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大阪北部を震源とする地震について

2018年 7 月 6 日

　各　　位

大阪府生活協同組合連合会

　会長理事　タン　ミッシェル

　前略　当地を襲った大阪府北部を震源とする地震に際しまして、ご心配をお掛けしました。

　この度の地震における会員生協での被害は、職員の出勤困難、物流センター施設損傷、店舗

商品落下、エレベーター停止による業務への影響等が一部で発生いたしました。幸いにも全体

的には少ない被害で、比較的早い段階から通常業務に戻ることが出来ました。

　被災者の状況は、避難所への避難者は最大時2,397名（大阪府）でしたが、現在では148名（ 7

月 4日11：30現在）と徐々に落ち着きつつあります。現地災害ボランティアセンター等へのニー

ズでは、屋根瓦損壊等によるブルーシート張り、家屋内の整理、損壊物の廃棄処理などです。

　一方で、地域の高齢化や、貧困の格差など地域福祉における諸問題が、このような災害時に

はより顕在化しています。支援が必要な方に、必要な支援が行き届くよう、行政・社協・災害

支援に関わるさまざまな主体と連携し活動を進めてまいります。

※避難者数は内閣府防災情報のページ「大阪北部を震源とする地震に係る被害状況等について」より引用
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大阪府生協連　2017年度第 6回理事会開催報告

○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2018年 5 月17日㈭� �

15時07分～17時
Ⅱ．場　　所� 大阪府社会福祉会館　 5階503
Ⅲ．出 席 者�
⑴　理事（総数22名中、18名出席、 4名欠席）
⑵　監事（総数 3名中、 2名出席、 1名欠席）
⑶　オブザーバー（ 1名出席）
⑷　陪席（ 1名出席）
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。
　続いて、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 　57回通常総会の件

⑴　2017年度活動報告・2018年度方針について

　小山事務局長より、第57回通常総会議案書の第
3次案として、2017年度活動報告及び2018年度方
針について、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。
�　2017年度決算について

　中村専務理事より、2017年度決算及び剰余金処
分案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。
�　監事監査報告について

　関戸特定監事より、2017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、監査報告書
を以って通知がされた。
　全員異議なく承認された。
�　2018年度予算・役員報酬総額について

　中村専務理事より、2018年度予算案、管理費及び
諸経費明細、役員報酬の設定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。
�　総会運営等について

　小山事務局長より、総会運営について、司会を
秋山理事に、議事運営委員を渡邉理事に担当いた
だく旨、また運営要員の要請、当日のスケジュー

ル、議事日程予定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 　社会福祉問題研修会開催企画の件

　小山事務局長より、社会福祉問題研修会の開催企
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。

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 　震災支援2018年度企画と今後の方向性の件

　小山事務局長より、東日本大震災支援企画の2018
年度計画と今後の方向性について、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、勝山常任理事より「被災地視察を踏まえた
今後の支援の検討について」意見が出された。

5 　日本生協連第67回通常総会代議員選出の件

　惣宇利会長理事より、日本生協連第67回通常総会
の代議員（ 1名）の選出について、中村専務理事と
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 　消費者支援機構関西2018年度通常総会表決
権行使者選出の件

　惣宇利会長理事より、消費者支援機構関西の2018
年度通常総会における表決権行使者（ 1名）の選出
について、中村専務理事と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。

○報○告○事○項
大阪府生協連

1 　震災支援・防災企画開催報告

⑴　�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」

［日　　程］� 2018年 3 月24日㈯～28日㈬
［参　　加］� 福島県在住の小学4～6年生20名
� 学生スタッフ12名（大教大 4名、
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大阪樟蔭 3名、近畿大学 5名）、
事務局 2名

［内　　容］�
3 /24㈯　夜　�福島県郡山市出発（大型バス

1台）
3 /25㈰　服部緑地（豊中市）レクリエーション
　　　　 �ダスキンミュージアム（施設見学、

ドーナツづくり）
　　　　 関西大学生協レストランで夕食会
3 /26㈪　�大阪ガス・ハグミュージアム（施設

見学、火育）
　　　　 同ミュージアムでたこ焼きパーティ
　　　　 京セラドーム大阪見学ツアー
3 /27㈫　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
　　　　 新日鐵住金製鋼所で夕食と入浴
　　　　 夜　大阪発
3 /28㈬　朝　福島県郡山市到着・解散

�　防災・減災学習交流会

［日　　時］� 2018年 3 月30日㈮　� �
10時～13時30分

［場　　所］� 大阪府社会福祉会館 4階403
［参 加 者］� 41名　府連（中村・小山）

ボランティア 13名 い ず み 5名 よどがわ 5名
パ ル 5名 自 然 派 1名 きづがわ 2名
全 労 済 7名 講 師 1名 府 連 2名

合 計 41名
※ボランティア：府連ボランティア企画参加者

［開催概要］�
⑴　避難所運営ゲーム（HUG）

　　　　　講師　�社会福祉法人　大阪市社会福祉協
議会

　　　　　大阪市ボランティア・市民活動センター
� 浜辺　隆之　氏

⑵　昼食を食べながら交流
�　東北支援・交流ボランティアバス

［日　　程］� 2018年 5 月 2 日㈬～ 6日㈰
［参　　加］� 市民フォーラムおおさか 8 名、

Dream�Sound�Labo～Piece（略
称：ラボピ※ 1） 8名、大阪市
社協 1 名、大阪府生協連10名
（内、学生等ボランティア 8名）　
計27名

［内　　容］�
5 / 2 ㈬　夜　�大阪府社会福祉会館出発（大

型バス 1台）
5 / 3 ㈭　�宮城県石巻市大橋地区仮設住宅で

住民交流会
　　　　 �ミニコンサート、おもちゃ遊び、手

芸、たこ焼き、ビンゴゲーム
5 / 4 ㈮　�宮城県南三陸町志津川東第 2 集会

所で住民交流会
　　　　 内容は前日同様
　　　　 語り部さんの案内で南三陸町視察
5 / 5 ㈯　�東松島市「青い鯉のぼりプロジェク

ト」参加※ 2
　　　　 寺小屋三本木「こども王国」視察
　　　　 夜　宮城県仙台市出発
5 / 6 ㈰　朝　大阪府社会福祉会館到着

※ 1　�大阪市北区の放送芸術学院専門学校の在校生
と卒業生で構成されたヴォーカルユニット。
音楽の力で被災者に元気になってもらいたい
と東日本大震災の支援活動をすすめている。

※ 2　�東日本大震災で 5歳の弟を亡くし、祖父、祖
母、母親が行方不明の青年が、自宅の跡地で
家族の思い出の品「青い鯉のぼり」を掲揚し
たことから始まり、今では震災で亡くなった
子ども達が寂しくないように、全国から集まっ
た青い鯉のぼりをこどもの日に掲揚するプロ
ジェクト

2 　委員会開催報告

⑴　第 2・ 3回健康チャレンジ実行委員会

○第 2回

［日　　時］� 2018年 4 月 6 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、
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　第 1回実行委員会の開催結果を報告
⑵　府連理事会の報告
⑶　2018年度実施要項について
・チャレンジ期間とコース内容
・参加目標
・パンフのデザインと作成スケジュール
・後援名義申請
・その他
⑷　インターネットによる広報と申込受付
�　事務局及び実行委員会体制

○第 3回

［日　　時］� 2018年 5 月11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、南
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大阪、関西共同印刷、府連
［議事概要］�
⑴　第 2回実行委員会の開催結果を報告
⑵　今後の取り組み
①　目標確認10,708人
②　パンフレットデザイン協議
③　後援名義申請進捗
④　その他実務確認
⑶　事務局体制について
・新たに大阪みなみが事務局に加わる
（�きづがわ、大阪みなみ、かわち野、ヘル
ス。よどがわ保健、府連）

⑷　実行委員会体制について
・委員長　けいはん　岡さん
・課題別役割分担
広報・集計：かわち野、よどがわ保健、
ほくせつ、南大阪
景品・次期対策：きづがわ、大阪みなみ、
けいはん
ゴール集会：ヘルス、なにわ、福島、府連

�　その他
�　第 2・ 3回文楽・コンサート実行委員会

○第 2回

［日　　時］� 2018年 4 月16日㈪　� �
10時～10時15分

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

（エスコープ）、田中（こうべ）、
白仁田（自然派）、羽村・米川
（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12名

