事項】

1 ）2019年度予算・2018年度決算について
2） 5月度運営会議について
3）�次期消費者基本計画第 1回検討部会へ
の意見について

4）全国消団連の役員改選に当たって
5）機関紙サイクルの編集・拡大等について
6）CASA市民講座の費用分担について

〇 5 月理事会

［日　　時］� 2019年 5 月 8 日㈬　
� 13時30分～16時

［場　　所］� 消団連　会議室
［概　　要］

【報告事項】

⑴　専門委員会の活動
•�大阪府内自治体の家庭系水銀使用廃製
品処理実態調査報告書を取りまとめ各
自治体に送付した。
•�日本政府がパリ協定に基づく成長戦略
の長期案を公表しパブリックコメント
を募集していることを受け 5 /13に学習
会を開催する。

⑵　組織・財政の現況と対策
•�機関紙サイクル　 1減　 4月末736部

⑶　加盟組織の活動
•�ほんまにええの？TPP大阪ネットワー
クでは、種子法の廃止を受けて都道府
県レベルで伝統種・奨励種を守るため
条例制定をしている実態を受け（ 9道
県で制定、5県で検討）、大阪府への働
きかけを検討する。

【協議事項】

1 ）各団体の役員改選への対応について
2）�家庭系水銀使用廃製品の回収処理調査
報告書について

3）�大阪から公害をなくす会からの要請に
ついて

4）2019年度の総会について
5）�パリ協定長期成長戦略案への意見提出
について

6）機関紙サイクルの編集・拡大について

10　大阪ユニセフ協会報告

［日　　時］� 2019年 3 月28日㈭　
� 13時30分～14時30分

［開催場所］� 難波市民学習センター
［出　　席］� 役員　53名中　47名（委任状を

含む）出席で成立
� 府連（タン）

［概　　要］

⑴　報告事項2018年度事業と運営の概要報告
⑵　決議事項

第 1号議案　2018年度収支決算報告の件
第 2号議案　�2019年度方針・事業計画・

収支予算の件
第 3号議案　顧問、理事選任の件
第 4号議案　その他

11　ホッとネットおおさか第38回定例会参加報告

［日　　時］� 2019年 4 月24日㈬　
� 13時30分～15時

［場　　所］� 大阪弁護士会館　 9階920会議室
［参　　加］� 13名
［概　　要］

⑴　本年度の避難者交流会について
⑵　当事者団体からの情報提供
⑶　支援団体からの情報提供
⑷　事務局連絡

12　第 2回協同組合・非営利協同セクター懇談
会参加報告

［日　　時］� 2019年 5 月14日㈫　
� 14時～17時　終了後懇親会

［場　　所］� JA大阪センタービル 2階会議室
［出　　席］

大阪府農業協同組合中央会
吉田総務企画部次長、内藤調査役
大阪府漁業協同組合連合会
内藤事業部次長
大阪府森林組合
山田理事・総務部長
日本労働者協同組合連合会センター事業団関
西事業本部
前田本部長、岡本事務局長
近畿労働金庫
中須地域共生推進上席専任役、浦田担当
大阪ボランティア協会
永井理事・事務局長、江渕主幹、梅田主任
大阪府生活協同組合連合会
タン、中村、小山
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［開催概要］

⑴　開会挨拶
　　大阪府生協連　タン会長
⑵　ワークショップ
「団体の強みと課題を考える」
「�団体の強みをかけ合わせて事業を創出す
る」
進行　�大阪ボランティア協会　永井理

事・事務局長
⑶　閉会挨拶
　　大阪府農業協同組合中央会　吉田次長

行政等

13　2019年度大阪府府民文化部男女参画・府民
協働課生協担当

府民文化部長　
　岡本　圭司（おかもと・けいじ）
次長
　松阪　博文（まつさか・ひろふみ）
男女参画・府民協働課長
　川口　雅子（かわぐち・まさこ）
〈府民協働グループ〉
課長補佐
　玉作　　智（たまつくり・さとる）

【新任】主査
　福井　晃子（ふくい・あきこ）
　（前職：総務部契約局総務委託物品課主査）
副主査
　羽床　孔志朗（はゆか・こうしろう）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【異動】主査
　馬本　正徳（うまもと・まさのり）
　（新職：財務部財産活用課主査）
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○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2019年 6 月20日㈭　
� 11時30分～12時10分
Ⅱ．場　　所� 都シティ大阪天王寺　 5階信貴

