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おおさかの生協

大阪府生活協同組合連合会

大阪府生活協同組合連合会の紹介
生活協同組合（生協・COOP）は、消費者がお金（出資金）を出し合い、組合員となり、協同で生協を運営・
利用することで、暮らしに関わる文化的・経済的なニーズを協同の力により実現する組織です。
大阪府生活協同組合連合会（大阪府生協連）は、1953年8月10日に設立し、大阪府内で事業・活動をする
38生協で構成されている連合会です。
大阪府生協連の主な活動と、会員生協についてご紹介します。
私たちの暮らしは、未だ収束が見えない新型コロナウイルスの世界的パンデミックにより、
公私に渡り多大な影響を受け続けています。このような厳しい状況の中、大阪府生協連の
会員生協は、地域社会が直面している様々な難題に対して、協同組合の源でもある「協同
の力」を活かした取り組みを続けています。SDGs の実現や世界の平和といった国際的な
課題も合わせて、誰もが暮らしやすく、そして持続可能な社会の実現に取り組みます。
会長理事

タン

ミッシェル（豪州出身、消費者問題専門家）

〜誰一人取り残さない社会へ〜

消費者に関わる社会問題への活動
⃝特定適格消費者団体 消費者支援機構関西（KC's）の正会員団体として、KC's が行っている事業者の不当な行為の差止や、消費者
被害回復の活動。事業者と消費者のコミュニケーションの研究、消費者への啓発活動に参加しています。
⃝大阪府内の消費者団体、なにわの消費者団体連絡会、全大阪消費者団体連絡会の会員団体として、両団体の消費者に関わる社会問題
への取り組み、行政との懇談、学習啓発活動等に参加しています。
⃝その他、消費者問題に関わって、行政の審議会や他団体等の委員を務めています。
◆大阪府消費者保護審議会
◆大阪市消費者保護審議会
◆関西消費者協会
◆消費者ネット関西
◆くらしクリエイトフォーラム㏌関西

食の安全・健康を守る活動
⃝行政による食の安全に関わる施策の調査や審議。また食に関わるさまざまな団体のネット
ワークに参加しています。
◆大阪府食の安全安心推進協議会
◆大阪府食育推進ネットワーク会議
◆農に親しむライフスタイル推進大阪府民会議
⃝農林水産省近畿農政局と定期的な意見交換会を、近畿地区の生協府県連と共催し、国の農業
施策への意見交換、生協の取り組みの交流などをしています。
⃝大阪の4つの消費者団体（NPO 法人関西消費者連合会、なにわの消費者団体連絡会、全大
阪消費者団体連絡会、大阪府生協連）で、大阪コンシューマーズネットワークをつくり、大
阪府の食の安全に施策に関わる情報交流に参加しています。
⃝健康づくりの取り組み「〜おおさかまるごと〜健康チャレンジ」は、誰もが気軽に参加でき
る活動として定着しています。生協組合員だけでなく、自治会や学校などを通して、府民や
子どもが参加しています。

おおさかまるごと健康チャレンジ

環境を守る活動
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⃝行政、有識者、事業者団体、府民団体などで構成する会議などに参加し、環境やエネルギ
ー問題への取り組みを交流し、持続可能な社会づくりへの活動に参加しています。
◆豊かな環境づくり大阪府民会議 ◆おおさかスマートエネルギー協議会
⃝さまざまな環境団体等に参加し活動しています。
◆地球環境市民会議（CASA）
◆大阪みどりのトラスト協会
◆温暖化防止ネットワーク関西
◆大阪府地球温暖化防止活動連絡調整会議
⃝マイクロプラスチックゴミの海洋汚染が問題となる中、全大阪消費者団体連絡会、地球環
境市民会議（CASA）と共催し、プラスチックごみ問題を考える連続楽学習会、家庭のプ
ラスチックゴミ調査活動に取り組みました。