［議事結果］�
⑴　文楽鑑賞のつどい
①　演目について
・�第一演目は「瓜子姫とあまんじゃく」も
しくは「かみなり太鼓」で最終調整中。
・�第二演目は「増補大江山（ぞうほおお
えやま）」
・�第一演目と第二演目の間で「解説ぶん
らくってなあに」

②　チラシデザインについて
・�表面は、画像を使用し、演目の標記を
よりわかりやすく。
・�裏面は、イラストを使用し、あらすじ
や解説はよりわかりやすいものにする。
イヤホンガイドの紹介は他団体主催の
チラシなどを参考に校正する。

⑶　次回日程

第 3回実行委員会　 5月16日㈬　
10時～12時

○第 3回

［日　　時］� 2018年 5 月16日㈬　� �
10時～11時40分

［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出　　席］� 安倍（いずみ）、近藤・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）、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13名

［議事結果］�
⑴　夏休み文楽鑑賞のつどい
・演目について以下の通り確認した。
　演目①「瓜子姫とあまんじゃく」
　解説　「文楽ってなあに？」
　演目②「増補大江山」
・�申込生協は昨年より 1生協増え13生協と
なった
　�いずみ、よどがわ、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、泉南、かわち野、ヘルス
コープ、ほくせつ、学校生協、全労済
・�申込枚数集約～当選者数確定～当選者リ
スト集約～座席指定券・割引券の送付ま
での今後の予定を確認した。
・�7 /27公演当日の運営について、来場者へ
の配布物、開演時の進行、悪天候や災害
により中止基準、当日の流れ等について協
議した。開演挨拶は実行委員会を代表し、
長里委員に担当いただくことを確認した。
・�当日配布プログラム、アンケートについ
て次回委員会で継続協議する。

⑵　クリスマスファミリーコンサート
・�企画のイメージについて意見交換した。
次回委員会でセンチュリーさんから選曲
提案いただき協議することを確認した。
大人向けのクリスマス時期の曲
子ども向けはクリスマスメドレー
参加型の企画
衣装等でクリスマスを演出

⑶　次回日程
第 4回実行委員会　 7月 4日㈬　
10時～12時

�　第 2回生協大会実行委員会

［日　　時］� 2018年 4 月17日㈫　� �
10時～11時15分
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［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出　　席］� 池辺（いずみ）、近藤（よどが

わ）、木村（きづがわ）、田中・
住井（かわち野）、杉安（全労
済）、秋山・中村・小山（府連）　
� 以上 9名

［議事概要］�
⑴　�記念講演についてテーマと講演者候補の

検討をした。
検討の結果、下記の 3名を候補に調整す
ることを確認した。

テーマ 候補者

健康・息育　足育
今井　一彰氏：�みらいクリニッ

ク院長
健康と食生活 佐々木　敏氏：東京大学教授

地域福祉
勝部　麗子氏：�豊中市社会福祉

協議会

3名の候補者いずれも調整がつかない場合は、臨時
委員会を開催し、再度検討する。

⑵　�講演内容の決定を受け、展示交流や活動
体験、試食や試供品等の運営について検
討をする。

※次回第 3回実行委員会　
7月 5日㈭　10時～12時

�　第 4回組織活動委員会

［日　　時］� 2018年 4 月19日㈭　� �
14時～16時

［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出　　席］� 吉川（いずみ）、明山（よどが

わ）、本屋敷（パル）、酒井（自
然派）、木村（きづがわ）、増田（ほ
くせつ）、高西（全労済）、足立・
清水・中村・小山（府連）

� � 以上11名
［議事概要］

⑴　�各生協のこの間の特徴的な取り組みにつ
いて報告し交流した。

いずみ

・被災地を訪ねる旅プラン
・2018コープフェスタ in堺
・わかりやすい憲法のおはなし
・�2018年度ヒバクシャ国際署名
のすすめ方

よどがわ ・コープ委員会の活動
・地域「防災」モニター活動

パルコープ
・ピースリレー2018
・�くらしの公開講座「子どもの
貧困問題を考える」①

自然派
・�和歌山と合併　新名称「コー
プ自然派おおさか」

・�自然派スタイルオーガニック
エキスポ

生活クラブ

・50周年事業
・�第40回生活クラブ生協フェス
タ
・みそ作り
・�ひまわりプロジェクト（福島
支援）
・エッコロ共済

きづがわ

・パレンタイン憲法宣伝行動
・�大阪城公園　親子deウォーキ
ング
・健康チャレンジ2018春

ほくせつ ・ささえあいの会の取り組み

全労済 ・防災減災パンフ
・ママ防災

⑵　�2018年度の活動について意見交流し、防
災・減災をテーマした活動を計画するこ
とが確認された。

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］� 2018年 4 月 5 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］� 23生協・連合会、コープ共済連、
日本生協連　計91名

［内　　容］�
⑴　開会・議長選出　関西地連事務局長　� �
� 北村　　洋

議長　大阪府生活協同組合連合会　� �
� 中村　夏美

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

�　議案論議　発言11本
�　閉会挨拶　コープ共済連　理事長　� �
� 佐藤　利明
�　議長退任・閉会

5 　関西地連第 5回運営委員会参加報告

○第 5回

［日　　時］� 2018年 4 月 5 日㈭　� �
10時30分～12時

［場　　所］� 新大阪江坂東急REIホテル　
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� 3 階「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、傍聴者 1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2018年 2 月度概況報告
2．コープ共済連2017年度事業進捗報告
　　（ 2月度）
《運営・組織関連》
3．2018年全国方針検討集会開催報告
4．2018年賀詞交歓会開催報告
5．�2017年度第 2回事業種別連合会情報交換
会開催報告

6．�第68回通常総会の予定議案と開催案内に
ついて

7．�日本生協連のSDGsに関する取り組みの
進め方について

8．�子どもの貧困問題についての学習活動「子
どもの未来アクション」の取り組みにつ
いて

9．�「消費者教育の推進に関する基本的な方
針」変更案に関する意見提出について

10．�厚生労働省「食品衛生規制の見直しに関
する骨子案（食品衛生法等の改正骨子
案）」に対する日本生協連からの意見提出
について

11．�「平成30年度食品安全委員会運営計画
（案）」に対する意見提出について

12．�通販新聞の適格消費者団体と生協に関す
る記事への対応について

13．�日本協同組合連携機構（JCA）発足に伴
う役員派遣（自己取引・利益相反取引）
について

14．東日本大震災復興支援の取り組みについて
《事業関連》
15．�2018年度「エシカル」対応の強化策につ

いて
16．�2017年度「子育て支援・仲間づくり支援」

の取り組み報告
17．�1 ～ 2 月の関東・北陸における降雪影響

について
18．�公正取引委員会による「大規模小売業者

との取引に関する納入業者に対する実態
調査報告書」について

《管理関連》
19．�民法改正対応課題の全体像と日本生協連

からの情報提供について
20．執行役員選任について

21．�2018年 3 月21日付組織変更および幹部人
事について

■関西地連（協議事項、報告事項）
【協議事項】
1．�「関西地連の2017年度まとめと2018年度重
点課題」について
⑴　組織委員会
⑵　大規模災害対策協議会
⑶　職域生協協議会
⑷　組合員理事ブラッシュアップフォーラム
�　あったか地域づくり交流会
�　機関運営担当者交流会
�　男女共同参画
�　西日本宅配事業研究会
2．関西地連職域生協協議会規程の改訂の件
3．�運営委員会のもとに設置した各委員会等
の2018年度委員の推薦について

【報告事項】
1．�2017年度末における関西地連組織整備状
況について

2．2017年度関西地連主要活動日誌について
3．2017年度第 4回関西地連運営委員会報告
4．会議・学習会等の開催報告
⑴　2017年度第 3回組織委員会
⑵　�関西・中四国地連「ユニセフ指定募金

連絡会」
⑶　�関西・中四国地連「2017年度第 2回職

域生協協議会幹事会」
⑷　あったか地域づくり交流会
�　男女共同参画学習交流会
5．関西地連供給速報について
6．�関西地連2018年度会議等の開催日程につ
いて

7．2018年度の事務局体制
⑴　関西地連
⑵　東海支所
⑶　関西支所
8．（文書報告）CO・OP共済活動報告

会員及び友誼団体等

6 　消費者支援機構関西 (KC’s)報告

［日　　時］� 2018年 3 月22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11/15名、監事 1 / 2 名、検
討委員会・事務局等 6名

［概　　要］�
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⑴　�不当表示；「お問い合わせ」案について、
文言修正し執行することを確認した。