の間
Ⅲ．出 席 者

⑴　理事（総数24名中、20名出席、4名欠席）
⑵　監事（総数 3名中、2名出席、1名欠席）
⑶　陪席（ 1名出席）

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。冒頭、入船常任理事
が 6月19日にご逝去された旨報告があった。続いて、
タン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 　58回通常総会の件

　小山事務局長より、代議員等の出席予定状況、総
会役員の理事会からの推薦者、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。

2 　2019年度会費額決定の件

　小山事務局長より、2019年度の会費額について提
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。

3 　健康チャレンジに関する日本医療福祉生協
連との業務委託契約の件

　小山事務局長より、日本福祉医療生協連の「健康
チャレンジサイト」に登録し、健康チャレンジの申
込及び結果報告データの入力代行の業務委託を契約
する旨提案があった。
　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 　子ども食堂・学習支援等活動交流会開催報告

［日　　時］� 2019年 5 月29日㈫　
� 14時～16時30分

［場　　所］� 大阪府社会福祉会館 4階　402
［参 加 者］� 11会員、講師、府連　22名

い ず み 1名 よどがわ 1名 パルコープ 1名
こ う べ 1名 自 然 派 2名 きづがわ 5名
かわち野 1名 ヘ ル ス 2名 ほくせつ 1名
インカレ 1名 学校生協 2名 講 師 1名
府 連 3名 合 計 22名

［開催概要］

⑴　「にしなり☆こども食堂の活動について」
特定非営利活動法人西成チャイルド・ケ
ア・センター／にしなり☆こども食堂／
こども食堂ネットワーク関西
代表　川辺　康子　様

⑵　生協の取り組み事例の報告
⑶　質疑応答
⑷　昼食をとりながら交流

2 　第 3回健康チャレンジ実行委員会開催報告

［日　　時］� 2019年 6 月 7 日㈮　15時～17時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 2階203
［出　　席］� きづがわ、大阪みなみ、かわち

野、けいはん、なにわ、福島、
ほくせつ、南大阪、よどがわ保
健、関西共同印刷、府連

［議事概要］

⑴　ゴール集会について
討議の結果、従来どおり全体で実施する

⑵　課題別チーム会議
•�広報
•�景品・次期対策
•�ゴール集会

⑶　確認・討議事項
①　宣伝物

発注部数・納品日
②　後援名義承認確認
③　�医福連「健康チャレンジサイト」につ

大阪府生協連　2018年度第 8回理事会開催報告
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いて
④　各生協参加目標

日本生協連、他生協等

3 　日本生協連第69回通常総会参加報告

［日　　時］� 2019年 6 月14日㈮　
� 10時15分～14時30分

［場　　所］� ホテルイースト21東京
［出席状況］� 定数658名中、657名の出席
� （実出席455名、委任出席 5 名、

書面出席197名）
［議　　事］

開会宣言、資格審査報告、議長選出
議事運営委員選出、書記指名
日本生協連会長挨拶
来賓挨拶
議事運営提案
議案一括提案
監査報告
（昼食休憩）
全体討論（発言16名）
総括答弁
議案採択
議長解任
閉会挨拶

［議　　案］

第 1号議案　�全国生協の2018年度まとめと
2019年度活動方針決定の件

第 2号議案　�2018年度事業報告書および決算
関係書類承認の件

第 3号議案　�2019年度事業計画および予算決
定の件

第 4号議案　�役員（理事39名、監事 6名）選
任の件

第 5号議案　役員報酬決定の件
［採決結果］

反対 保留 賛成
第 1号議案 0 3 過半数
第 2号議案 0 3 過半数
第 3号議案 0 3 過半数
第 4号議案 0 3 過半数
第 5号議案 0 4 過半数

会員及び友誼団体等

4 　消費者支援機構関西（KC’s）報告

［日　　時］� 2019年 6 月19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 9 /13名、監事 0 / 2 名、検
討委員会・事務局等 8名

［概　　要］

⑴　差止請求検討委員会；
①　賃貸住宅保証委託契約

判決（ 6 /21）への対応について確認した。
②　不当表示
「お問い合わせ」案について字句修正
し、執行することを確認した。

⑵　�消費者裁判手続き特例法 3年後見直しに
向けた意見書（案）について確認した。

⑶　常任理事会提案内容を確認した。
⑷　�2019年度通常総会議案書（当日資料案）

について確認した。

5 　全大阪消費者団体連絡会報告

〇 6 月理事会

［日　　時］� 2019年 6 月14日㈮　15時～17時
［場　　所］� 消団連　会議室
［概　　要］

【報告事項】
⑴　専門委員会の活動
•�食品添加物やゲノム編集応用食品など
食品表示問題についての学習会を検討
する。
•�プラスチックごみの発生・処理・再利
用等の情報を整理し、市町村の取り組
みを中心に問題点を整理する。

