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2019年新年講演会を開催します。 �

［日　　時］　　2019年 1 月17日㈭　13時30分～16時（講演会）

　　　　　　　16時15分～17時45分（懇親交流会）

［場　　所］　　天王寺都ホテル　 6階「吉野の間」

［開催規模］　　会員生協役職員150名

［テ ー マ］　　『協同組合の連携による持続可能な社会の実現に向けて』（仮題）

［開催趣旨］　　�　少子高齢化、貧困の格差、食糧・環境問題、災害など現在のさまざまな

社会問題において、協同組合の果たすべき役割や課題、そして協同組合間

連携の重要性について、あらためて考え、大阪での協同組合連携の在り方

について考える場とするために、日本協同組合連携機構（JCA）の目的や

役割から、協同組合連携の大切さ、また先進的な取組み事例等について学

びます。

［開催要領］　　13：00　　受付・開場

　　　　　　　13：30　　開会のご挨拶

　　　　　　　13：40　　講演Ⅰ

　　　　　　　　　　　　『日本協同組合連携機構の設立と今後の展開』

　　　　　　　　　　　　日本協同組合連携機構（JCA）

　　　　　　　　　　　　代表理事専務　勝又　博三　様

　　　　　　　14：30　　休憩

　　　　　　　14：40　　講演Ⅱ

　　　　　　　　　　　　『地域での協同組合連携の先進事例』

　　　　　　　　　　　　日本協同組合連携機構（JCA）

　　　　　　　　　　　　協同組合間連携部長　前田　健喜　様

　　　　　　　15：30　　質疑応答

　　　　　　　16：00　　閉会

　　　　　　　16：15　　懇親交流会

　　　　　　　17：45　　懇親交流会終了（予定）

お 知 ら せ
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○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2018年10月11日㈭　
� 15時～17時 3 分
Ⅱ．場　　所� 大阪社会福祉指導センター　
� 2 階　ボランティアホール
Ⅲ．出 席 者

�　理事（総数24名中、18名出席、6名欠席）
�　監事（総数 3名中、1名出席、2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。
　冒頭、台風21号による生協の被害状況について、
勝山副会長理事、山口常任理事、大内理事、西村理
事、櫻井常任理事、中谷常任理事、関戸監事から報
告を受け交流した。

○審○議○事○項
1 　2019年新年講演会開催企画の件

　小山事務局長より、2019年新年講演会の開催と企
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。
［日　　時］� 2019年 1 月17日㈭　
� 13時30分～16時（講演会）
� 16時15分～17時45分（懇親交流

会）
［場　　所］� 天王寺都ホテル　
� 6 階「吉野の間」
［開催規模］� 会員生協役職員150名
［テ ー マ］� 『協同組合の連携による持続可

能な社会の実現に向けて』（仮）
［開催趣旨］

　少子高齢化、貧困の格差、食糧・環境問題、
災害など現在のさまざまな社会問題において、
協同組合の果たすべき役割や課題、そして協
同組合間連携の重要性について、あらためて
考え、大阪での協同組合連携の在り方につい
て考える場とするために、日本協同組合連携
機構（JCA）の目的や役割から、協同組合連

携の大切さ、また先進的な取組み事例等につ
いて学びます。

［開催要領］

13：00　　受付・開場
13：30　　開会のご挨拶
13：45　　講演
　　　　　�『協同組合の連携による持続可能

な社会の実現に向けて～日本協同
組合連携機構の目指すものと、他
県における先進的な取り組み事例
の紹介』（仮題）

　　　　　日本協同組合連携機構
　　　　　※途中で休憩挿む
15：45　　質疑応答
16：00　　閉会
16：15　　懇親交流会
17：45　　懇親交流会終了（予定）

2 　大阪府生協連2018年度上半期決算報告の件

　中村専務理事より、大阪府生協連の2018年度上半
期決算について報告がされ、全員異議なく承認された。

3 　大学生協関西北陸事業連合の合併に係る手
続き等の件

　小山事務局長より、大学生協関西北陸事業連合の
吸収合併に伴い、合併届の受領と消滅（解散）によっ
て10月31日をもって法定脱退となる旨報告がされ、
全員異議なく承認された。
　なお、柴橋副会長理事・勝山副会長理事・江口常
任理事・北川常任理事より「合併後のあらたな組織、
生活協同組合連合会大学生協事業連合と府県連生協
連との今後の関係について」意見が出された。

4 　ワン・ワールド・フェスティバルへの協賛
の件

　小山事務局長より、ワン・ワールド・フェスティ
バル実行委員会からの要請を受け、同フェスティバ
ルに対し、協賛金10万円を支出すること、会員生協
にポスター・チラシを配布する旨提案がされた。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認された。

5 　エイブル・アート近畿2018ひと・アート・
まち大阪実施に関する要請の件

　中村専務理事より、近畿労働金庫からの要請を受
け、エイブル・アート近畿2018ひと・アート・まち

大阪府生協連　2018年度第 3回理事会開催報告
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大阪に対し、後援名義使用を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 　奨学金と教育費負担に関するアンケート調
査の件

　中村専務理事より、大阪労働者福祉協議会からの
要請を受け、奨学金と教育費負担に関するアンケー
ト調査（対象30件）に協力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。
　なお、勝山副会長理事、江口常任理事、関戸監事
より「アンケート依頼対象について」意見が出された。

○報○告○事○項
大阪府生協連

1 　分野別会議開催日程

　地域　　　　　　2018年12月12日㈬　15時～17時
　医療　　　　　　2019年 1 月23日㈬　15時～17時
　大学　　　　　　2018年11月30日㈮　14時～17時
　職域・共済　　　2018年11月19日㈪　�15時30分～

17時
　女性役員懇談会　2018年11月15日㈭　16時～17時

2 　研修会開催報告

�　社会福祉問題研修会

［日　　時］� 2018年 7 月25日㈬　10時～12時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 5階503
［参　　加］� 7 会員、講師、府連53名