⑵　�不当表示；「再お問い合わせ」案ついて、
文面を変更し執行することを確認した。

⑶　�2018年度差止請求検討委員の任命につい
て

⑷　�2018年度被害回復検討委員の任命につい
て

�　�シンポジウム「地域で防ごう！消費者被
害 inひょうご」後援依頼他

�　�「消費者基本計画工程表」改定素案に関
する意見募集への対応について

�　�2018年度通常総会議案「2017年度事業報
告書（まとめ）と2018年度事業計画書
（方針案）二次案」について

［日　　時］� 2018年 4 月24日㈫　� �
18時～20時45分

［場　　所］� 日本生協連関西地連 4階・会議
室

［出　　席］� 理事11/15名、監事 2 / 2 名、検
討委員会・事務局等 6名

［概　　要］�
⑴　�結婚相談所；「証拠保全申立書」案につい

て、文言修正し執行することを確認した。
⑵　�ケーブルテレビ；「要請書」案ついて、文

面を変更し執行することを確認した。
⑶　�被害回復関連・葛の花イソフラボンを機

能性関与成分とする機能性表示食品販売
事業者への「ご連絡」案について

　　文言修正し執行することを確認した。
⑷　�（株）通販新聞社からの「取材のお願いに

ついて」への対応について
�　�差止請求・被害回復関係業務規程の改定

について
�　�2018年度通常総会議案「2017年度事業報

告書（まとめ）と2018年度事業計画書
（方針案）二次案」について

7 　なにわの消費者団体連絡会報告

○ 4月度幹事会

［日　　時］� 2018年 4 月18日㈬　� �
14時～16時

［場　　所］� KC’S事務所内会議室
［出　　席］� 5 団体
［議　　題］

⑴　�平成30年度～平成31年度　役員などの改
選について

⑵　平成29年度収支決算案の件

⑶　平成30年度　予算案の件
⑷　田中千香子氏　

これからの暮らしを考える「サ高住」学
習会振り返り

○ 5月度幹事会

［日　　時］� 2018年 5 月16日㈬　� �
13時30分～16時

［場　　所］� 消費者支援機構関西　事務所会
議室

［出　　席］� 6 団体
［議　　題］

⑴　�平成30年度～31年度事務局案と大阪府な
ど
審議会・委員会出席者について

⑵　15回総会議長について
⑶　平成30年度活動計画案について
⑷　その他報告

8 　全大阪消費者団体連絡会報告

○理事会

［日　　時］� 2018年 4 月 3 日㈫　� �
16時30分～18時

［場　　所］� 消団連　会議室
［概　　要］

【報告事項】
⑴　専門委員会の活動
・�インターネット、スマートフォン、SNS
に関する連続学習会を開催する。
5 /21㈪　�「初歩から学ぶ！ネット・スマ

ホ・SNS（入門編）」
6 /26㈫　�「ネット・スマホ・SNSと消費

者被害」
7 /18㈬　�「ネット・スマホ・SNSと子ど

も」
⑵　組織・財政の現況と対策
・�機関紙サイクル　 1減　 3月末749部、3
月度決算報告

⑶　加盟団体の活動等
・�ほんまにええの？TPP大阪ネットワーク
では、TPP11協定や自由貿易協定政策に
ついての学習会を 6月初旬に鈴木東大教
授を講師に開催する。

【協議事項】
⑴　 5月度運営会議の学習テーマについて
⑵　機関紙サイクルの編集・拡大等について
⑶　2017年度決算について
⑷　第26回総会議案の討議について
�　CASA市民講座の共催について
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［日　　時］� 2018年 5 月16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
・�インターネット、スマートフォン、SNS
に関する連続学習会を開催する。
5 /21㈪　13：30～15：45　マイドームお
おさか第 2会議室
「初歩から学ぶ！ネット・スマホ・SNS
（入門編）」
講師：吉川　浩之さん
総務省近畿総合通信局情報通信部電気通
信事業課
6 /26㈫　13：30～15：30　ドーンセン
ター 4階大会議室
「あなたの家族にもこんな被害が！(消費
者トラブル編」
講師：赤井カホルさん
和歌山県消費生活センター相談員
7 /18㈬　10：00～12：00　ドーンセン
ター 4階大会議室
「子ども達のスマホ利用の実態は？（大人
が知っておきたいこと編）」
講師：竹内　和雄さん
兵庫県立大学准教授
・�エネルギー基本計画のパブリックコメン
ト開始時期に合わせて、意見提出に対応
し学習会の開催を計画する。

⑵　組織・財政の現況と対策
・�機関紙サイクル　 1減　 3月末749部、4
月度決算報告

【協議事項】
⑴　総会議案の準備について
⑵　機関紙の編集・拡大等について
⑶　�消費者契約法改正法案に係る要請につい

て

9 　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32回定例会参加
報告

［日　　時］� 2018年 4 月 5 日㈭　� �
13時30分～15時30分

［場　　所］� 大阪弁護士会館　12階1205会議
室

［参　　加］� 約10名
［概　　要］

⑴　参加者紹介
⑵　�避難者交流会（ 7月 8日）の内容検討・

出展募集の案内
⑶　�避難者当事者の皆さん、参加団体からの

ご報告
⑷　事務局からのお願い・報告

10　第 2回くらしクリエイトフォーラムin関西
第 4回実行委員会参加報告

［日　　時］� 2018年 4 月19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

費者支援機構関西、NPO法人
消費者情報ネット、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　前回以降の参加意向・条件把握の状況　
⑵　開催までの準備スケジュール案況
⑶　企画内容の検討
⑷　次回実行委員会日程

11　協同シンポジウム2018inおおさか企画打合
せ参加報告

［日　　時］� 2018年 4 月26日㈭　� �
15時～17時30分

［場　　所］� 市民活動スクエアCANVAS谷
町・たたみスペース

［出　　席］� 浦田・中須（近畿労金）、永井
（大阪ボランティア協会）、

� 中村・小山（府連）
［内　　容］

⑴　開催テーマ・サブテーマについて
「SDGS と協同組合の役割～SDGS で誰も
ほっとかへん社会へ～」（仮）
⑵　日程・会場ついて
10月13日（土）13時30分～16時30分
新大阪丸ビル別館
⑶　講師等の絞込み・講演内容について
講演①「SDGSと協同組合への期待（仮）」
国連広報センター・所長　� �
� 根本かおる　氏

講演②�「SDGS達成に向けて協同組合の可
能性（仮）」

協同組合学会会長　� �
� 田中　夏子　氏

⑷　今後のスケジュールについて
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大阪府生協連　2017年度第 7回理事会開催報告

○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2018年 6 月21日㈭� �

11時30分～12時35分
Ⅱ．場　　所� 天王寺都ホテル　 5階信貴の間
Ⅲ．出 席 者�
⑴　理事（総数22名中、20名出席、 2名欠席）
⑵　監事（総数 3名中、 1名出席、 2名欠席）
⑶　オブザーバー（ 1名出席）
⑷　陪席（ 1名出席）
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。
　冒頭、 6月18日に発生した大阪北部を震源とする
地震について、被害の大きな地域を中心に、北川常
任理事、中谷常任理事、羽多野常任理事、西村理事、
清水理事、秋山理事、櫻井オブザーバーより、被害
状況や生協の取り組み等について報告がされた。
　続いて、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 　57回通常総会の件

⑴　代議員等の出席状況について

　小山事務局長より、第57回通常総会について、
代議員、オブザーバー、来賓の出席予定について
報告がされた。
　全員異議なく承認された。
�　総会役員等について

　小山事務局長より、総会役員等について、前回
理事会で承認された司会を秋山理事、議事運営委
員を渡邉理事に加え、議長として大阪みなみ医療
福祉生協の山ノ内代議員を理事会から推薦し、議
事運営委員をコープこうべの牧代議員、資格審査
委員を大阪電気通信大学生協の前田代議員を議長
から推薦、書記は堀口事務局を議長より指名いた
だくこと。また、懇親交流会の司会は長里理事に
担当いただく旨提案がされた。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認さ
れた。

��　総会運営等について

　小山事務局長より、総会当日の運営について、
本日の次第、第 1回理事会の開催、懇親交流会の
運営について、役員対象 2次会は中止する旨提案
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 　2018年度会費額確定の件

　小山事務局長より、2018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 　大阪ユニセフ協会理事就任要請の件

　中村専務理事より、大阪ユニセフ協会からの理事
就任の要請を受け、新会長理事を推薦する旨提案が
された。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認された。

4 　公益財団法人大阪みどりのトラスト協会理
事就任要請の件

　中村専務理事より、公益財団法人大阪みどりのト
ラスト協会からの理事就任の要請を受け、中村専務
理事を理事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。