⑵　組織・財政の現況と対策
•�機関紙サイクル　 2減　 5月末734部

⑶　加盟組織の活動
•�消費税の増税に反対する関西連絡会で
は連続講座を開催中。第 1回（ 5 /22）
参加35人。第 2回（ 7 / 4 ）、講師が浜
教授（同志社大）からジャーナリスト
の斉藤貴男さんに変更。
•�関西消費者団体連絡懇談会では関西電
力から2018年度決算説明を 7 / 8 に受
ける。
•�ほんまにええの？TPP大阪ネットワー
クでは、種子法の廃止を受け、大阪府
に対し、奨励品種（米 3種類）確保の
為の条例制定を求める運動を検討する。

【協議事項】
1）�参議院選挙に際しての政党アンケート
について

2）2019年度の総会について
3）�大阪府消費者基本計画等検討部会への
対応について
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4）�消費税ストップ！大阪ネットワークへ
の賛同について

5）大阪タクシー協会からの申入れについて
6）�ほんまにええの？TPP大阪ネットワー
クの種子法廃止に係る方針への対応に
ついて

6 　地球環境市民会議（CASA）総会参加報告

〇第19期通常総会

［日　　時］� 2019年 6 月15日㈯　
� 10時30分～12時

［場　　所］� ドーンセンター4階　大会議室1
［出　　席］� 本人出席24　委任出席30　書面

58　計112
［議　　案］

第 1号議案　�第19期（2018年度）事業報告承
認の件

第 2号議案　�第19期（2018年度）活動決算承
認と監査報告の件

第 3号議案　�第20期（2019年度）事業計画案
承認の件

第 4号議案　�第20期（2019年度）活動予算案
承認の件

第 5号議案　理事・監事選任の件
第 6号議案　議案決議効力発生の件

全議案承認された。

7 　消費者ネット関西総会参加報告

〇第19回定期総会

［日　　時］� 2019年 6 月15日㈯　
� 11時30分～12時30分

［場　　所］� 大阪弁護士会館1001、1002会議室
［会員総数］� 75名
［出　　席］� 49名
� （出席表決権数17名、委任状によ

る出席15名、書面議決権17名）
［議　　案］

第 1号議案　2018年度事業報告承認の件
第 2号議案　2018年度活動決算の件
第 3号議案　役員選任の件

全議案承認された。

8 　大阪みどりのトラスト協会第18回理事会

［日　　時］� 2019年 6 月 5 日㈬　
� 13時30分～17時

［場　　所］� ATCビル11階セミナールーム
［出　　席］� 石井会長、大橋理事、小田理事、

林理事、前迫理事、諸岡常務理
事、松本監事、中村（府連）

［議　　題］

第 1号議案　2018（平成30）年度事業報告
第 2号議案　2018（平成30）年度決算について
第 3号議案　�2019（令和元）年度事業計画及

び収支予算の補正について
第 4号議案　第 8回定時評議員会招集について

9 　第 3回くらしクリエイトフォーラム in関西
第 1回実行委員会

［日　　時］� 2019年 5 月21日㈫　
� 10時30分～12時30分

［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、大阪府生協連

［内　　容］

⑴　�次回開催と実行委員会参加についての各
団体のご意向
•�KC’sは次回の実行委員会に不参加を表明
し、退席した。
•�KC’s 以外の 6 団体は実行委員会に参加
の意向があり、開催準備を始めることと
した。

⑵　�実行委員長・事務局団体についての各団
体のご意向
•�実行委員長について、消費者情報ネット
の石原さんに決定した。
•�事務局団体については、実行委員会の準
備・起案・運営等は持ち回りで行うこと
とした。（次回実行委員会は消費者情報
ネットが担当）実務作業部分は大阪消団
連が行うこととした。

⑶　�次回開催を進めていく場合の準備の進め
方、開催時期、呼びかける団体・方法など
•�開催時期については、2020年 3 月、12月、
2021年 3 月を候補として調整することと
した。
•�メインテーマの候補「SDGs」として、準
備を進めることとした。
•�実行委員会への参加を呼びかけるを強化
し、費用分担は一律、実行委員会出席は
可能な範囲でOKとした。
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行政等