い ず み 15名 よどがわ 17名 パルコープ 7名
生活クラブ 5名 きづがわ 3名 大阪みなみ 1名
全 労 済 1名 講 師 1名 府 連 3名

合 計 53名

［開催内容］

�　講演『ひとりぽっちをつくらない
　　　　　～豊中のCSWの活動から～』
　　　　　豊中市社会福祉協議会
　　　　　福祉推進室長　勝部　麗子　様
�　質疑応答

�　第 1・ 2回理事・監事研修会

〇第 1回

［日　　時］� 2018年 8 月 1 日㈬　
� 10時～15時30分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階403
［出　　席］� 9 会員、講師、大阪府、府連
� 合計54名

い ず み 18名 よどがわ 15名 大阪みなみ 4名
北 大 阪 6名 ヘ ル ス 2名 大 経 大 1名
インカレ 1名 市民共済 1名 全 労 済 1名
講 師 1名 大 阪 府 1名 府 連 3名

合 計 54名

［内　　容］

�　開会挨拶　　タン会長理事
�　�大阪府からの挨拶・生協検査における指

摘事項等
　　男女参画・府民協働課　府民協働グループ
� 主事　　羽床孔志朗　様
�　講義『生協法の基礎』
　　日本生活協同組合連合会　
　　総合マネジメント本部
� 法務部　弁護士　　下川　慶子　様
⑷　質疑応答

〇第 2回

［日　　時］� 2018年10月 3 日㈬　10時～15時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階403
［出　　席］� 3 会員、講師、府連　合計38名

い ず み 21名 よどがわ 10名 北 大 阪 3名
講 師 1名 府 連 3名 合 計 38名

［内　　容］

�　開会
�　�講義『購買生協の会計・決算関係書類の

見方・経営分析』
�　ケーススタディ・グループワーク
　　スーパー　ライフとA生協の経営分析
　　講師
　　　　日本生活協同組合連合会　経理部
　　　　部長スタッフ　公認会計士　
� 石川　雅之　様

3 　夏休み文楽鑑賞のつどい開催報告

�　開催概要

［日　　時］� 2018年 7 月27日㈮　
� 開演11時　終演13時25分
［会　　場］� 国立文楽劇場
［後　　援］� 大阪府
［開催要領］� 10：00　正面入口
� 10：15　 2 階開場
� 10：45　幕開三番叟
� 　　　　�開演前の配布物、イヤ

ホンガイド等のご案内
� 10：55　�主催者挨拶（文楽・コ

ンサート実行委員会）
� 11：00　瓜子姫とあまんじゃく
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� 11：45　解説　文楽ってなあに？
� 12：05　休憩
� 12：35　増補大江山
� 13：20　終演
�　申込・当選結果・来場実績・割引券使用実績

•�13生協（昨年から+ 1 生協）から取り組み申
し込みがありました。
•�チケット申し込みは、集約期限内は11生協か
ら1,238人、締切り後に 1生協 4人があり、合
計12生協1,242人（昨年＋64人）の申込があり
ました。
•�震災避難者招待15席を除き、716席を申込生協
で配分しました。
•�震災避難者招待は定員15人に対し11人の申し
込みがありました。
•�落選者への割引券はイレギュラー対応を含め
557枚配布しました。
•�当日来場667人　来場率は91.2％　この間で
は一番低い。酷暑の影響か

�　収支

•�総事業費は2,514,453円と、昨年より53,448
円増加しました。公演料は席数増により
48,000円増加。チラシ作成費は印刷枚数増に
より4,584円増加。し26,316円増。割引券作成
費は印刷枚数増加により864年増加。
•�収入はチケット販売収入が1,354,700円（かわ
ち野 2枚、全労済 5枚キャンセル発生）。府連
支出は1,159,753円で昨年より7,352円減少し
ました。

�　アンケート集計結果

•�提出数411人、提出率61.6％（昨年73.4％）
•�女性75.9％　男性23.8％　ほぼ例年通りの男
女構成比
•�10代未満20.2％（▲5.7％）10代13.1％（▲
0.9％）60代21.2％（+7.7％）
•�初めて鑑賞63.0％（+6.9％）
•�演目別評価は、瓜子姫の方が増補大江山より
おもしろかったが約15％多い。イヤホンガイ
ド利用166　40.4％

4 　災害被災地支援企画開催報告

�　西日本豪雨災害ボランティアバス

〇岡山県行き

［日　　程］� 2018年 8 月 4 日㈯
［参　　加］� いずみ10名、よどがわ10名、パ

ルコープ 6名、ほくせつ医療 1
名、事務局 2名

［内　　容］

岡山県倉敷市真備町地区で、被災家屋の廃棄

物の運び出し等
6：00　JR大阪駅近く集合・出発
9：00　�倉敷市災害ボランティアセンター到

着・受付
　　　　資機材の寄付
　　　　ボランティアセンターサテライト到着
　　　　�ニーズマッチィング・活動（いずみ・

パルコープ・ほくせつ）
　　　　別サテライトに移動
　　　　ニーズマッチィング・活動（よどがわ）
14：30　活動終了。入浴し帰路
18：30　JR大阪駅着

〇岡山県行き（台風21号の影響により中止）

［日　　程］� 2018年 9 月 8 日㈯
［参加予定］� いずみ12名、よどがわ 9名、パ

ルコープ12名、きづがわ 1 名、
事務局 2名

〇広島県行き

［日　　程］� 2018年 9 月23日㈰～24日㈪
［参　　加］� 大阪府生協連の東北ボランティ

アバス参加組合員14名、いずみ
1名、よどがわ 2名、パルコー
プ 5名、事務局 2名

※�前回同様に常勤役職員対象に募集をしたが
応募が少なかった為、急遽、東北ボランティ
アバス参加者にダイレクトメールにて募集
をした。

［内　　容］

広島県安芸郡坂町西地区で、被災家屋の泥だ
し、清掃等
9 /23㈰
6 ：30　JR大阪駅近く集合・出発
11：35　坂町災害たすけあいセンター着
　　　　広島県生協連　ご挨拶
　　　　オリエンテーション
13：00　徒歩で活動家屋に移動・活動
15：00　活動終了
　　　　道具清掃
　　　　�坂町災害たすけあいセンターで靴清

掃・手洗・うがい
16：30　ホテル（呉市）到着
　　　　自由行動
9 /24㈪
7 ：45　ホテル出発
8：15　坂町災害たすけあいセンター着
　　　　オリエンテーション
9：00　徒歩で活動家屋に移動・活動
13：45　途中で活動終了（通常は15時終了）
　　　　道具清掃
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　　　　�坂町災害たすけあいセンターで靴清
掃・手洗・うがい