全大阪消費者団体連絡会、地球環境市民会
議（CASA）と共催した家庭のプラごみ調査

防災・減災活動、被災地支援
⃝大阪府と「災害時における応急物資供給等に関する協定」を締結（1997年）し、大規模災
害に備え、緊急連絡体制の整備、防災訓練への参加などの活動をしています。
⃝関西広域連合に参加する行政と、メーカー・小売り・倉庫・運送など、支援物資に関わる
事業者で構成する関西災害時物資供給協議会に参加（2017年）し、緊急物資を円滑に被災
者に届けるための、システムづくりに参加しています。
⃝被災者支援に関わる団体と、おおさか災害支援ネットワーク（OSN）を設立し、災害時に
連携した被災者支援をすすめるための関係づくりに参加しています。
⃝日本生活協同組合連合会と近畿地区の生協で、近畿版広域地震対応マニュアルを作成し、
支援の手順を整備しています。
⃝全国各地で多発する災害に対し、全国の生協と連携し、被災地支援の活動をしています。

東日本大震災から10年のつどいをオンライ
ン開催 被災地から中継

生協どうしの学び合い活動
⃝会員生協組合員・役職員を対象に、各種研修会・講演会を開催しています。
◆社会福祉問題研修会
社会保障制度、地域福祉、貧困・格差等、社会福祉全般に関わる課題の学習
◆理事・監事研修会
生協に関わる法律、役員の役割と責務、経営分析等の学習
◆ジェンダーフォーラム学習講演会
ダイバーシティ、一人一人が輝ける社会づくりに向けた課題の学習
◆防災・減災学習会
災害の経験と教訓、ボランティア活動等の学習
◆生協大会〜活動交流会〜、新年講演会
生協の課題や社会的役割等の学習、生協間の活動の交流
◆講座「生協10の基本ケア」
自立した在宅生活を支援するための介護サービスの学習
◆オンラインで会議上手になろう！「初級編」「ホスト編」
「ファシリテーション＆メイク
アップ編」
オンラインミーティングシステムの基本操作、会議への参加準備などの学習
◆オンライン組合員活動交流会「居場所づくり活動交流会」
「コロナ禍での組合員活動」

オンライン「居場所づくり交流会」

生協大会（サテライト会場で視聴）

文化活動
⃝優れた文化の「継承と発展」を目的に文化企画を実施しています。
◆夏休み文楽鑑賞のつどい
大阪発祥の「文楽」を、子供向きの演目等で上演する初心者向けの公演
◆オーケストラコンサート
クラシックの名曲に、アニメや映画音楽等、幅広い曲でオーケストラの音楽を楽しみます。

大阪府協同組合・非営利協同セクター連絡協議会（OCoNoMi おおさか）
⃝持続可能な社会づくりなど共通する社会的課題への解決に向けて、連携した取り組み推進し
ていくために、大阪府内で事業活動をする協同組合 NPO 等非営利協同セクターの9団体で、
大阪府協同組合・非営利協同セクター連絡協議会（OCoNoMi おおさか）を2020年7月に
設立しました。
◆ OCoNoMi おおさか
【構成団体】
一般社団法人 大阪労働者福祉協議会
大阪府漁業協同組合連合会
大阪府森林組合
大阪府生活協同組合連合会
大阪府農業協同組合中央会
近畿労働金庫
社会福祉法人 大阪ボランティア協会
日本赤十字社大阪府支部
日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会センター事業団関西事業本部

▶組織概要

名

2021年国際協同組合デー＆ OCoNoMi お
おさか1周年講演会（オンライン）での活
動紹介

称：大阪府生活協同組合連合会

設立年月日：1953年8月10日
認可年月日：1954年3月16日
代 表 理 事：タン ミッシェル（会長理事）
中村 夏美（専務理事）
会 員 生 協：38生協