10　農に親しむライフスタイル推進大阪府民会
議総会参加報告

［日　　時］� 2019年 5 月28日㈫　
� 10時30分～11時30分

［場　　所］� 阿倍野市民学習センター
［出席団体］

〈流通団体〉
大阪木津卸売市場市場協会
〈生産者団体〉
大阪府 4 Hクラブ連絡協議会、大阪府ファーム
レディネットワーク、大阪府農業会議、大阪府
土地改良事業団体連合会、大阪府みどり公社
〈地域活動団体〉
天王寺蕪の会、いずみ小川ふるさとくらぶ、
NPO法人ゴールドファーム、なにわの伝統野
菜研究会、田辺大根ふやしたろう会、熟塾、
y.vege、株式会社ひこばえ
〈消費者団体〉
なにわの消費者団体連絡会、全大阪消費者団体
連絡会、大阪スローフード協会、大阪府生協連
〈オブザーバー〉
大阪府農政室

［議　　題］

⑴　平成30年度の事業報告について
⑵　平成30年度の決算報告について
⑶　規約の変更について
⑷　令和元年度の役員選任について
⑸　令和元年度の事業計画について
⑹　令和元年度の予算について
⑺　その他

11　おおさかスマートエネルギー協議会・全体
会議参加報告

［日　　時］� 2019年 6 月 7 日㈮　10時～12時
［場　　所］� 大阪府咲洲庁舎45階　会議室
［出席団体］

【府民団体】
なにわの消費者団体連絡会、大阪府みどり公
社、大阪府生協連
【事業者団体】
関西経済連合会、大阪商工会議所
【エネルギー供給事業者】
関西電力、大阪ガス
【市町村】
大阪市、堺市、太子町
【オブザーバー】
経済産業省近畿経済産業局、環境省近畿地方

環境事務所
【ファシリテーター】
ひのでやエコライフ研究所　
　代表取締役　鈴木　靖文　氏
【大阪府】
環境農林水産部エネルギー政策課

［議　　題］

⑴　�今年度の大阪府・大阪市の取り組みにつ
いて

⑵　�国の温暖化・エネルギー政策の動向につ
いて

⑶　各団体からの取り組み紹介
⑷　�意見交換（協議会のテーマ・進め方等に

ついて）

12　大阪食育推進ネットワーク会議総会参加報告

［日　　時］� 2019年 6 月19日㈬　
� 15時～16時20分

［場　　所］� 大阪歴史博物館　 4階研修室
［構成団体］

大阪外食産業協会、大阪食品衛生協会、近畿
百貨店協会、大阪府医師会、大阪府飲食旅館
生活衛生組合連合会、大阪府栄養士会、大阪
府学校給食会、大阪府学校保健会、大阪府漁
業協同組合連合会、大阪府歯科医師会、大阪
府市長会、大阪府小学校長会、大阪府食生活
改善連絡協議会、大阪府私立幼稚園連盟、大
阪府生活協同組合連合会、大阪府畜産会、大
阪府町村長会、大阪府調理師会、大阪府農業
会議、大阪府農業協同組合中央会、大阪府「農
の匠」の会、大阪府PTA協議会、大阪府保育
士会、大阪府保健医療財団大阪がん循環器病
予防センター、大阪府保健所長会、大阪ヘル
シー外食推進協議会、関西消費者連合会、管
理栄養士養成施設、日本チェーンストア協会
関西支部、フィットネス21事業団、大阪府健
康医療部保健医療室健康づくり課　計31団体

［出　　席］� 22団体、府連（小山）
［議　　題］

⑴　平成30年度収支決算報告について
⑵　大阪府食育推進ネットワーク会議について
⑶　令和元年度事業計画及び収支予算について
⑷　各団体の食育推進事業について
⑸　�第 3 次大阪府食育推進計画進捗状況につ

いて
⑹　その他

13　大阪府2019年度生協検査日程

（内容省略）
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　 6月20日㈭、都シティ大阪天王寺にて、第58回通常総会を開催しました。