14：30　センター出発
　　　　入浴し帰路
21：00　JR大阪駅着

�　東日本大震災「お盆里帰りバス」

［日　　程］

往路　2018年 8 月10日㈮～11日㈯
復路　　　　 8月15日㈬～16日㈭

［参　　加］� 近畿圏内で避難生活をされてい
る方　 8組19名

� ボランティア 6名、事務局 2名
［参 加 費］� 無料
［主な内容］

8 /10㈮　21：00　大阪府社会福祉会館出発
8 /11㈯　�東京駅前～福島県・いわき駅前～福

島県・郡山駅前～宮城県・仙台駅前
•�帰省及び事故渋滞の影響を受け、
最終地点の仙台駅前には16時に
到着。
•�ボランティアは、トイレ休憩時の
誘導、安全確認、人数確認等、バ
ス利用者のお世話をした。
•�バス利用者が帰省している期間、
ボランティアと事務局は、被災地
での住民交流会、視察、被災者支
援等の活動。この日は、翌12日の
宮城県南三陸町での交流会の準
備。

8 /12㈰　 • �宮城県南三陸町志津川天王山地
区で南三陸町社会福祉協議会と
共催で住民交流会を開催。たこ焼
き、アイスクリーム、ぷよぷよ
ボールすくいの模擬店とビンゴ
ゲームを実施。約200名の参加。
さんさん商店街見学。

8 /13㈪　 • �語り部さんの案内で南三陸町と石
巻市大河小学校跡地の視察。女
川町視察。

8 /14㈫　 • �福島県福島市でかぼちゃ畑の農
作業のお手伝い。

8 /15㈬　14：00　�仙台駅前出発～郡山駅前～
いわき駅前～東京駅前～

8 /16㈭　午前 5時　大阪駅前到着・解散
�　�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」

［日　　程］� 2018年 8 月18日㈯～22日㈬
［参　　加］� 福島県在住の小学生17名
� 〈性別・学年別〉

� 女子 9名（ 4年 2名、5年 1名、
6年 6名）

� 男子 8名（ 4年 2名、5年 4名、
6年 2名）

� 学生スタッフ11名（樟蔭 4 名、
近大 3名、電通 2名、神戸親和
1名、関学 1名）、事務局 2名

［参 加 費］� 15,000円
［主な内容］

8 /18㈯　夜　　�福島県郡山市出発（大型バ
ス 1台）

8 /19㈰　朝　　�新大阪ユースホステル（宿泊
地）着、学生スタッフと合流。

　　　　 午前　�EXPOCITY内　ニフレル・
大観覧車

　　　　 午後　�大阪樟蔭女子大学（東大阪
市）の生協食堂で、生協学生
委員メンバーが運営するレ
クレーション・ゲームとウェ
ルカムたこ焼きパーティ

8 /20㈪　午前　�水上バスで大阪市内の河川
めぐり

　　　　 午後　�南港ATCホール「からだの
ひみつ大冒険」

8 /21㈫　終日　USJで遊ぶ
　　　　 夜　　�新日鐵住金製鋼所で夕食と

入浴
　　　　　　　　 協力：日鉄住金大阪生協
　　　　　　　 大阪発
8 /22㈬　朝　　福島県郡山市到着・解散

�　熊本地震「映画会でたこ焼」

［日　　程］� 2018年 8 月24日㈮～26日㈰
［参　　加］� 学生ボランティア 5名、事務局

2名
［内　　容］

日本生協連・コープ共済連の職員有志「笑顔
とどけ隊」と生協くまもと、熊本県生協連が
共同開催する映画会にて、たこ焼きを実施し
ました。 8 /25-26の二日間、南阿蘇村役場を
会場に開催されました。二日間で370人前のた
こ焼を作りました。
8 /24㈮　午後　伊丹空港出発
　　　　　　　 熊本空港着
　　　　　　　 �生協くまもとの施設で食材

準備
8 /25㈯　映画会（10：30～16：00）
　　　　 10：30～　子ども向けゲーム
　　　　 屋台（目玉焼き、カキ氷、たこ焼）
　　　　 11：30～　�映画「怪盗グルーのミニ
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オン大脱走」
　　　　 14：00～　�映画「ペコロスの母に会

いに行く」
　　　　 16：00　　閉会
8 /26㈰　映画会（10：00～12：30）
　　　　 10：00～　子ども向けゲーム
　　　　 屋台（目玉焼き、カキ氷、たこ焼）
　　　　 11：00～　�映画「怪盗グルーのミニ

オン大脱走」
　　　　 12：30　　閉会
　　　　 午後　�生協くまもとの迫副理事長

のご案内で被災地等の視察
　　　　 夕方　熊本空港発
　　　　　　　 伊丹空港着・解散

5 　各委員会報告

�　第 5・ 6回文楽・コンサート実行委員会

〇 5回

［日　　時］� 2018年 8 月 2 日㈬　
� 10時～10時50分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出　　席］� 安倍（いずみ）、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）、
宮本（生活クラブ）、長里・中村
（府連）　以上 8名

［議事結果］

�　�クリスマスコンサート　チラシデザイン
について
•� 3 つのデザイン案から基本デザインを決
定し、細かな校正を確認した。

�　会員生協への案内について
•�当初予定の 9月10日㈪を納品日し、 9月
4日には校了とすることを確認した。
•�会員生協への開催要綱について確認した。
例年と違い開催日の12月25日㈫は、大阪
市内の小中学校が終業式の日となってい
るため、大阪市内を中心的な事業区域さ
れている生協には、午後の部の「第 2回
公演」に入れ替えた。

�　次回日程等
第 6回実行委員会は予定通り、 9月 5日
㈬10時～12時開催とした。

〇 6回

［日　　時］� 2018年 9 月 5 日㈬　
� 10時～11時30分
［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）、松岡（パルコー