○報○告○事○項
大阪府生協連

1 　会員生協の合併による名称変更について

　生活協同組合コープ自然派ピュア大阪と、生活協
同組合コープ自然派和歌山が、2018年 4 月 1 日を
もって合併し、名称を「生活協同組合コープ自然派
おおさか」に変更された旨、 5月28日付けで届出を
受理しました。

2 　第 5次エネルギー基本計画（案）への意見
提出について

　以下の通り、意見を提出しました。

・該当箇所
　�P17　 3 ．一次エネルギー構造における核エネル
ギー源の位置付けと政策の基本的な方向
　⑴　再生可能エネルギー
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・意見内容
　再生可能エネルギーの2030年のエネルギーミッ
クスにおける電源構成比率の引き上げを求めます。
・理由
　再生可能エネルギーを、「エネルギー安全保障に
も寄与できる有望かつ多様で、長期を展望した環
境負荷の低減を見据えつつ活用していく重要な低
炭素の国産エネルギー源である」と位置付け、政
策の方向性を「主力電源化への布石を打つ」とし
たことを評価します。再生可能エネルギーの主力
電源化に向け、2030年の電源構成比（現行22～
24％）の目標を上方修正し、強力な推進政策を実
施することを求めます。
・該当箇所
　�P17　 3 ．一次エネルギー構造における核エネル
ギー源の位置付けと政策の基本的な方向
　P19　⑵　原子力
・意見内容
　原子力の位置付けを見直し、2030年のエネルギー
ミックスにおける原子力の電源構成比率を引き下
げることを求めます。
・理由
　原子力の「位置付け」は、第 4 次エネルギー基
本計画のまま、「優れた安定供給性と効率性を有し」
「運転コストが低廉で変動も少なく」「エネルギー
需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード
電源」としています。しかし、東日本大震災にお
ける福島第一原子力発電所の事故以降、原子力発
電の安全性の再評価、地元自治体や住民の再稼動
に対する不安、国民の間に根強くある原発再稼動
反対論等もあり、2018年 6 月10日現在の原子力発
電炉の稼動は僅か 4 基です。とても安定供給性と
効率性を有しているとは思われません。また、使
用済み核燃料の再処理や最終的な高レベル放射性
廃棄物の処分等の技術開発、老朽した発電所の廃
炉費用、そして重大事故発生に係る処理費用を考
えると、運転コストが低廉とも思われません。以
上のことから、原子力はエネルギー需給構造の安
定性に寄与する重要なベースロード電源に位置づ
けることには疑念が残ります。
　今回の計画案で維持されている2030年のエネル
ギーミックスにおける原子力の電源構成比率（20
～22％）を実現するには30基ほどの原子炉の稼動
が必要とも言われ、現在の再稼動めぐる問題、ま
た2030年時点で運転年数が40年を超える原子炉が
多数あることなどから、とても現実的とは言えま
せん。原子力の電源構成は限りなく 0％にするこ
とを求めます。
・該当箇所
　�P17　 3 ．一次エネルギー構造における核エネル
ギー源の位置付けと政策の基本的な方向
　P20　⑶　石炭

・意見内容
　石炭火力の位置付けを見直し、2030年のエネル
ギーミックスにおける電源構成比率の引き下げを
求めます。
・理由
　石炭火力発電は化石燃料の中でも最も二酸化炭
素の排出量が多く、イギリス、カナダ、フランス、
オーストリア、ベルギーでは石炭火力の廃止に向
かっています。また欧州電気事業連合会
（EURELECTRIC）では、2020年以降は、石炭火力
発電所を新設しないと声明する等、脱石炭火力は
世界の動きとなっています。石炭火力をベースロー
ド電源と位置づけることは世界の流れと逆行する
ものです。石炭火力の電源構成を引き下げし、廃
止に向けた方向性を示すことを求めます。
・該当箇所
　�P89　第 4節　国民各層とのコミュニケーション
の充実
　�P91　 2 ．政策立案プロセスの透明化と双方向的
なコミュニケーションの充実
・意見内容
　第 4 節「国民各層とのコミュニケーション」の
充実について、「双方向的なコミュニケーション」
の充実強化を求めます。
・理由
　エネルギー基本政策は、国の在り方や、国民一
人ひとりの生活に関わる重要事項であるばかりか、
地球環境にも関わることです。第 4 次計画におい
ても「双方向的なコミュニケーションの充実」を
謳っていますが、この間、具体的に実践したこと
や、その評価と課題が見えません。審議会での議
論とパブリックコメントだけでは、政策立案プロ
セスの透明化と双方向的なコミュニケーションの
充実とは言えません。より国民が参加できる仕組
み等の充実強化を求めます。

3 　第 4回健康チャレンジ実行委員会開催報告

○第 4回

［日　　時］� 2018年 6 月 1 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、みなみ、かわち野、

けいはん、なにわ、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　課題別チーム会議開催
⑵　課題別チーム会議の報告
⑶　確認・討議事項
①　パンフデザイン確定・発注部数等の確認
②　後援名義最終確認

23自治体、21教育委員会（ 1増）、
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JA大阪
③　学校関係・他団体への申入れ状況
⑷　その他
大阪府生協連総会での発言について

日本生協連、他生協等

4 　日本生協連第68回通常総会参加報告

［日　　時］� 2018年 6 月15日㈮� �
10時30分～14時30分

［場　　所］� ホテルイ－スト21東京
［出席状況］� 定数661名中、661名の出席
� （実出席459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15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2017年度まとめと

2018年度活動方針決定の件
第 2号議案　�2017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　�2018年度事業計画および予算決

定の件
第 4号議案　役員選任規約の一部変更の件
第 5号議案　公認会計士等選任の件
第 6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 6 過半数
第 2号議案 0 6 過半数
第 3号議案 0 6 過半数
第 4号議案 0 5 過半数
第 5号議案 0 5 過半数
第 6号議案 1 5 過半数

会員及び友誼団体等

5 　消費者支援機構関西 (KC’s)報告

［日　　時］� 2018年 5 月18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11/15名、監事 0 / 2 名、検

討委員会・事務局等 6名
［概　　要］�
⑴　�DVDレンタル；「お問い合わせ」案につい
て、文言修正し執行することを確認した。

⑵　�生命保険；「要請書その 6」案ついて、文
面を変更し執行することを確認した。

⑶　�被害回復関連・葛の花イソフラボンを機
能性関与成分とする機能性表示食品販売
事業者への「ご連絡」案について文言修
正し執行することを確認した。

⑷　�2018年度通常総会議案（最終案）について
�　�「消費者契約法の一部を改正する法律案」

に関する要請書を一部文言を修正し提出
することを確認した。

［日　　時］� 2018年 6 月18日㈮　� �
18時～21時35分

［場　　所］� 日本生協連関西地連 2階・� �
会議室

［出　　席］� 理事13/15名、監事 2 / 2 名、検
討委員会・事務局等 6名

［概　　要］

⑴　�金融商品；3社に対する「お問い合わせ」
「再お問い合わせ」案について、文言修正
し執行することを確認した。

⑵　�不当表示；「再おい問合わせ」案ついて、
文言を修正し執行することを確認した。

⑶　�鍵の交換修理；「申入れ兼要請書」案につ
いて、来月提案となった。

⑷　�被害回復関連・食品表示；「お問い合わ
せ」案について文言修正し執行すること
を確認した。

�　�2018年度通常総会・総会記念シンポジウ
ムについて、当日の運営等確認した。

6 　全大阪消費者団体連絡会報告

○理事会

［日　　時］� 2018年 5 月16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
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・�大阪府に大阪府消費者教育推進地域協
議会が設置される見通しとなったこと
を受け、そのあり方について先進事例
を参考に実効性のある協議会とするこ
とを求める要望書の提出を検討する。
・�5 月28日に第 5次エネルギー基本計画
（案）に意見提出を呼びかける学習会を
開催し18名が参加。意見のポイントに
ついて学習した。

⑵　組織・財政の現況と対策
・�機関紙サイクル　 4減　 3月末745部、
5月度決算報告

⑶　加盟組織の活動
・�消費税の増税を反対する関西連絡会で
は以下の学習会を実施する。
6月29日㈮　13：30～15：30　大阪府
社会福祉会館505
「消費税を上げずに社会保障財源38兆
円を生む税制」
・�関西消費者団体連絡懇談会では関西電
力に対して以下の取り組みを実施する。
6月18日㈪　電気料金値下げの説明を
受ける
7月10日㈫　2017年度決算の説明を受
ける
7月27日㈮　定例懇談会に向けた質問
事項の検討会開催