　理事会から提案された 4つの議案を討議しました。 5名の代議員・オブザーバーから、「～お

おさかまるごと～健康チャレンジの取り組み」「大学生協の近況と今後の取り組み」「国際協同、

平和、環境の取り組み」「多発する自然災害への対応」「つながりのある街づくりの取り組み」

について発言がありました。

　採決の結果、全ての議案が賛成多数で可決承認されました。

　ご出席いただいた会員生協代議員、オブザーバーの皆様、ご来賓の皆様、また、メッセージ

をいただきました各生協・連合会、諸団体の皆様、御礼申し上げます。

第 58 回 通常総会を開催しました

議案提案 討議　 5 名から発言いただきました 議案採決

議長　大阪いずみ市民生協　
浦田代議員

開会挨拶　タン会長理事 ご来賓ご祝辞
大阪府　川口課長

【第58回通常総会開催概要】
　［日　　時］　　2019年 6 月20日㈭　14時～15時30分
　［場　　所］　　都シティ大阪天王寺　 6階　吉野西の間
　［出席状況］　　代議員：39名（定数39名）
　　　　　　　　　　　　本人出席27名、書面出席12名
　　　　　　　　傍　聴：38名
　［ご 来 賓］　　川口　雅子　様（大阪府府民文化部　男女参画・府民協働課長）
　　　　　　　　馬場　正和　様（大阪市市民局　区政支援室　地域安全担当部長）
　　　　　　　　比嘉　宏幸　様（堺市市民人権局　市民生活部長）
　　　　　　　　廣石　健次　様（大阪労働者福祉協議会　専務理事）
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　　　　　　　　北村　　洋　様（日本生活協同組合連合会関西地連事務局長）
　　　　　　　　津塩　素弘　様（大阪府農業協同組合中央会参事）
　　　　　　　　山口　辰也　様（大阪府漁業協同組合連合会　事業部課長）
　　　　　　　　山田　重雄　様（大阪府森林組合総務部長）
　　　　　　　　八尾　高伸　様（近畿労働金庫　地域共生推進室長）
　　　　　　　　元山　鉄朗　様（消費者支援機構関西事務局長）
　　　　　　　　飯田　秀男　様（全大阪消費者団体連絡会事務局長）
　［議　　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　役員補充選任の件
　　　　　　　　第 4号議案　議案決議効力発生の件
　［総会役員等］　議長　　　　　　　　浦田実佐代　代議員（大阪いずみ市民生協）
　　　　　　　　議事運営委員　　　　久保　幸雄　理事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　池田　寿人　代議員（ほくせつ医療生協）
　　　　　　　　資格審査委員　　　　今石　栄子　代議員（大阪経済大学生協）
　　　　　　　　書記　　　　　　　　堀口　悦永　府連事務局
　［議案提案］　　第 1～ 4号議案一括　中村　夏美　専務理事
　　　　　　　　監査報告　　　　　　関戸　雅弘　特定監事
　［発 言 者］　　 5生協 5名より発言
　　　　　　　　梶　　真実　代議員（ヘルスコープおおさか）
　　　　　　　　　「～おおさかまるごと～健康チャレンジについて」
　　　　　　　　野尻　郁智　代議員（大阪大学生協）
　　　　　　　　　「大学生協の近況と今後の取り組みについて」
　　　　　　　　長谷川嘉美　代議員（医療生協かわち野）
　　　　　　　　　「国際協同、平和、環境に対する取り組みについて」
　　　　　　　　秋田　直人　代議員（全大阪労働者共済生協）
　　　　　　　　　「多発する自然災害への対応について」
　　　　　　　　安倍　美幸　傍聴者（大阪いずみ市民生協）
　　　　　　　　　「組合員活動　つながりのある町づくりへの取り組みについて」
　［審議結果］　　全議案とも原案通り賛成多数で可決承認されました。

［2019年度役員］
【理事】
代表理事・会長理事　　タン　ミッシェル　（員外）
　　　　　副会長理事　柴橋　圭介　　関西大学生活協同組合　理事長
　　　　　副会長理事　勝山　暢夫　　大阪いずみ市民生活協同組合　理事長
代表理事・専務理事　　中村　夏美　　員外（常勤）
　　　　　常任理事　　江口　慶明　　関西大学生活協同組合　専務理事
　　　　　常任理事　　櫻井　秀一　　全大阪労働者共済生活協同組合　専務理事
　　　　　常任理事　　中谷　　清　　生活協同組合ヘルスコープおおさか　専務理事
　　　　　常任理事　　羽多野宏子　　北大阪医療生活協同組合　専務理事
　　　　　理事　　　　秋山也寸子　　生活協同組合コープこうべ　理事
　　　　　理事　　　　足立美恵子　　生活協同組合おおさかパルコープ　理事
　 （新任）理事　　　　岩山　利久　　生活協同組合コープこうべ　専務理事
　　　　　理事　　　　大内　淳次　　生活協同組合エスコープ大阪　常務理事
　 （新任）理事　　　　木村　準司　　大阪きづがわ医療福祉生活協同組合　専務理事
　　　　　理事　　　　久保　幸雄　　大阪いずみ市民生活協同組合　専務理事
　 （新任）理事　　　　後藤　高宏　　近畿大学生活協同組合　専務理事
　　　　　理事　　　　清水　啓子　　生活クラブ生活協同組合大阪　常任理事
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　 （新任）理事　　　　田崎　貞雄　　大阪みなみ医療福祉生活協同組合　専務理事
　　　　　理事　　　　西村　明彦　　生活協同組合コープ自然派おおさか　専務理事
　　　　　理事　　　　貫　　恒夫　　大阪よどがわ市民生活協同組合　理事長
　　　　　理事　　　　橋下　篤司　　日鉄大阪生活協同組合　専務理事
　　　　　理事　　　　橋田　寛人　　大阪学校生活協同組合　専務理事
　 （新任）理事　　　　松岡　賢司　　生活協同組合おおさかパルコープ　常勤理事
　 （新任）理事　　　　吉川佐和子　　大阪いずみ市民生活協同組合　理事
　　　　　理事　　　　渡邉　和典　　大阪府立大学生活協同組合　専務理事