プ）、白仁田（自然派）、米川（か
わち野）、貴船（学校生協）、�
長里・小山（府連）　以上 9名

［議事結果］

�　夏休み文楽鑑賞のつどい
•�開催概要、申込・当選・来場実績、収支、
アンケート結果について報告がされ感想
交流をした。
＊�昨年に比べ来場時間が少し遅く感じた。
解説での壇上の子ども達を見て全体が楽
しそうだった。当落の結果を早く知らせ
てほしいとの意見があったが、自生協で
も当選しているもの思っていた人のトラ
ブルがあった。
＊�開演時は思ったよりスムーズだった。鑑
賞マナーについても悪くはなかったと
思った。演目も丁度良い。
＊�スムーズにいけたと思う。解説がよかっ
た。瓜子姫とあまんじゃくがおもしろ
かった。
＊�昨年より来場が遅く感じた。11時開演と
案内しているので、その時間に合わせて
いるのではないか。増補大江山は終わり
がわかりにくい。
＊�字幕がわかりやすい。解説の子どもの体
験はよかった。自生協でははじめて抽選
になった。楽しみにしている人多い。事
業所がない地域でも広げていきたい。

【次年度への申し送り】
•�チラシには、「幕開三番叟」「開演時間」
と丁寧に案内する。

�　クリスマスコンサート
•�取り組み生協が 1 生協増加し13生協に
なった。
•�チラシの最終デザインについて報告がさ
れた。
•�2019年度企画について、クリスマス時期
は楽団の予定があいていない為、開催時
期について検討した。

�　次回日程等
•�第 7 回実行委員会は予定通り、12月 5 日
㈬10時～12時開催とした。

�　第 6・ 7・ 8回健康チャレンジ実行委員会

〇第 6回

［日　　時］� 2018年 8 月 3 日㈮　15時～17時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階404
［出　　席］� きづがわ、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
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健、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
各月別の情報提供生協の分担、ネット申
込の普及
•�景品・次期対策チーム
子ども用参加賞ケース入り色鉛筆、特別
賞50名に1000円分のクオカード
•�ゴール集会チーム
2月 2日㈯午後　阿倍野区民ホールで開
催。記念講演の講師情報を集約する。

�　確認・討議事項
　①申込状況確認
　②宣伝組織について

〇第 7回

［日　　時］� 2018年 9 月 7 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、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］

�　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
府連会報 9月号に記事掲載
•�景品・次期対策チーム
特別賞のクオカードは既製品を使用、包
み紙はオリジナル
ゴール集会での景品は予算 5万円で検討
•�ゴール集会チーム
講師は国立循環器病研究センターから
「かるしお」の取組みで検討

�　確認・討議事項
①申込状況確認
②宣伝組織について

〇第 8回

［日　　時］� 2018年10月 5 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］

�　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

ニュース原稿作成生協確認、取組み紹
介、WEB申込状況
•�景品・次期対策チーム
クオカード包み紙デザイン確認
ゴール集会での景品は防災関連と健康関
連で検討
次期スケジュールについて意見集約実施
•�ゴール集会チーム
講師は国立循環器病研究センターに決定

�　確認・討議事項
　①申込状況確認　9,443名

�　第 4回生協大会実行委員会

［日　　時］� 2018年 8 月 8 日㈬　10時～12時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 池辺（いずみ）、小林・加藤（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）、木村（き
づがわ）、住井（かわち野）、�
杉安（全労済）、秋山・中村・�
小山（府連）　以上13名

［議事概要］

�　�開会・閉会時間、講演企画のタイムテー
ブルについて協議し、以下の通り確認し
た。

　　 9：30　　受付開始
　　10：00　　開会・挨拶
　　10：05　　記念講演
　　11：35　　�活動事例報告（＠ 8分　 3事

例）
　　　　　　　※�報告中に講演の質問カード

回収
　　12：00　　�今井先生から活動事例報告へ

の講評と質問カードへのコメ
ント

　　12：15　　記念講演・活動事例報告終了
　　　　　　　�引き続き展示コーナー等で活

動交流
　　13：30　　閉会
�　活動事例報告について以下確認した。
①�地域生協からは、コープこうべの健康を
テーマとした取り組みについて
②�医療生協からは、大阪みなみ医療福祉生
協の大学生協と連携した大学生の健康
チェックの取り組みについて
③�大学生協からは、大学生の食事情と大学
生協の取り組みについて（調整）。

�　�実行委員会生協の出展・試食・試供品の
予定について報告交流した。
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⑷　活動交流のすすめ方について協議した。
①�講演会後のホール舞台で、今井先生の書
籍等の販売コーナーと、スクエアステッ
プミニ体験。
②�展示会場は、 7階ロビーと 1階パフォー
マンススペース。スクエアステップの本
体験は 7階ロビー。 1階展示会場は展示
パネルを縦横形式で配置する。展示場所
の割り振りは事務局一任。
③シールラリー実施する。
�　当日の運営について協議した。
①�実行委員は 8時55分集合。受付の配置と
受付は実行委員で行う。
②�開会挨拶はタン会長に依頼する。司会は
記念講演・事例報告は池辺委員。展示交
流は杉安委員。

�　�会員生協への開催案内の内容について協
議した。

※�次回第 5回実行委員会　11月21日（水）生
協大会終了後

�　第 2回ジェンダーフォーラム協議会

［日　　時］� 2018年 9 月19日㈬　14時～16時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 松本・坂井・村上（いずみ）、�

近藤（よどがわ）、牧（こうべ）、
酒井（自然派）、西浦（北大阪医
療）、タン・中村・小山（府連）

� 以上10名
［議事概要］

�　�委員長について、引き続き羽多野委員に
お願いすることを確認した。

�　�テーマ「ワークライフバランスについて
考える～仕事と介護の両立～」の活動の
具体化について協議した。
•�対象によって内容が変わる。自生協の職
員の現状も知りたい。現状について学ぶ
学習もよいが、より当事者世代の人が学
べるものもよい。
•�介護休暇を取得している事例はあるが休
んでいるので仕事と両立はしていない。
事業者としては労働力を確保する課題。
実践している企業から学ぶ、当事者の体
験を学ぶ両面がある。
•�自らが体験し、仕事と介護を両立するた
めに相談窓口や制度などを知った。
•�医療の現場なので、職員の仕事と介護の
両立についてはサポート体制があり恵ま
れている。
•�企業の制度があっても十分に活かされて