住

所：〒542-0012

 阪市中央区谷町7丁目4番15号
大
大阪府社会福祉会館内
電 話：06-6762-7220
FAX：06-6762-7296
U R L：http://www.osaka-union.coop
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大阪府生活協同組合連合会の会員生協（概況）
2021年10月 1 日現在
※数値は2020年度実績

地域生協

医療生協

会員 10 地域生協 の合計実績

会員 11 医療生協 の合計実績

▶組合員数 2,929,863 人
▶出資金高 816 億 1,866 万円
▶総事業高 4,871 億 1,767 万円

▶組合員数 290,696 人
▶出資金高 69 億 1,892 万円
▶事業収益 221 億 6,831 万円

※総事業高：供給髙に福祉事業収入やその他事業収入等の合計

宅配や店舗による購買事業を中心に、共済、介護福祉、
電力・ガス、葬祭など、くらし全般に関わる事業を展開し
ています。また、買い物困難
地域への移動店舗や夕食宅配
等の事業を通じて地域福祉づ
くり、また子ども食堂への食
材提供など地域課題に対する
活動にも取り組んでいます。

※事業収益：医療事業、福祉事業、関連事業の合計

「いつでも安心して、納得のいく医療や介護を受けたい」
「地域ぐるみで健康を守りたい」の実現に向け、医療事業・
介護福祉事業を展開しています。地域の拠点「たまり場づ
くり」、街角健診や健康チャレンジなど健康づくりの活動
を行っています。無料・低額診
療事業や子ども食堂等、生活困
窮者支援にも取り組んでいます。
コロナ禍では発熱外来や発熱往
診に取り組んでいます。

大学生協
会員 13 大学生協 の合計実績
▶組合員数 125,966 人

▶出資金高 31 億 661 万円

▶総事業高 81 億 7,862 万円

※総事業高：供給髙にその他事業収入の合計

大学生や教職員の研究・学習から、食や住居など、より豊かな大学生活を過ごすためのサポー
トを多彩な事業で展開しています。コロナ禍による休学やオンライン授業の増加等により、食堂・
店舗事業の大幅に供給高が減少し、厳しい経営状況となっています。その中でも生活困窮する大
学生への食の提供など支援活動に取り組みました。

職域生協
会員 2 職域生協 の合計実績

会員 2 共済生協 の合計実績

▶組合員数 46,926 人
▶出資金高 9,848 万円
▶総事業高 3 億 930 万円

▶組合員数 1,315,810 人
▶出資金高 74 億 1,799 万円
▶経常収益 13 億 1,883 万円

職域生協は、職場単位でつくら
れる生協です。従業員の福利厚生
の事業を展開しています。学校生
協は、大阪府内の小中高校の教職
員が組合員です。カタログ事業や
保険・カード・サービス・不動産
などの斡旋事業を展開しています。

共済は、相互扶助の精神を
最大限に生かし、組合員は安
い 掛 金 で 共 済 加 入 が で き て、
必要な時に保障を受けること
ができます。その制度を担う
のが共済生協です。地域の情報発信や、防災・減災イベン
トの実施など、くらしの話題提供もすすめています。多発
する自然災害によってお見舞い給付が増加しています。

※総事業高：供給髙にその他事業収入の合計
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共済生協

大阪府内における会員生協の位置

（本部事務所地）

分野

会員生協名

地
域

1

大阪いずみ市民生活協同組合

2

大阪よどがわ市民生活協同組合

3

グリーンコープ生活協同組合おおさか

4

生活協同組合エスコープ大阪

5

生活協同組合おおさかパルコープ

6

生活協同組合コープこうべ（大阪北地区本部）

7

生活協同組合コープ自然派おおさか

8

生活クラブ生活協同組合大阪

9

泉南生活協同組合

10 北摂・高槻生活協同組合
11 医療生協かわち野生活協同組合
12 大阪きづがわ医療福祉生活協同組合
13 大阪みなみ医療福祉生活協同組合

10

医

14 北大阪医療生活協同組合
15 けいはん医療生活協同組合

療
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16 生活協同組合ヘルスコープおおさか
17 なにわ保健生活協同組合
19 ほくせつ医療生活協同組合