【監事】
　　　　　　　　　　　関戸　雅弘　　大阪大学生活協同組合　専務理事
　　　　　　　　　　　谷川　英子　　医療生協かわち野生活協同組合　専務理事
　　　　　　　　　　　吉川　卓次　　泉南生活協同組合　専務理事

【退任役員】
　　　　　常任理事　　入船　行由　　近畿大学生活協同組合　前専務理事
　　　　　常任理事　　北川　俊彦　　生活協同組合おおさかパルコープ　前専務理事
　　　　　常任理事　　山口　健治　　生活協同組合コープこうべ　前専務理事
　　　　　理事　　　　奥　　　章　　大阪きづがわ医療福祉生協　前専務理事
　　　　　理事　　　　篠原　　聡　　よどがわ保健生活協同組合　前専務理事
　　　　　理事　　　　長里　広美　　大阪いずみ市民生活協同組合　前理事
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　大阪府生協連の理事に就任いたしましたコープこうべの岩

山です。ご迷惑をお掛けすることもありますが、皆様よろし

くお願いいたします。

　私が大阪北生協の常務理事とコープこうべ大阪北地区本部

の本部長当時、大阪府生協連主催の会議やイベントに数多く

参加し、多くの事を学び多くの人に出会えることができまし

た。そのことを踏まえると、今回の理事就任の第一声は「た

だいま」が適切かなと思います。

　まずは大阪府生協連を取り巻く諸課題を学ばせていただき、

私に何ができるかを考え、微力ですが少しでもお役に立てる

ように頑張りますので、ご支援ご示唆をよろしくお願いいたします。

　今回、補充選任された 6名の理事からのご挨拶を掲載します。

　私が大阪きづがわ医療福祉生活協同組合の前身の、大正医

療生活協同組合に就職したのは約30年前です。当時は生協に

就職したというより、診療所に就職したという感じでした。

ベテランの組合員さんにいろいろ教えてもらいながら、最初

は「医療生協」を通じて生協活動に触れ、「医療生協の健康

観」や「患者の権利章典」、「いのちの章典」などについて教

えられました。

　大阪府生協連で生協大会実行委員会などに出る中で、いろ

いろな生協に触れることができるようになり、また新たに学

ばせていただきました。理事になるのは重責ですが、やりが

いもある役割だと思いますので、精いっぱい頑張ります。よろしくお願いします。

　今年度から大阪府生協連の理事に就任しました近畿大学生

協の後藤と申します。

　昨今、大学生協を取り巻く環境は非常に厳しく、18歳人口

減少による入学者の減少や国公立志向の高まりで、とりわけ

私学大学の経営状況が悪化しています。そんな中、大学生協

も将来を見据え昨年、全国大学生協事業連合へ合併しました。

　今後益々厳しくなる事業環境の中ですが大阪府生協連の理事

として大学生協の状況を発信し大きな連帯の中で組合員に貢献

できるよう努めてまいります。何卒よろしくお願いいたします。

新任理事のご挨拶

木村　準司
�大阪きづがわ医療福祉生活協同組合�
�　　　　　専務理事　　　　　�

後藤　高宏
�近畿大学生活協同組合�
�　　　専務理事　　　�

岩山　利久
�生活協同組合コープこうべ�
�　　　　専務理事　　　　�
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　このたび、理事に就任いたしましたおおさかパルコープの