いないのではないか。まだ制度もないと
ころもある。介護の経済面での負担は深
刻。
•�自生協の状況もわからない。幅広いテー
マなので、まずは一般的な現状について
聞いてから考えたい。
•�どういう制度があるのか知りたい。長い
スパンで考えて、段階的に進めていく。
•�全体の状況や課題などについて協議会で
共有し、どこにゴールを持っていくかを
考えないといけない。
•�生協の状況については日本生協連で調査
をしているかもしれない。その状況と国
の調査との比較などもできるのでは。

【確認事項】

•�テーマ「ワークライフバランスについて
考える～仕事と介護の両立～」の活動は、
当面2018～2019の 2 ヵ年で取り組む。
•�日本生協連に実態調査等の資料があるか
聞く。
•�講師候補を次回検討する。

�　第 2回組織活動委員会

〇人と防災未来センター見学会

［日　　時］� 2018年10月10日㈬　13時～15時
［場　　所］� 人と防災未来センター
［出 席 者］� 吉川・北村・野村（いずみ）、�

杉原（よどがわ）、濱田・北迫・
川端（パルコープ）、酒井・八鍬
（自然派）、増田・片桐（生活ク
ラブ）、姉川・川口（きづがわ）、
瀬藤（ほくせつ）、高西（全労
済）、タン・足立・中村・小山
（府連）　以上19名

日本生協連、他生協等

6 　第 2回日本生協連県連活動推進会議参加報
告

［日　　時］� 2018年 9 月27日㈭　
� 15時45分～18時
［場　　所］� ホテル名古屋ガーデンパレス／

2階・鼓の間
［出　　席］� 12府県連、日本生協連 5名
［議　　題］

�　開会・事務連絡
�　本部議題／質疑・意見交換
①�第 1 回県連活動推進会議（全国版）開催
報告の補足
②�憲法改定問題に関わる取り組みの進捗状
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況について
③�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
④�「第 4期基本計画のあり方に関する検討
会」中間とりまとめ　に関する意見退出
について
⑤賀詞交歓会招待国会議員リストについて
�　地連議題
①第30回近畿地区生協・行政合同会議報告
②大学生協事業連合の合併について
⑷　活動交流
①�地域の課題解決に向けたネットワークづ
くり
②災害時における府県連の対応について
�　次回第 3回県連活動推進会議（11/29）

7 　日本生協連民法改正対応説明会参加報告

［日　　時］� 2018年 9 月21日㈮　13時～17時
［場　　所］� 新大阪丸ビル別館　
� 2 階・会議室 2 - 3
［出　　席］� 各生協106名　（府連中村）
［内　　容］

�　開会
�　報告①民法改正の意義と対応課題の概観
�　�報告②改正内容と実務対応課題「テーマ

別資料集の紹介」
⑷　報告③宅配約款参考資料と契約書参考資料
�　質疑応答
�　閉会

8 　第 1・ 2回関西地連運営委員会参加報告

〇第 1回

［日　　時］� 2018年 7 月26日㈭　13時～16時
［場　　所］� 新大阪江坂東急イン　
� 3 階　ウッドルーム
［出　　席］� 運営委員31名、日本生協連・理

事監事 9名、傍聴 2名
開会
地連議長挨拶
日本生協連専務理事挨拶
�　西日本豪雨災害について（資料別紙）
�　日本生協連第68回通常総会開催報告
�　�3 つの新たな動きについて　① SDGs　

②JCA　③2030年ビジョン
【理事会報告事項】（報告と質疑）
《全体概況報告》
・西日本豪雨災害に関する報告

1．日本生協連2018年 6 月度概況報告
2．�コープ共済連2018年度事業進捗報告（ 6
月度）

　　学生総合共済協同引き受け（資料別紙）
《運営・組織関連》
3．日本生協連第68回通常総会開催報告
4．�2018年度第 1回事業種別連合会情報交換
会開催報告

5．�「日本の生協の20300年ビジョン」検討の
進め方について

6．憲法改定問題の進め方について
7．ヒバクシャ国際署名の集約状況について
8．�子ども未来アクションキックオフ開催報
告および今後の進め方について

9．東日本大震災復興支援の取り組みについて
10．�2018年介護保険報酬改定と生協の事業対

応について
11．�「再エネ開発研究会」の設置と進め方につ

いて
12．�エネルギー基本計画改定骨子への意見提

出について
13．�中央労福協「2018年度政策・制度に関す

る要求と提言」について
《事業および管理関連》
14．�会員生協と日本生協連の連帯・共同化の

概況報告
15．2018年度経営セミナーの開催について
16．ヘルシーコープの取り組みについて
17．収益認識会計基準への対応について
18．�2018年度全国生協監事懇談会委員および

エリア別相談役体制について
19．2017年度監査指摘事項への対応について
20．執行役員の追加選任について
【関西地連報告事項】（報告と質疑）
1．関西地連運営委員の期中交代について
2．�運営委員会のもとに設置した委員会等の
委員委嘱について

3．2017年度第 5回運営委員会の開催報告
4．生協・行政合同会議の開催概要について
�　第41回東海北陸生協行政合同会議
�　第30回近畿地区生協・行政合同会議

5．会議・学習会等の開催報告
�　2018年度第 1回組織委員会
�　�関西・中四国地連宅配事業・チーム

リーダー実践交流会
6．関西地連供給速報について
7．地連主要活動日誌について

〇第 2回

［日　　時］� 2018年 9 月27日㈭　
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� 13時～15時30分
［場　　所］� ホテル名古屋ガーデンパレス／

2階・鼓の間
［出　　席］� 運営委員30名、日本生協連・理

事監事 9名、傍聴 6名
開会
関西地連議長ご挨拶
日本生協連専務理事挨拶
　 1．この間の災害の被害と対応、課題
　 2．平和の取り組み　参加・ご協力のお礼
　 3．�ビジョン「テーマと論点」　論議参加の

お願い
■�情報・意見交換　この間の災害による被害
と対応等について
　【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 8 月度概況報告
　 2．�コープ共済連2018年度事業進捗報告

（ 8月度）
■�協議事項　2030年ビジョン「テーマと論点」
について
　報告事項《運営・組織関連》
　 3．2018年ピースアクション開催報告
　 4．�2018年度第 1回県連活動推進会議（全