【協議事項】

⑴　総会議案の準備について
⑵　機関紙の編集・拡大等について
⑶　�第 5 次エネルギー基本計画案に対する

パブリックコメントについて
⑷　�地球環境市民会議（CASA）、消費者支

援機構関西（KC’s）の総会について

7 　第 3回災害時の連携を考える全国フォーラ
ム参加報告

［日　　時］� 2018年 6 月12日㈫　13時～� �
　　　 6月13日㈬　15時35分

［場　　所］� 国際ファッションセンター　 3
階　KFCホール

［出　　席］� 災害時に被災地・被災者支援に
関係する団体・機関

� 行政（国・地方自治体）・企業・
NPO/NGO・市民活動団体・社
会福祉協議会・大学・研究機
関・国際機関�など約500人

［内　　容］

6 月12日㈫

・開会あいさつ
・来賓あいさつ
小比木八郎　氏　�内閣府特命担当大臣（防

災）
室崎　益城　氏　�兵庫県立大学大学院　減

災復興政策研究科教授
〇パネルディスカッション
〇「災害対応と連携の新たな動き」
近年の災害対応においては、災害時のニー
ズとシーズ情報を一元化し、官民一体と
なって支援の可視化や情報共有を行う事で、
支援のモレやムラを無くしより有効な被災
者への対応が求められている。その為には
災害前からの県域での地域ネットワークの
構築と共に、被災地外からの応援に対する
受援力の向上が求められている。また発災
した現場では、より多様な民間支援組織の
参加も求められており、双方で行われてい
る取り組みの最新事例を知る場とする。
〈登壇者〉パネリスト
佐谷　説子　氏　�内閣府政策統括官（防

災担当）付�参事官
高橋　良太　氏　�社会福祉法人全国社会

福祉協議会�地域福祉
部

長吉田建治　氏　�認 定 NPO 法人日本
NPOセンター事務局長

板谷　伸彦　氏　�日本生協連組織推進本
部サステナビリティ推
進部部長

栗田　　暢　氏　�NPO 法人全国災害ボ
ランティア支援団体
ネットワーク（JVOAD）
代表理事

〈進行〉
長澤恵美子　氏　�1 ％（ワンパーセント）

クラブ事務局次長
〇15:30～17:30　分科会
第 1分科会：�広域大規模災害に備えた多様

な主体間連携・協働の更なる
チャレンジ

第 2分科会：�災害時に機能する都道府県域
の支援ネットワークと

第 3分科会：�東日本大震災における広域避
難者支援～想定されている大
規模災害に向けて～

第 4分科会：�SDGs 時代の企業の被災地支
援とは？～わが社らしさを活
かす～
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第 5分科会：�被災者中心の支援とするために
～過去からの学びを活かす～

6月13日㈬　 2日目　課題別に深める。
9 :00～11:45　�全体セッション／パネルディス

カッション
「支援のコーディネーションが地域で機能する
には～そして今、できること～」
昨年発生した九州北部豪雨の被災地域で実
施された官と民、民と民との情報共有会議
をはじめとする連携協働の取り組み事例を
学ぶ共に、関東・東北豪雨水害や熊本地震
などの災害支援コーディネーションの課題
を検証する。また、災害時のコーディネー
ションの課題を踏まえ、多様なセクターとの
平時からのつながりづくりについて考える。
〈登壇者〉
藤澤　健児　氏　�NPO法人�

ANGELWINGS理事長
森田　和枝　氏　�福岡県朝倉市総務部ふ

るさと課課長
高橋　弘展　氏　東峰村議会議員
山下　茎三　氏　�NPO 法 人おおいた

NPOデザインセンター
代表理事

深谷　和美　氏　�社会福祉法人常総市社
会福祉協議会総務係長

樋口　　務　氏　�NPO 法人くまもと災
害ボランティア団体
ネットワーク（KVOAD）
代表理事

コーディネーター
室崎　益輝　氏　�兵庫県立大学減災復興

政策研究科長/神戸大
学名誉教授）

明城　徹也　氏　�NPO 法人全国災害ボ
ランティア支援団体
ネットワーク（JVOAD）
事務局長

12：45～14：45　分科会
第 6分科会：�避難所・避難生活における支援
第 7分科会：�災害時の支援コーディネー

ションに必要な情報集約
第 8分科会：�災害対応における助成のあり方
第 9分科会：�災害復旧における技術系支援

者との連携
第10分科会：�災害支援者のメンタルヘルス

ケア
第11分科会：�復興の課題解決のための担い

手支援
15:05～15:35　�全体セッション 2 ／クロージ

ング
「協働でつくる災害支援の未来」
JVOADが2018年に掲げている 3 つの柱を
中心にこれから実施していく「協働」の具
体的な取り組みに向けて。
〈事例紹介〉
浜辺　隆之　氏　�社会福祉法人大阪市社

会福祉協議会ボラン
ティア・市民活動セン
ター

大向　昌彦　氏　�NPO 法人いわて連携
復興センター地域コー
ディネーター

〈コメンテーター〉
田尻　佳史　氏　�認 定 NPO 法 人日本

NPOセンター�特任理事
阿部陽一郎　氏　�社会福祉法人中央共同

募金会事務局長
〈コーディネーター〉
阪本真由美　氏　�NPO 法人全国災害ボ

ランティア支援団体
ネットワーク（JVOAD）
理事

〈総括コメント〉
山崎美貴子　氏　�東京ボランティア・市

民活動センター�所長

8 　協同シンポジウム2018inおおさか第 3回打
合せ参加報告

［日　　時］� 2018年 5 月23㈬　10時～12時
［場　　所］� 近畿労働金庫本店　会議室
［出　　席］� 浦田・中須（近畿労金）、永井

（大阪ボランティア協会）、中村・
小山（府連）

［内　　容］

⑴　収支予算について
全体で約107万円、近畿労金 7：大阪府生
協連 1で配分

⑵　タイムテーブルの見直し
開催時間を15分早め、13：15～16：30と
する。

⑶　後援名義使用申請について
以下の分担で申請する。

近畿労金 ILO駐日事務所、読売新聞社、朝日
新聞社、毎日新聞社、日本経済新聞
社、産経新聞社、大阪日日新聞社、
NHK大阪放送局
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大阪府生協連 大阪府、大阪市、堺市、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、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

�　今後のスケジュールについて
7月上旬チラシ完成予定

行政等

9 　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］� 2018年 6 月 4 日㈪　15時～17時
［場　　所］� 大阪府咲洲庁舎23階　中会議室
［出席団体］

【府民団体】
なにわの消費者団体連絡会、大阪府生協連
【事業者団体】
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、オリックス
【市町村】
大阪市、堺市、門真市
【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
大阪府地球温暖化防止活動推進センター
【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）

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］� 2018年 5 月22日㈫� �
10時30分～12時

［場　　所］� 阿倍野市民学習センター
［出　　席］

〈流通団体〉
大阪外食産業協会
〈生産者団体〉
大阪農業経営者会議、大阪府ファームレディ

ネットワーク、大阪府農業協同組合中央会、
大阪府植物防疫協会、大阪府花き園芸連合
会、大阪府果樹振興会、大阪府農業会議、大
阪みどり公社
〈地域活動団体〉
天王寺蕪の会、NPO法人ゴールドファーム、
なにわの伝統野菜研究会、難波葱の会、熟塾、
よつば農産、y.vege
〈消費者団体〉
なにわの消費者団体連絡会、大阪府食生活改
善連絡協議会、大阪スローフード協会、大阪府
地域消費者団体連絡会、大阪府生協連（小山）
〈オブザーバー〉
大阪府農政室

［議　　題］

⑴　平成29年度の事業報告について
⑵　平成29年度の決算報告について
⑶　規約の変更について
⑷　平成30年度の役員選任について
�　平成30年度の事業計画について
�　平成30年度の予算について
�　その他

11　大阪府平成30年度生協検査日程

　大阪府より、2018年度の生協検査について、日程
の報告がありました。

会員及び友誼団体等　追加

12　地球環境市民会議（CASA）報告

○第18期通常総会

［日　　時］� 2018年 6 月16日㈯　� �
11時～12時30分

［場　　所］� ドーンセンター 5階大会議室 2
［出　　席］� 本人出席23　委任出席25　書面　

61計109
［議　　題］

⑴　第 1号議案　�第18期（2017年度）事業報
告承認の件

⑵　第 2号議案　�第18期（2017年度）活動決
算承認と監査報告の件

⑶　第 3号議案　�第19期（2018年度）事業計
画案承認の件

⑷　第 4号議案　�第19期（2018年度）活動予
算案承認の件

�　第 5号議案　定款一部変更の件
�　第 6号議案　議案決議効力発生の件

全議案承認された。
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13　大阪北部地震会員生協の被害状況等