松岡　賢司です。これまで、組織・基幹運営に27年ほど関わ

り、大阪府生活協同組合連合会の活動にも参加してきました。

大阪は全国でも、唯一特異な事業エリアを分割する生協が存

在する地域です。また、地域の組合員活動が、今なお健在な

地域でもあります。

　また、生協をとりまく環境を見れば、大阪は中小零細企業、下

請け企業が大半を占める一方、一部の高額所得者層との格差が、

際立って混在する地域でもあります。こうした地域での協同組

合の存在意義が、ますます、問われていると実感しています。

　微力ではありますが、共に大阪府下の生協の発展のために、努力してまいります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

　この度、理事に就任いたしました大阪いずみ市民生協の吉

川　佐和子です。組合員理事として今年で 7年目になり、主

に組合員活動を担当しております。組合員の高齢化や有職組

合員の増加にともない、活動の場の提供や参加促進、活動の

担い手、そもそもの活動の形態など、たくさんの課題があり

ます。大阪府生協連での活動や交流を通じて、多く学ばせて

いただき、自生協の活動に活かしてまいります。また、大阪

府生協連で少しでもお役にたてるようかんばります。これか

らよろしくお願いします。

松岡　賢司
�生活協同組合おおさかパルコープ�
�　　　　常勤理事　　　　�

吉川　佐和子
�大阪いずみ市民生活協同組合�
�　　　　理事　　　　�

　第58回通常総会で理事に選出されました、大阪みなみ医療

福祉生活協同組合で専務理事をしております、田崎貞雄です。

　私たちの医療福祉生協は、 4つの医療生協（北野田・堺・

羽曳野・阪南）が合併して 2 年前に誕生しました。組合員

27000、出資金 6 億 4 千万、年間事業高13億 2 千万、職員数

320名（正職員・非正職員合計）の医療福祉生協です。

　大阪南部、大和川以南の地域を主な活動エリアとしていま

す。医療では 5ヶ所の無床診療所と介護では通所系サービス

（デイケア 2ヶ所とデイサービス 4ヶ所）訪問系（ヘルパース

テション 3ヶ所・訪問看護ステーション 3ヶ所）ケアプラン

センター 4ヶ所と看護小規模多機能施設 1ヶ所を運営しています。私たちが、生まれ育った地

域で、安心して住み続けられる街づくりを目指して日々運動しています。今年度の総会で確認

された運動方針である、くらしの安心と持続可能な社会の実現と生協の社会的役割の強化を目

指し、加盟生協のみなさんと協力しながら努力していきたいと思っています。微力でございま

すが、がんばりますのでご指導よろしくお願い致します。

田崎　貞雄
�大阪みなみ医療福祉生活協同組合�
�　　　　専務理事　　　　�



　� 　 19

　 5月29日㈬に「子ども食堂・学習支援等活動交流会」を開催し、11会員生協、20名が参加し

ました。

　子ども貧困に係る取り組みとして、子ども食堂の運営や食材提供等の支援、学習支援や居場

所づくり等、生協での活動が年々広がってる中、先進的な取り組み事例の学びと、各生協の活

動や課題などの交流を目的に開催しました。

　はじめに、特定非営利活動法人西成チャイルド・ケア・センター／にしなり☆こども食堂／

こども食堂ネットワーク関西で、代表をされている川辺康子さんから、「にしなり☆こども食堂

の立ち上げと現状までの経過について」「こどもたちに伝えたいこと」「活動を通して思うこと」

「新たな居場所づくり」などについてお話いただきました。

　その後、参加の各生協から取り組みの事例報告を行った後、昼食をとりながら「活動を立ち

上げる為の組織内での合意形成」「ボランティアの募り方」「地域や諸団体との関わり」等につ

いて交流をしました。

子ども食堂・学習支援等活動交流会を開催しました

川辺さんからのお話 各生協の活動報告と交流
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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～