国版）開催報告
　 5．�「2018年北海道胆振東部地震緊急支援

募金」について
　 6．�西日本豪雨災害の被災地域支援、募金

の取り組み等について
　 7．�東日本大震災復興支援の取り組みにつ

いて
　 8．�2019年全国方針検討集会の企画について
　 9．�2019年 3 生協連賀詞交歓会の概要につ

いて
　10．�厚労省「生協が行う地域福祉の先駆的

取り組み事例集（第 2弾）」について
　11．�2020NPT再検討会議に向けた取り組み

方針について
　12．�ヒバクシャ国際署名の取り組み状況に

ついて
　13．�子どもの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
　14．�2030環境目標に関する取り組みの進捗

報告
　15．�プラスチック容器包装に関する動向に

ついて
休憩
　報告事項《事業関連》《管理関連》
　16．応援食クッキーの寄付金贈呈について

　17．�日本生協連SDGs取り組み方針2018に
ついて

　18．�豪雪・大雪、大阪北部地震、平成30年
7 月豪雨への対応と今後の課題の件

　19．�民法改正対応課題に関する取組みの中
間報告

　【コープ共済連報告事項】
　【関西地連報告事項】（報告と質疑）
　 1．�生協・行政合同会議（近畿地区）

（ 8 /29）の開催報告
　 2．�2018年度第 1回運営委員会（ 7 /26）の

開催報告
　 3．会議・学習会等の開催報告
　　�　�2018年度第 1 回職域生協協議会

（ 8 /30）
　　�　�2018年度第 1回機関運営担当者交流

会（ 8 /29）
　　�　�関西・中四国地連宅配事業・所属長

交流会（ 9 /12～13）
　 4．�関西地連管内生協の供給速報（2018年

8 月）
　 5．CO・OP共済活動報告（2018年 8 月）
　 6．地連主要活動日誌について
　 7．�日本生協連関西支所の下期グループ編

成変更の件
閉会

9 　第30回近畿地区生協・行政合同会議参加報告

［日　　時］� 2018年 8 月29日㈬　
� 13時30分～17時
� ※終了後　懇親会
［場　　所］� 琵琶湖ホテル 3階「瑠璃」
［出　　席］� 41名
［議　　題］

�　挨拶
　　近畿地区生協府県連協議会代表
　　　兵庫県生協連会長理事　　
� 木田　克也　氏
　　　開催地行政　滋賀県県民生活部長　　
� 浅見　孝円　氏
�　厚生労働省ご挨拶
　　厚生労働省社会・援護局地域福祉課
　　　消費生活協同組合業務室生協検査官　
� 佐藤　敏彦　氏
�　日本生協連報告
　　「全国の生協の社会的取り組みについて」
　　　日本生協連渉外広報本部渉外部長　　
� 松本　圭司　氏
⑷　特別講演
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　　�「地球まるごとささえあう　みんなの居場
所とは～地域共同ケアのススメ～」

　　　関西学院大学人間福祉学部教授　　
� 藤井　博志　氏
�　報告と講演への質疑
�　各府県からの報告
　①�「奈良県における生協と社会福祉協議会

との連携～子ども食堂ネットワークの取
り組みを中心に」

　　　奈良県生協連　専務理事　　
� 辻　　由子　氏
　②�京都府エシカル消費ネットワークの取り

組みについて
　　　�京都府消費生活安全センター企画・啓

発担当　副主査　　
� 田中　桜子　氏
　　　京都府生協連　専務理事　　
� 高取　　淳　氏
　③�「滋賀グリーン購入ネットワーク活動紹

介～ひろげよう！買うから始めるSDGs」
　　　�一般社団法人　滋賀グリーン購入ネッ

トワーク　事務局長　　
� 辻　　博子　氏
　④特定適格消費者団体KC’sの活動報告
　　　消費者支援機構関西理事・事務局長　
� 元山　鉄朗　氏
�　質疑及び意見交換

10　第 2回近畿地区生協府県連協議会参加報告

［日　　時］� 2018年10月 5 日㈮　
� 13時30分～16時45分
［場　　所］� 福井市地域交流プラザ研修室　
� 602号室
［出 席 者］� 樫尾・山下（福井）、西山・藤田

（滋賀）、高取・九鬼（京都）、
辻・新田（奈良）、上田・藤井
（和歌山）、田中・大戸（兵庫）、
北村（関西地連）、元山（KC’s）、
中村・小山（府連）　以上16名

［議　　題］

�　�第30回近畿地区生協・行政合同会議のま
とめについて

�　�第31回近畿地区生協・行政合同会議の開
催について

　　当番：奈良県連
　　開催日2019年 8 月28日㈬　
　　13：30～17：00
�　�2018年度近畿農政局と近畿地区府県連と

の意見交換会の開催について

⑷　各府県生協連から特徴的な活動報告と交流
�　�日本生協連からの報告・共有化事項につ

いて
�　�消費者支援機構関西（KC’s）からの活動

報告と意見交流
�　その他連絡事項等
※次回2019年 3 月15日㈮　会場：京都府

会員及び友誼団体等

11　消費者支援機構関西（KC’s）報告

［日　　時］� 2018年 7 月30日㈪　
� 18時～21時15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 1 / 2 名、検

討委員会・事務局等 6名
［概　　要］

�　�スポーツクラブ；「再々申入書」案につい
て、申し入れの理由等を補強し、再提案
することを確認した。

�　�被害回復検討委員会；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16社の事案の公表案につい
て文言修正し執行することを確認した。
また、 3社についての「ご連絡」案につ
いて文言修正し執行することを確認した。

［日　　時］� 2018年 8 月27日㈪　
� 18時～21時10分
［場　　所］� 日本生協連関西地連 2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］

�　�金融商品；「申入書」案について、文言修
正し執行することを確認した。

�　�インターネット予約サイト；会員規約が
改善されたことにより、KC’sのHP公表
文（案）について、文言修正したものを
公表することを確認した。

�　�結婚相談所；「ご連絡（「申入れ」活動終
了通知）案について、文言修正し執行す
ることを確認した。

⑷　�プロバイダ；「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。

�　�スポーツクラブ；「再々申入書」案につい
て、文言修正し執行することを確認した。

�　�鍵の交換修理；「申入書兼要請書」案につ
いて、文書がダブっているなど、多々あ
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るため理事会メンバーで修正し、再提案
することを確認した。

�　�オンラインフリーマーケット；「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。

�　�「消費者契約法施行規則の一部を改正す
る内閣府令（案）」等に関する意見募集へ
の対応について

［日　　時］� 2018年 9 月28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 9 /15名、監事 1 / 2 名、検