22

20 南大阪医療生活協同組合

23 大阪教育大学生活協同組合
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24 大阪経済大学生活協同組合

大

18
36

26 大阪市立大学生活協同組合
27 大阪千代田短期大学生活協同組合

2

37

5
38

学

12

28 大阪電気通信大学生活協同組合
29 大阪府立大学生活協同組合

16
35

28

25
11

31

大阪府生活協同組合連合会

20

30 関西大学生活協同組合

26

31 近畿大学生活協同組合
32 千里金蘭大学生活協同組合

1

33 阪南大学生活協同組合

33
23

29

職域

34 大学生活協同組合 大阪インターカレッジコープ
35 大阪学校生活協同組合

13

36 日鉄大阪生活協同組合

4

共済

37 大阪市民共済生活協同組合
38

15

24
34 21
14
17

生活協同組合コープこうべ 本部

25 大阪樟蔭女子大学生活協同組合

7

30

19

21 よどがわ保健生活協同組合
22 大阪大学生活協同組合

3

32

18 福島医療生活協同組合

全大阪労働者共済生活協同組合
こくみん共済 COOP 大阪推進本部

27
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おおさかの生協2021
地

域

2021年10月 1 日現在

※総事業高は供給高に福祉事業やその他事業収入を加えた2020年度実績

大阪いずみ市民生活協同組合

生活協同組合コープこうべ

住
所：〒590-0075 堺市堺区南花田口町2丁2番15号
創立年月日：1974/11/5
組合員数：550,278人
出資金高：15,190,839千円
総事業高：105,822,511千円

住
所：〒658-8555 神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号
創立年月日：1921/4/12
組合員数：1,718,402人
出資金高：35,909,000千円
総事業高：279,101,001千円

大阪よどがわ市民生活協同組合

生活協同組合コープ自然派おおさか

住
所：〒564-0015 吹田市幸町4番1号
創立年月日：1977/2/25
組合員数：111,720人
出資金高：4,023,363千円
総事業高：16,879,356千円

住
所：〒567-0854 茨木市島1丁目12番37号
創立年月日：1997/11/29
組合員数：46,305人
出資金高：1,438,240千円
総事業高：7,427,869千円

グリーンコープ生活協同組合おおさか

生活クラブ生活協同組合大阪

住
所：〒569-0055 高槻市西冠3丁目8番23号
創立年月日：2005/8/29
組合員数：7,770人
出資金高：555,394千円
総事業高：1,439,132千円

住
所：〒567-0059 茨木市清水1丁目21番4号
創立年月日：1950/11/14
組合員数：19,071人
出資金高：1,850,491千円
総事業高：3,938,999千円

生活協同組合エスコープ大阪

泉南生活協同組合

住
所：〒590-0151 堺市南区小代727番地
創立年月日：1970/5/18
組合員数：18,953人
出資金高：1,632,484千円
総事業高：3,175,034千円

住
所：〒590-0523 泉南市信達岡中1489番地の10
創立年月日：1950/3/15
組合員数：4,797人
出資金高：325,882千円
総事業高：1,628,377千円

生活協同組合おおさかパルコープ

北摂・高槻生活協同組合

住
所：〒534-0024 大阪市都島区東野田町1丁目5番26号
創立年月日：1975/11/18
組合員数：448,376人
出資金高：20,617,131千円
総事業高：67,172,919千円