6 月18日発災当日の状況より
大阪いずみ
市民生協

職員の出勤遅れで物流センター・
配送センターの体制不足。配送セ
ンター、店舗、物流センターの商
品に大きな影響はなし。

大阪よどがわ
市民生協

9：00対策本部設置。電車内にい
る職員も多い。配送は体制が整っ
たところから出発。職員安否確認
で軽微なケガが一部あり。施設被
害は一部の壁やタイルの剥がれ落
ち、棚やパソコンの落下。配送は
渋滞やマンションエレベーターの
停止の影響で遅れ21：30頃終了。
夕食サポート納品遅れ20時頃配
送終了。組合員の会議・活動は
18・19日中止。職員は配送支援優
先。19日以降、物流センターのド
ライ商品ラインの損壊によりドラ
イ商品欠品。本部職員と営業担当
職員は支所の早朝仕分けや配送
支援、コールセンター支援優先。

グリーンコープ
生協おおさか

通常月曜日はミーティングをして
から配送だが、配送優先で早めに
出発。

エスコープ大阪 特別被害なし。
おおさか
パルコープ

10：00対策本部設置。人的被害な
し。支所は遅れがあるが配送に出
発。店舗は一部被害があるが全店
営業。福祉はディサービス中止、
訪問介護は実施。枚方の組合員会
館で一部被害があり休館予定。
コールセンター半数出勤、電話の
集中はなし。物流センター（枚
方） 1 階の冷蔵・冷凍ライン稼
動、2階のドライラインは壁の倒
壊で稼動できない。京橋事務所は
エレベータとエアコン停止、電
話、ネット回線問題なし。13：00
第 2 回対策本部会議開催。個配
同乗支援、班配は代走支援の体
制。店舗は午前中で売り場をほほ
復旧。水とカップ麺の利用増。来
店も多い。夕食弁当は大阪市内中
心部のマンションコースに同乗体
制。物流センターは復旧に時間が
かかる見込み。ドライ商品は欠品
遅配の方向。食パンとコメは手出
し対応。17時第 3 回対策本部会
議。個配は 1時間程度配送遅れ。
不在での商品持ち帰り多数。班配
はほほ通常通り。店舗は枚方方面
の店が来店増。水、トレペ、レト
ルトカレー等は大阪市内の店舗か
ら転送。

コープこうべ 店舗161店中 2 店開店できず
（コープつかしん、コープ茨木藤
の里、茨木藤の里は19日も開店不
可。協同購入センターは月曜配送
なしのため影響なし。被害を受け
た箕面のセンターの復旧活動中。
19日は全センター職員 1 時間早
く出勤。物流問題なし。遅刻や出
勤できない職員が多数。負傷者な
し。

コープ自然派
おおさか

茨木センター配送ストップ。堺、
大東、和歌山のセンター被害な
し。

生活クラブ
生協大阪

茨木の事務所は棚が倒れる等、物
が散乱。月曜は配送なし。

泉南生協 特に被害なし。
北摂・高槻生協 職員被害なし。配送業務は通常通

り出発。
大阪きづがわ
医療福祉生協

9：00災害対策本部設置。被害状
況（ 9：30現在）介護施設で階段
クロスに亀裂。人的被害なし。電
気系統被害なし。ガスストップ
（一部 9：30に復旧）。水道異常な
し。エレベーター全停止、閉じ込
めないか確認。歯科医師出勤困
難。被害状況（11：30現在）港エ
リア：通常診療。デイケア 1階で
実施。利用者安否確認中。大正エ
リア：通常診療。介護事業通常実
施。西成エリア：通常診療。介護
は利用者少ないが実施。ガスは配
食サービス施設は通常。エレベー
ター一部復旧。被害状況（14：30
現在）港エリア：エレベーター以
外全て復旧。透析場所のエレベー
ター停止の対応検討。大正エリ
ア：エレベーター稼動。配食サー
ビス営業。デイ等の食事確保。西
成エリア：エレベーター停止の
為、介護利用者の 2階への移動援
助。以上の状況を「災害対策
ニュース」を発行し全事業所に送
信。

大阪みなみ
医療福祉生協

特に大きな被害はなし

医療生協
かわち野

特に大きな被害はなし

北大阪医療生協 照葉の里箕面病院より、エレベー
タは止まったが18日中に復旧。周
辺地域で夜間断水。その他問題な
し。

けいはん
医療生協

特に大きな被害はなし

ヘルスコープ
おおさか

通勤困難の職員が多い。医師が出
勤できず応援体制。外来も病棟も
通常通り。エレベーター停止、閉
じ込めなし。在宅患者、通所利用
者の安否確認。
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なにわ保健生協 一部施設エレベーター停止。通所
は休業。訪問系は通常通り。職員
被害なし。

福島医療生協 複数名の職員が出勤できない。デ
イサービス中止。診療所は通常通
り。利用者、組合員の安否確認。

ほくせつ
医療生協

職員ケガなし。出勤困難者あり。
3階事務所で物が倒れる。

南大阪医療生協 住吉診療所エレベーター停止。3
階デイケア利用者は職員介助で階
段利用。医師が出勤できず車で送
迎、診察時間 1時間遅れ。利用者
の安否確認電話（午前中）。

よどがわ
保健生協

エレベーター停止。デイサービス
休業。医師が出勤困難で皮膚科休
業。一部遅れて診療。

大阪大学生協 全日休講。営業可能店舗のみ営業。
水道復旧していないところあり

大阪教育大学生協 全日休講。15時まで営業。
大阪経済大学生協 全日休講。13時まで営業。商品が

散乱。
大阪樟蔭女子
大学生協

全日休講。生協休業。

大阪市立大学生協 全日休講。13時で営業終了。特に
問題なし。

大阪千代田
短期大学生協

全日休講。13時まで営業。

大阪電気通信
大学生協

全日休講。14時まで営業。商品落下。

大阪府立大学生協 全日休講。13時まで営業。商品落
下。

関西大学生協 特に人的・物的被害無し。店の商
品が一部落下。18・19日大学休講

近畿大学生協 全日休講。生協休業。
千里金蘭大学生協 全日休講。生協と連絡がつかな

い。
阪南大学生協 全日休講。13時まで営業。
桃山学院大学生協 全日休講。生協も半日営業。
大阪インターカ
レッジコープ

特段被害なし。職員の出勤遅れ。

大阪学校生協 特別被害なし。職員出勤困難あり。
日鉄住金大阪生協 特別問題なし。エレベーターが停

止し地下からの納品がマンパ
ワー。

大阪市民
共済生協

特段被害なし。職員の出勤遅れ。

全大阪労働者
共済生協

特段被害なし。職員の出勤遅れ。

大学生協関西
北陸事業連合

対策本部設置。会員生協の被害
状況集約。大阪府内会員生協は
全学休講措置、生協も休業もしく
は早めに営業終了。会館に一部亀
裂。電気、電話、ネット環境被害
なし。職員無事。会館上階学生マ
ンション無事。
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全議案が可決承認されました 新理事会体制のご紹介

議案提案（中村専務理事）

5名から発言いただきました

山ノ内議長
大阪みなみ医療福祉生協

惣宇利会長理事からの開催挨拶 ご来賓ご挨拶（大阪府　川口課長）

　 6月21日㈭、天王寺都ホテルにて、第57回通常総会を開催しました。
　司会からは、大阪北部を震源とする地震にて亡くなられた方へのお悔やみと、被災者へのお
見舞いを申し上げ開会宣言をいたしました。
　理事会から 5つの議案が提案され、討議では「大阪北部の地震における生協の被害状況と取
り組み」「SDGsをテーマとした組合員活動」「おおさかまるごと健康チャレンジ2018」「大学生
協を取り巻く状況と事業連合の合併」等、5名の代議員・オブザーバーから発言がありました。
　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。
　今回の総会で新たな役員体制が選任され、新会長理事の下、会員生協と共に地域社会にお役
立ちのできる生協を目指して邁進することを確認し、閉会しました。
　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 57回 通常総会を開催しました