討委員会・事務局等 6名
［概　　要］

�　�被害回復検討委員会；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
品販売事業者からの返金状況「公開文
書」案について執行することを確認した。

�　�被害回復検討委員会；食品表示（ウィン
ナー）「再お問い合わせ」案、「公表」案
について執行することを確認し、被害実
態について、PIO-NET申請を行うことと
した。
※�利害関係者である中村は審議に加わっ
ていない。

�　�組織政策委員会「中間報告」について、
報告を受け意見交流した。再度組織政策
委員会で話合いを進め、理事会提案する
ことを確認した。

⑷　�「ストップ消費者被害！～消費者契約法
改正運動～」について、賛同団体として
継続参加することを確認した。

�　�被害回検討関係業務規程の改定を確認し
た。

12　なにわの消費者団体連絡会報告

〇 7月度幹事会

［日　　時］� 2018年 7 月20日㈬　
� 10時30分～12時30分
［場　　所］� KC’s事務所内会議室
［出　　席］� 5 団体
［議　　題］

�　�豊中市の暮らしからの提案での発表　参
加案について

�　なにわの風36号　記事について
�　�平成30年度「チーズを美味しく楽しむ会」

実施案の件
⑷　出席会議報告その他

〇 9月度幹事会

［日　　時］� 2018年 9 月19日㈬　
� 13時30分～16時
［場　　所］� KC’s事務所内会議室
［出　　席］� 5 団体
［議　　題］

�　�調査・研究　（これからの暮らしを考え
る）

�　�大阪府消費生活センターとの懇談会（議
題内容について）

�　なにわの風37号の件
⑷　とよなかくらしかんまつり10/27の件
�　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」
�　出席会議報告その他

13　全大阪消費者団体連絡会報告

〇理事会

［日　　時］� 2018年 8 月 7 日㈫　18時～20時
［場　　所］� 消団連　会議室
［概　　要］

【報告事項】

�　専門委員会の活動
•�インターネット、スマホ、SNS等に係る
連続学習会の第 3 回を 7 /18に開催、消
子ども達のスマホ利用の実態を学習した。
•�市町村の消費者行政調査を実施中。
•�地方自治体の 9月議会に向け、政府に対
し地方消費者行政の充実強化を求める意
見書採択の取り組みを計画する。
•�国内の水銀の適正処理を行っている野村
興産（西淀川区）の見学会を 8 /22に実施
する。
•� 8 月度運営会議（ 8 /21・ 8 /22）のミニ
学習会は「TPP11、日欧EPA協定で日
本の酪農業はどうなるか」

�　組織・財政の現況と対策
•�機関紙サイクル　 1 減　 7 月末741部、
7月度決算報告

�　加盟組織の活動
•�消費税の増税を反対する関西連絡会、消
費税廃止大阪連絡会、消費税をなくす大
阪の会で、9 / 9 に集会とデモ行動を実施
する。

【協議事項】

1　総会議案の準備について
2　機関紙の編集・拡大等について
3　�消費者行政充実・強化を求める意見書採
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択の要請について
［日　　時］� 2018年 9 月 5 日㈬　18時～20時
［場　　所］� 消団連　会議室
［概　　要］

【報告事項】

�　専門委員会の活動
•�市町村の消費者行政調査の調査結果を
9 /22の総会の公開学習会で報告する。
•� 8 /22野村興産（西淀川区）の見学会は 6
名参加。

�　組織・財政の現況と対策
•�機関紙サイクル　 1 減　 8 月末740部、
8月度決算報告

�　加盟組織の活動
•�関西消費者団体連絡懇談会とエネルギー
供給事業者との定期懇談会は、大阪ガス
11/ 2 、関西電力11/ 8 に実施する。
•�ヒバクシャ国際署名推進大阪の会では以
下の集会を開催する。

　　日時　12月 1 日㈯　13：30～20：30
　　場所　えるおおさか 2階ホール
　　規模　800名
　　内容　映画会とトークや歌、ダンスなど
　　　　　�映画：アンゼラスの鐘、ヒロシマ

の記憶 -幻の原爆フィルムで歩く
広島、アオギリにたくして

【協議事項】

1　総会議案の準備について
2　機関紙の編集・拡大等について
3　�CASA30周年シンポジウムの広告掲載要

請への対応について
4　�原発事故損害賠償制度に係る意見募集へ

の対応について
5　�消費者契約法施行規則の一部を改正する

内閣府令（案）等に関する意見募集への
対応について

6　�内閣府消費者委員会からの要請への対応
について

7　�全国消団連の呼びかけに対する対応につ
いて

［日　　時］� 2018年10月 3 日㈭　
� 15時30分～17時
［場　　所］� 消団連　会議室
［概　　要］

【報告事項】

�　専門委員会の活動
•�中核市の保健所独立設置問題を取り上げ
る。大阪府職の安全推進課に保健所の役
割、業務と中核市への移行手続きの現状

について説明を受ける。
•�家庭から排出される水銀使用廃製品の調
査項目を検討。

�　組織・財政の現況と対策
•�機関紙サイクル　増減なし　 9 月末740
部、 9月度決算報告

�　加盟組織の活動
•� 9 / 9 「消費税10％中止！不公平な税制
をただし、みんなの暮らしも守るデモ」
約500人参加。
•�「ほんまにええの？TPP大阪ネットワー
ク」では12/ 8 ㈯に遺伝子組み換え技術や
ゲノム編集技術に関する学習会を開催す
る。

⑷　審議会への対応
•�大阪府消費者保護審議会で大阪府消費者
教育推進地域協議会の設置が確認され
た。委員は審議会委員が兼任。

【協議事項】

1　第26回総会と今後の活動について
2　機関紙サイクルの編集・拡大等について

〇第26回総会

［日　　時］� 2018年 9 月22日㈯　
� 13時15分～16時30分
［場　　所］� ドーンセンター　セミナー室 1
［概　　要］

【 1部：公開学習会】13時15分～15時
「あなたの街の消費者行政を良くするために」
報告 1：自治体の消費者行政に求められること
　　　　�薬袋　真司さん（大阪弁護士会、大