「在宅介護の現実、介護と仕事の両立について」の学習会に参加して

� 大阪いずみ市民生活協同組合　村上　正幸

　2019年 3 月20日に大阪府連のジェンダーファーラム協議会に於いて、一般社団法人和
わ
音
おん
ねっ

と代表理事の櫻庭陽子氏をお招きし、社会問題となっている「介護の実態」と「介護と仕事の

両立」について講演をいただきました。まず、介護をとりまく実態として挙げられたのが、「老

老・認認介護」が増加しているという問題です。老夫婦同士の介護、更には老夫婦認知症同士

の介護という極めて厳しい高齢化社会の実態が現実にあるということです。また、「8050問題」

と言われる、ひきこもりの子をもつ家庭が高齢化し、50代の中高年のひきこもりの子を80代の

後期高齢者にさしかかった親が面倒見るケースが増えているという社会問題も挙げられました。

子供のひきこもりが社会問題となって久しく、その子供が50代となりその親は介護が必要な後

期高齢者となり、家庭内収入も限られる中で介護が必要となる親に対する虐待なども発生して

いるといいます。もう一つ現実的な問題として、子育てと介護の「ダブルケア」についてです。

子育てと親の介護の両立、更には共働き家庭が増加している中で、子育て、親の介護、仕事と

いう 3重の課題がのしかかっているのが実態です。これらの介護をとりまく情勢で、櫻庭氏は

「介護にはお金がかかる」と力説されていました。櫻庭氏自身が、福祉の仕事をしつつ叔母を介

護し続けてこられた実体験から、現状の高齢者福祉に対する国の政策は介護の現場実態と大き

くギャップがあり、現在の介護保険制度では安心して親の介護ができる制度とはなっていない

と言われていました。私自身が講演をお聞きし感じたこととして、高齢化社会が益々進んでい

く中で、安心して親の介護が出来る環境整備は急務であると感じました。一つは介護現場が直

面する経済的負担の軽減は第一義課題であり国の介護保険制度の充実が不可欠です。ドイツや

韓国の介護制度は、軽度の介護に重点をおく制度となっており、軽度から重度への移行を削減

することに狙いがあるといいます。日本は逆で、重度の介護に焦点を当てた制度となっており、

軽度の介護への支援が薄く、結局重度化していく傾向となっています。もう一つは働く者（子

供）が安心して親の介護ができる職場環境の整備は、今以上に各企業に求められる課題である

と思います。最後に介護の担い手問題です。一昔前に直系家族によく見られた「嫁」が「親」

の介護をする時代ではなく、女性が社会進出し活躍する時代の中で、家事や子育てと同様に、

親の介護についても夫婦が協力し合い、お互いの親の介護をするという役割分担も重要となり

ます。私自身も近い将来直面する身近な問題として、今回の学習会は様々な角度から介護実態

について学ぶことができた実りある学習会となりました。
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ス ケ ジ ュ ー ル

7 月
3 日㈬　第 3回文楽・コンサート実行委員会
4日㈭　第 1回ジェンダーフォーラム協議会
4日㈭　消費者支援機構関西（KC’s）差止訴訟検討委員会
5日㈮　健康チャレンジ実行委員会
10日㈬　第 1回組織活動委員会
12日㈮　東日本大震災被災地視察研修（～13日㈯）
16日㈫　会報№341発行
16日㈫　第 3回生協大会実行委員会
18日㈭　消費者支援機構関西（KC’s）第 4回常任理事会
23日㈫　消費者支援機構関西（KC’s）第 4回理事会
25日㈭　第 1回大規模災害対策協議会
26日㈮　夏休み文楽鑑賞のつどい
31日㈬　第 1回社会福祉問題研修会

8 月
1 日㈭　第 1回近畿地区生協府県連協議会（兵庫）
2日㈮　健康チャレンジ実行委員会
7日㈬　第 4回文楽・コンサート実行委員会
7日㈬　第 2回広報のあり方改善検討グループ
8日㈭　全大阪消費者団体連絡会理事会
8日㈭　消費者支援機構関西（KC’s）差止訴訟検討委員会
17日㈯　宮城県南三陸町住民交流ボランティア（～19日㈪）
20日㈫　消費者支援機構関西（KC’s）第 5回常任理事会
21日㈬　第 4回生協大会実行委員会
22日㈭　第 1回理事・監事研修会
27日㈫　消費者支援機構関西（KC’s）第 5回理事会
28日㈬　第31回近畿地区生協・行政合同会議

9 月
3 日㈭　消費者支援機構関西（KC’s）差止訴訟検討委員会
4日㈬　第 5回文楽・コンサート実行委員会
4日㈬　生協10の基本ケア講習会第 1期①
5日㈭　第 2回大規模災害対策協議会
6日㈮　日本協同組合学会第39回大会・地域シンポジウム
6日㈮　健康チャレンジ実行委員会
11日㈬　第 2回社会福祉問題研修会
17日㈫　会報№342発行
18日㈬　第 2回組織活動委員会
18日㈬　なにわの消費者団体連絡会幹事会
19日㈭　生協10の基本ケア講習会第 1期②
19日㈭　第 2回ジェンダーフォーラム協議会
20日㈮　福島子どもツアー（～23日㈪）
24日㈫　消費者支援機構関西（KC’s）第 6回理事会
26日㈭　関西地連第 2回運営委員会・第 2回県連活動推進会議


	895551_府連会報341-表紙
	895551_府連会報341-本体