木村さん
大阪きづがわ医療福祉生協

近藤さん
大阪よどがわ市民生協

末松さん
大学生協関西北陸事業連合

貫さん
大阪よどがわ市民生協

吉川さん
大阪いずみ市民生協
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【第57回通常総会開催概要】
　［日　　時］　　2018年 6 月21日㈭　14時～15時40分
　［場　　所］　　天王寺都ホテル　 6階　吉野西の間
　［開催要領］　　⑴　開会宣言
　　　　　　　　⑵　議長選任
　　　　　　　　⑶　会長理事挨拶
　　　　　　　　⑷　総会役員選任
　　　　　　　　�　来賓祝辞、来賓紹介
　　　　　　　　�　議事日程確認
　　　　　　　　�　議案審議
　　　　　　　　　　　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　役員退任慰労金支給の件
　　　　　　　　　　　第 5号議案　議案決議効力発生の件
　　　　　　　　�　閉会
　［出席状況］　　代議員　　代議員総数40名の内、出席40名
　　　　　　　　　　　　　（本人出席27名、書面出席13名）
　　　　　　　　傍聴　　　　　　　　　43名
　　　　　　　　来賓　　　　　　　　　 8名
　　　　　　　　理事・監事　　　　　　23名
　［総会役員等］　議長　　　　　　　　　山ノ内　香　代議員（大阪みなみ医療福祉生協）
　　　　　　　　議事運営委員　　　　　渡邉　和典　理事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牧　　圭介　代議員（コープこうべ）
　　　　　　　　資格審査委員　　　　　前田　喜史　代議員（大阪電気通信大学生協）
　　　　　　　　書記　　　　　　　　　堀口　悦永　府連事務局
　［議案提案］　　第 1～ 5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
　　　　　　　　貫　　恒夫　傍聴者（大阪よどがわ市民生協）
　　　　　　　　　「大阪北部の地震における生協の被害状況と取り組み」
　　　　　　　　吉川佐和子　代議員（大阪いずみ市民生協）
　　　　　　　　　�「SDGsをテーマとした組合員活動」
　　　　　　　　木村　準司　傍聴者（大阪きづがわ医療福祉生協）
　　　　　　　　　「おおさかまるごと健康チャレンジ2018」
　　　　　　　　近藤　智子　傍聴者（大阪よどがわ市民生協）
　　　　　　　　　「クリスマスコンサートについて」
　　　　　　　　末松　泰信　代議員（大学生協関西北陸事業連合）
　　　　　　　　　「大学生協を取り巻く状況と11月の事業連合の合併について」
　［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。
　［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）
　　　　　　　　東中　秀成　様（大阪市市民局　区政支援室　地域担当部長）
　　　　　　　　廣石　健次　様（大阪労働者福祉協議会　専務理事）
　　　　　　　　内藤　　晃　様（大阪府漁業協同組合連合会　事業部次長）
　　　　　　　　北村　　洋　様（日本生活協同組合連合会関西地連事務局長）
　　　　　　　　中須　雅治　様（近畿労働金庫　地域共生推進室　上席専任役）
　　　　　　　　元山　鉄朗　様（消費者支援機構関西　理事　兼　事務局長）
　　　　　　　　飯田　秀男　様（全大阪消費者団体連絡会事務局長）
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○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2018年 6 月21日㈭� �

15時35分～15時40分
Ⅱ．場　　所� 天王寺都ホテル 6階ロビー
Ⅲ．出 席 者�
⑴　理事（総数24名中、23名出席、 1名欠席）
⑵　監事（総数 3名中、 3名出席）
⑶　陪席（ 1名出席）
Ⅳ．議　　長� 中村理事
Ⅴ．議事の経過の要領との結果�
　中村理事が議長として、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 　新理事会体制の件

　中村理事より、新理事会体制について、会長理事
をタン理事に、副会長理事を柴橋理事、勝山理事に、
専務理事を中村理事とする旨、また常任理事につい
ては次回第 2回理事会（ 7 /19）で選任することが提
案された。
　討議の結果、提案通り、全員異議なく承認された。

会 長 理 事　タン　ミッシェル
副会長理事　柴橋　圭介
副会長理事　勝山　暢夫
専 務 理 事　中村　夏美

2 　代表理事の選任の件

　中村専務理事より、会長理事、専務理事を代表理
事と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。
　タン会長理事、中村専務理事が代表理事となるこ
とを承諾した。

大阪府生協連　2018年度第 1回理事会開催報告

［2018年度役員］
【理事】
（新任）会長理事（代表理事）� 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
　　　 専務理事（代表理事）� 中村　夏美　　員外（常勤）
　　　 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
　　　 理事� 入船　行由　　近畿大学生活協同組合　専務理事
　　　 理事� 江口　慶明　　関西大学生活協同組合　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
　　　 理事� 奥　　　章　　�大阪きづがわ医療福祉生活協同組合　�

専務理事
　　　 理事� 北川　俊彦　　�生活協同組合おおさかパルコープ　�

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� 櫻井　秀一　　�全大阪労働者共済生活協同組合　�

専務理事
　　　 理事� 篠原　　聡　　よどがわ保健生活協同組合　専務理事
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　　　 理事� 清水　啓子　　生活クラブ生活協同組合大阪　常任理事
　　　 理事� 長里　広美　　大阪いずみ市民生活協同組合　理事
　　　 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
　　　 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
（新任）理事� 貫　　恒夫　　大阪よどがわ市民生活協同組合　理事長
（新任）理事� 橋下　篤司　　日鉄住金大阪生活協同組合　専務理事
（新任）理事� 橋田　寛人　　大阪学校生活協同組合　専務理事
　　　 理事� 羽多野宏子　　北大阪医療生活協同組合　専務理事
　　　 理事� 山口　健治　　生活協同組合コープこうべ　専務理事
　　　 理事� 渡邉　和典　　大阪府立大学生活協同組合　専務理事

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

【退任役員】
　　　 会長理事� 惣宇利紀男
　　　 理事� 今宮　正信
　　　 理事� 堀内　　明＊
　　　 理事� 森本　玄輔＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊任期途中での退任
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　新しく会長理事に就任させていただいたタン・ミッシェル

です。1985年にオーストラリアから来日しました。大阪大学

で博士号を取得した後、18年間帝塚山大学で専門分野の消費

者政策・法を教えると共に、学者として、複数の国や大阪市

などの審議会の委員も務めました。現在、NPO法人消費者

ネットジャパンの理事長を務める他、ISO/JIS関連の委員会

に消費者代表として参加しています。協同組合の仕組み・活

動が国際的な注目を浴びる中で、グローバルな視点を強化し

た生協の発展に貢献したいと思っています。

　今回選任された役員から、新任の 5名の理事からのご挨拶を掲載します。

　このたび、大阪府生協連の理事に就任いたしました全大阪

労働者共済生活協同組合（全労済大阪推進本部）の櫻井です。

　全労済は、共済事業を通じて組合員の暮らしの安心をサポー

トする保障の生協です。浅学菲才ではありますが、大阪府生

協連での活動を通じ協同組合のさらなる発展と組合員の豊か

な暮らしの実現に向け少しでもお役に立てるようがんばりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

　このたび、理事に就任いたしました大阪よどがわ市民生協

の貫�恒夫です。大阪府生協連総会の 3日前に発生した大阪北

部の地震直後から多くの生協の皆様からお見舞いや、「私たち

に何かできることがあったら遠慮なく言って下さい」という

温かい言葉をいただきました。心から感謝申し上げます。生

協が助け合いの組織であることをあらためて実感しました。

大阪府内の生協が分野を超えた様々なことで力を合わせて、

地域へ貢献していけるよう、先輩に学びながら、微力ではあ

りますが、努力してまいります。どうぞよろしくお願いいた

します。

新任理事のご挨拶

理事　櫻井　秀一
�全大阪労働者共済生活協同組合�
�　　　　　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  　　　�

会長理事　タン ミッシェル
�元帝塚山大学教授・法学博士��　　　　　　　　　　　　　�
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　第57回通常総会において、理事に就任させていただきまし

た大阪学校生活協同組合の橋田寛人です。昨年の 7月に大阪

学校生協の専務理事として、仕事をさせていただくこととな

りました。大阪における学校現場は、若年層の教職員の増加、

長時間労働における教職員の多忙化など、組合員がおかれて

いる職場環境は課題が山積しています。このようななか、今

置かれている教育環境やそれぞれの職場環境を認識するとと

もに、既存の事業内容を再度、見直す過程のなかで真に教職

員が必要としている内容を考察し、「教職員になくてはならな

い学校生協」をめざして取り組みをすすめています。

　大阪府生協連のみなさまとともに、「連携」を大切に活動させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