住
所：〒569-1051 高槻市大字原1239番1
創立年月日：1952/10/31
組合員数：4,191人
出資金高：75,844千円
総事業高：532,481千円

https://www.izumi.coop/

https://www.yodogawa.coop/

https://greencoop-kansai.or.jp/

https://s-osaka.seikatsuclub.coop

https://www.palcoop.or.jp/
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大阪府生活協同組合連合会 会員38生協一覧

https://www.kobe.coop.or.jp/

http://www.shizenha.ne.jp/osaka/

https://osaka.seikatsuclub.coop/

http://orangecoop.jp/

医

療

※事業収益は医療・介護事業と関連事業を加えた2020年度実績

医療生協かわち野生活協同組合

生活協同組合ヘルスコープおおさか

住
所：〒577-0832 東大阪市長瀬町1丁目6番15号
創立年月日：1971/9/7
組合員数：77,941人
出資金高：1,782,205千円
事業収益：5,326,724千円

住
所：〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見3丁目6番24号
創立年月日：1971/10/26
組合員数：70,887人
出資金高：1,630,076千円
事業収益：6,658,433千円

大阪きづがわ医療福祉生活協同組合

なにわ保健生活協同組合

住
所：〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目2番31号
創立年月日：1984/6/8
組合員数：25,296人
出資金高：760,864千円
事業収益：1,613,716千円

住
所：〒534-0011 大阪市都島区高倉町2丁目3番4号
創立年月日：1973/1/27
組合員数：13,423人
出資金高：263,913千円
事業収益：791,087千円

大阪みなみ医療福祉生活協同組合

福島医療生活協同組合

住
所：〒599-8124 堺市東区南野田127番地
創立年月日：1972/5/31
組合員数：27,537人
出資金高：676,707千円
事業収益：1,283,447千円

住
所：〒553-0005 大阪市福島区野田3丁目13番44号
創立年月日：1959/10/23
組合員数：5,569人
出資金高：102,837千円
事業収益：279,398千円

北大阪医療生活協同組合

ほくせつ医療生活協同組合

住
所：〒532-0013 大阪市淀川区木川西3丁目4番15号
創立年月日：1955/4/10
組合員数：14,615人
出資金高：288,628千円
事業収益：2,689,562千円

住
所：〒560-0026 豊中市玉井町1丁目10番6号
創立年月日：1978/4/1
組合員数：8,342人
出資金高：158,856千円
事業収益：230,295千円

けいはん医療生活協同組合

南大阪医療生活協同組合

住
所：〒571-0071 門真市上島町38番8号
創立年月日：1991/9/14
組合員数：12,632人
出資金高：473,560千円
事業収益：1,785,429千円

住
所：〒559-0016 大阪市住之江区西加賀屋2丁目4番2号
創立年月日：1988/12/18
組合員数：11,902人
出資金高：476,672千円
事業収益：733,276千円

https://iseikyoukawachino.jp/kawachino/

https://www.osaka-kizugawa.coop/

http://www.osakaminami.net/

https://www.kitaiseikyo.com/

http://www.keihan-healthcoop.net/

https://health-coop.jp/pub/

https://coop-naniwa.com/

https://www.osaka-fukushima.coop/

https://hokusetsu-mcoop.jp/

https://moisk.jp
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医

療

よどがわ保健生活協同組合

大阪市立大学生活協同組合

住
所：〒533-0014 大阪市東淀川区豊新1丁目3番14号 玉川ビル203号
創立年月日：1956/4/22
組合員数：22,552人
出資金高：304,609千円
事業収益：776,944千円

住
所：〒558-8585 大阪市住吉区杉本3丁目3番138号
創立年月日：1951/9
組合員数：11,086人
出資金高：269,563千円
総事業高：909,517千円

http://www.yodogawa-health.jp/

大

https://ocucoop.jp/

学

大阪大学生活協同組合

大阪千代田短期大学生活協同組合

住
所：〒560-0043 豊中市待兼山町1番9号
創立年月日：1962/5/30
組合員数：30,632人
出資金高：424,905千円
総事業高：2,981,928千円