理事　橋田　寛人
�大阪学校生活協同組合�
�　　専務理事　　�

　この度、大阪府生協連の理事に就任しました日鉄住金大阪

生協の橋下（はしした）です。私ども生協は、ご存知の通り

大阪府生協連加入生協で数少ない企業内にて活動しておりま

す職域生協です。母体企業の経営統合により、住友金属生協

から 7年前に日鉄住金大阪生協と名称変更した歴史深い生協

です。1947年、戦後の混乱期の下に創立した諸先輩たちの並々

ならぬご努力、そして組合員の生協に対する思いもあり、昨

年 9月 3日に創立70周年を迎えることができました。 1年前

に歴史ある生協の専務理事、そしてこの度大阪府生協連の理

事といった大役につくことになり、身の引き締まる思いです。

専務理事に就任して 1年になりますが、生協活動については全くの素人であり大阪府生協連の

理事就任を機に、皆さまの教えを頂きながら自生協の活動に活かしてまいりたいと思っていま

すので、皆さまのご指導をよろしくお願いします。

理事　橋下　篤司
�日鉄住金大阪生活協同組合�
�　　 専務理事 　　�
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サラダボウル
　～ひとりひとりが輝いて～

   大阪府生協連ジェンダーフォーラム協議会

　日本生協連に「女性評議会」が発足したのは1991年。その 6年後に「生協の意思決定の場に

おける女性の参画の現状と今後の方向性について」が発表されました。その後「男女共同参画

を促進するために生協が目指すこと」が提出され、全国の生協活動に様々な問題提起がされま

した。

　大阪府生協連における主な活動としては、99年度に実施した日本生協連提言の学習や関西地

連取組みの学習を皮切りに、男女共同参画の実現を目指し、タレント・落語家・ジャーナリス

ト・行政担当者および会員生協役員による講演会や先進的生協への訪問活動等を通じて継続的

取組みをすすめています。

　2016～2017年度のジェンダーフォーラム協議会は活動テーマを「ワークライフバランスにつ

いて考える」としました。大阪府の施策等について「大阪府における男女共同参画施策とドー

ンセンターの事業について」説明を受け、またドーンセンター情報ライブラリーを見学しまし

た。学習講演会としては、2016年度はワークライフバランスを若年層の視点から考えるため、

大学生の学生生活とお金の事情として「日本の奨学金制度の状況とその問題点」（中西弁護士）、

「ブラックバイトはもうたくさん！働くこと学ぶことを問い返す」（関西学生アルバイトユニオ

ン）を開催し、2017年度は子育て世代を対象に「親子でワイルドあそび」（NPO法人ファザー

リングジャパン関西）を開催しました。

　皆さん「3．8国際女性デー」をご存知でしょうか？1857年にニューヨークで起きた工場火災

で、多くの女性たちが亡くなったことを受け、 3月 8日に低賃金・長時間労働に抗議する集会

が開かれたことが起源とされています。その後、1977年国連総会においてこの日は「女性の権

利と平等のために闘う記念日」と位置づけられ、賃金・労働条件の向上を表す「パン」と、女

性の尊厳、人権の確保を表す「バラ」をシンボルに、現在も世界各国でさまざまな行動が展開

されています。このような運動を継続することも共同参画の流れにつながると考えます。

　そのような中、最近では妊娠サポート制度の導入を検討している企業も増えています。不妊

治療を目的とした休職・休暇制度としては、一例ですが通院に必要な時間だけ休暇取得できた

り、年次有給休暇を時間単位で所得できたり、またフレックスタイム制を導入して出退勤金時

刻の幅を持たせたり、さらには治療費の補助や融資制度を導入されている企業も出てきています。

　今後さらに女性のリーダーシップや組織内での役割の向上、そして政治参加等注視していく

必要があります。現在のジェンダーギャップ指数（ジェンダー不平等状況）世界144カ国中G 7

諸国最下位の114位を引き上げる必要があります。

� 全労済大阪推進本部　事業推進部　事業推進二課長　岡副　藤樹



24 　� 　

「OSAKA 女性活躍推進 ドーン de キラリフェスティバル2018」の開催

　大阪府では、 9月を「ＯＳＡＫＡ女性活躍推進月間」と定め、女性の活躍推進に関するイベント等
を集中的に開催するなど、女性の活躍推進に向けた機運醸成を進めています。
　今回は大阪府の男女共同参画推進拠点のドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
にて、9月 7日（金）・8日（土）に開催する「ＯＳＡＫＡ女性活躍推進�ドーン�de�キラリフェスティ
バル2018」をご紹介します。

⑴ 日　時：2018年 9 月 7 日㈮～ 8日㈯

⑵ 場　所：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）
　　 　　　大阪市中央区大手前 1丁目 3番49号（大阪メトロ・京阪電車　「天満橋」駅）

⑶ 主なイベント

　　▪メインシンポジウム
　　　　 9月 7日㈮　13：30～15：15
　　　　　第 1部　特別企画　うふふのある時！
　　　　　　　　　　【スペシャルゲスト】　　なるみ�さん（よしもとクリエイティブ・エージェンシー）
　　　　　第 2部　トークセッション　女性活躍の「疑問」や「不満」に答えます！
　　　　　　　　　　【出演者】　　池田久美子氏（�ダイキン工業株式会社　人事本部ダイバーシティ

推進グループ女性活躍推進担当部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　竹延　幸雄氏（�株式会社竹延　代表取締役社長（KMユナイテッ

ド創業者））
　　　　　　　　　　　　　　　　樋口　友夫氏（株式会社天彦産業　代表取締役社長）
　　　　　　　コーディネーター／大谷　邦朗氏（グッドニュース発信熟　塾長）

　　　　　詳細・お申込は　 ドーンキラリフェス 　検索してください。

　　▪キラリマルシェ　女性の活躍を応援！「キラリ」商品が勢揃い！
　　　　 9月 8日㈯　10：30～16：00
　　　　　女性農業家や女性起業家などが出展する物産展です。

　　▪働く女性・働きたい女性のための「お悩み」相談会
　　　　 9月 7日㈮・ 8日㈯　両日とも10：00～16：30（受付は15：30まで）
　　　　　�働く女性、これから働きたい女性の方々が抱えるいりいろな悩みについて、専門機関の相

談員が無料で相談に応じます。

　　▪その他、各種セミナーや家族で楽しめるイベントを開催します。
　　　　�予約の必要なセミナーや予約優先のものがあります。
　　　　�イベントの詳細や事前予約等については、関連ホームページ�『ＯＳＡＫＡ女性活躍推進「ドー

ン�de�キラリフェスティバル2018」』
　　　　http://www.dawncenter.jp/topics/fes/top.htmlをご参照ください。
　　　　（有料のイベントや、予約の必要なセミナー、予約優先のものなどがあります。）
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ス ケ ジ ュ ー ル

7 月
4 日	 第 5 回文楽・コンサート実行委員会
5日	 第 3 回生協大会実行委員会
5日	 第 1 回大規模災害対策協議会
9日	 第 1 回近畿地区生協府県連協議会
11日	 第 1 回組織活動委員会
11日	 都道府県協同組合連携組織全国交流会
17日	 会報No335発行
18日	 日本生協連第 1回県連活動推進会議（～19日）
18日	 第 1 回ジェンダーフォーラム協議会
19日	 第 2 回理事会
22日	 コヨット説明会
25日	 社会福祉問題研修会
26日	 第 1 回関西地連運営委員会
27日	 夏休み文楽鑑賞のつどい
30日	 消費者支援機構関西理事会

8 月
1 日	 第 1 回理事・監事研修会
2日	 第 5 回文楽・コンサート実行委員会
8日	 第 4 回生協大会実行委員会
11日	 お盆里帰りバス・東北被災地支援活動（～16日）
18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夏」（～22日）
25日	 熊本地震被災地支援活動（～26日）
29日	 第30回近畿地区生協・行政合同会議

9 月
5 日	 第 6 回文楽・コンサート実行委員会
6日	 第 2 回大規模災害対策協議会
18日	 会報No336発行
19日	 第 2 回ジェンダーフォ－ラム協議会
27日	 第 2 回関西地連運営委員会・県連活動推進会議
28日	 消費者支援機構関西理事会

10月
3 日	 第 2 回理事・監事研修会
5日	 第 2 回近畿地区生協府県連協議会
11日	 第 3 回理事会
17日	 第 2 回組織活動委員会
29日	 第 3 回理事・監事研修会
31日	 消費者支援機構関西理事会