住
所：〒586-0094 河内長野市小山田町1685番地
創立年月日：1994/5/13
組合員数：216人
出資金高：2,775千円
総事業高：27,442千円

大阪教育大学生活協同組合

大阪電気通信大学生活協同組合

住
所：〒582-8582 柏原市旭ヶ丘4丁目698番1号
創立年月日：1962/7/10
組合員数：4,247人
出資金高：111,247千円
総事業高：316,235千円

住
所：〒572-8530 寝屋川市初町18番8号
創立年月日：1984/1/12
組合員数：4,425人
出資金高：126,368千円
総事業高：333,863千円

大阪経済大学生活協同組合

大阪府立大学生活協同組合

住
所：〒533-0011 大阪市東淀川区大桐3丁目16番10号
創立年月日：1959/12/3
組合員数：6,594人
出資金高：128,286千円
総事業高：170,096千円

住
所：〒599-8531 堺市中区学園町1番1号
創立年月日：1962/4/25
組合員数：7,461人
出資金高：144,907千円
総事業高：567,948千円

大阪樟蔭女子大学生活協同組合

関西大学生活協同組合

住
所：〒577-0807 東大阪市菱屋西4丁目2番26号
創立年月日：1996/8/2
組合員数：2,965人
出資金高：58,940千円
総事業高：133,995千円

住
所：〒565-0842 吹田市千里山東3丁目10番1号
創立年月日：1962/1/19
組合員数：26,187人
出資金高：1,202,385千円
総事業高：1,276,143千円

https://www.osaka-univ.coop/

https://ok.u-coop.net/

https://oue.u-coop.net/

https://shoin.u-coop.net/

8

※総事業高は供給高にその他事業収入を加えた2020年度実績

https://www.chiyoda.ac.jp/campuslifes/daigakuseikyou/

https://oecu.hanshin.coop/

https://fudai.hanshin.coop/

https://www.kandai.ne.jp/

大

学

職

域

近畿大学生活協同組合

大阪学校生活協同組合

住
所：〒577-0818 東大阪市小若江3丁目4番1号
創立年月日：1961/4/22
組合員数：22,344人
出資金高：500,075千円
総事業高：1,207,246千円

住
所：〒537-0003 大阪市東成区神路3丁目4番13号
創立年月日：1958/12/20
組合員数：44,911人
出資金高：93,272千円
総事業高：169,112千円

千里金蘭大学生活協同組合

日鉄大阪生活協同組合

住

住
所：〒554-0024 大阪市此花区島屋5丁目1番109号
創立年月日：1947/9/3
組合員数：2,015人
出資金高：5,214千円
総事業高：140,197千円

https://www.kindai.coop/

https://kinran.u-coop.net/

所：〒565-0873 吹田市藤白台5丁目25番1号 千里金蘭大学
3号館2階
創立年月日：2015/3/25
組合員数：2,106人
出資金高：27,315千円
総事業高：66,846千円

大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ
https://osakaicc.u-coop.net/
住

http://ogs.or.jp/

共

済

大阪市民共済生活協同組合

http://www.osaka-shiminkyosai.or.jp/

所：〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目7番15号 大学生
協大阪会館
創立年月日：1995/11/1
組合員数：2,824人
出資金高：14,220千円
総事業高：64,468千円

住
所：〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目5番23号 小寺プラザ
創立年月日：1961/7/31
組合員数：258,555人
出資金高：499,649千円
経常収益：1,133,225千円

阪南大学生活協同組合

全大阪労働者共済生活協同組合

住
所：〒580-0032 松原市天美東5丁目4番33号
創立年月日：1982/5/28
組合員数：4,879人
出資金高：95,628千円
総事業高：122,901千円

住
所：〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号 難波サンケイビル14F
創立年月日：1954/11/25
組合員数：1,057,255人
出資金高：6,918,342千円
経常収益：185,611千円

https://handai.hanshin.coop/

https://www.zenrosai.coop/
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