阪府消費者保護審議会委員
報告 2：府内市町村の消費者行政の現状と課題
　　　　大阪消団連事務局
【 2部：第26回総会】
第一号議案：�前回総会以降の活動報告承認の

件
第二号議案：�次回総会までの活動方針決定の

件
第三号議案：�2017年度決算・監査報告、2018

年度予算の承認の件
第四号議案：役員改選の件
※全議案、賛成多数で承認

14　第 2回くらしクリエイトフォーラムin関西
第 6回実行委員会参加報告

［日　　時］� 2018年 7 月31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



14 　� 　

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、きんきビジョン
サポート、大学生協関西北陸事
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

　　大阪産業創造館　会議室E
�　企画の検討
　　＊�全体テーマ「SDGsと消費者（消費者

問題）との関わり」
　　　開会挨拶（ 5分）
　　　①�「SDGsと消費者（消費者問題）と

の関わり」についての基礎レク
チャー（30分）�板東俊矢京産大教授

　　　②企業・団体のSDGsの取組報告
　　　　 2企業・団体（15分× 2＝30分）
　　　③実行委員会団体の取組発表
　　　　 8団体（ 6～ 7分× 8＝約60分）
　　　〈休憩10分〉
　　　④グループ・ディスカッション
　　　　�10人程度のグループに分かれ感想を

出し合う。（40分）
　　　閉会挨拶（ 5分）

15　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34回定例会参
加報告

［日　　時］� 2018年 8 月 8 日㈬　
� 13時30分～15時
［場　　所］� 大阪弁護士会館　 9 階920会議

室
［参　　加］� 約15名
［概　　要］

�　�避難者交流会（ 7月 8日）の豪雨による
中止について

�　避難者交流会の秋以降の実施について
�　�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

16　協同シンポジウムinおおさか2018第 4 回打
合せ会議参加報告

［日　　時］� 2018年10月 2 日㈫　
� 9 時30～11時40分
［場　　所］� 近畿労働金庫　ろうきん肥後橋

ビル会議室

［出　　席］� 浦田・中須（近畿労金）、永井・
船越（大阪ボランティア協会）、
中村・小山（府連）

［内　　容］

�　�参加申込状況　約170名（会場定員210
名）

�　進行確認
�　運営確認
•�役割分担
•�配布資料内容、資料〆切り
•�準備物、備品等

行政等

17　福島市産農産物消費者懇談会参加報告

［日　　時］� 2018年 8 月23日㈭　
� 14時～16時15分
［場　　所］� 新大阪ワシントンホテル
［出　　席］� 秋山理事、足立理事、清水理事
［内　　容］

�　プレゼンテーション
　　福島市長
　　JAふくしま未来組合長
�　�意見交換「あなたにとって福島産くだも

のとは」

18　大阪府消費者保護審議会参加報告

［日　　時］� 2018年 9 月10日㈪　15時～17時
［場　　所］� 大阪赤十字会館　
� 401会議室　 1
［出　　席］� 15名（17名中）
［議　　題］

�　�大阪府消費者教育推進地域協議会の設置
について

�　大阪府の消費者施策について
•�平成29年度相談概要、大阪府消費者施策
の実施状況

�　その他

19　平成30年度緊急物資円滑供給システムワー
クショップ参加報告

［日　　時］� 2018年 9 月11日㈫　
� 14時30分～17時30分
［場　　所］� 兵庫県災害対策センター　
� 増築棟 3階　会議室
［出席団体］

【物流関係者】
日本通運、滋賀県トラック協会、京都府ト
ラック協会、大阪府トラック協会、兵庫県ト
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ラック協会、徳島県トラック協会、滋賀県倉
庫協会、大阪倉庫協会、兵庫県倉庫協会、和
歌山県倉庫協会
【物資供給者】
大塚食品、コカ・コーラボトラーズジャパン、
総合サービス、山崎製パン、イオンリテール、
コメリ災害対策センター、セブンイレブン
ジャパン、ローソン、兵庫県生協連、京都府
生協連、和歌山県生協連、わかやま市民生協、
大阪府生協連
【行政】
福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、京都市、
神戸市、関西広域連合
【アドバイザー】
東京大学大学院情報学環　総合防災情報研究
センター
　特任助教　宇田川真之　氏
【ファシリテーター】
特定非営利活動法人危機管理対策機構

［開催内容］

�　あいさつ
　　�関西広域連合　広域防災局　中道広域企

画課長
�　オリエンテーション
•�緊急物資円滑供給システムの概要説明等

�　ワークショップ
•�ワークショップの進め方説明等
•�今夏の災害対応における団体の緊急物資
の取組みに関する意見交換
•�SNSを活用した情報共有システムの体験、
グループ討議

⑷　アドバイザー講評
�　閉会
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国連広報センター所長  根本かおるさんと 
日本協同組合学会会長 田中 夏子さんと 

 一緒に考える “誰もほっとかへん社会” 
■日 時： 年 月 日（土） 時 分～ 時 分

■会 場：新大阪丸ビル別館 階
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【メッセージ】シメル・エシムさん

（国際労働機関 企業局 協同組合ユニット長）

本シンポジウムをご後援いただいた国際労働機関（ ）駐日事務所の

打診による、国際労働機関（ ）本部からのメッセージが届きました。

日本の協同組合に対する関心と強い期待が込められた内容で、会場

でご披露させていただきました。

（※代読：椋木スタッフ／事務局・大阪ボランティア協会）

当金庫大阪地区本部と大阪府生活協同組合連合会が主催する標

記シンポジウムが、新大阪丸ビル別館にて開催され、ろうきん・生協・

労働組合・ などから約 人が集いました。

「協同シンポジウム」は、 国際協同組合年を契機に、ろうきんと

生協の連携・協同の姿を内外に形として示し、ろうきん・生協それぞ

れの運動への共感と信頼を高めるべく、 年より毎年開催してき

ました。

６回目となる今回は「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」と協同組合が

果たす役割について学び、協同セクターや労働団体、ＮＰＯ、ボラン

ティア等の活動の連携について考える機会となりました。

 

 

 

 

 【キーノート・スピーチ２】

「協同組合が、 ｓを取り組む際の意義、可能性、意義」

スピーカー ： 田中 夏子 さん（日本協同組合学会・会長） 
◯ 協同組合と ｓとの間には、理念・実践において多くの共有部分が存在

◯ 求められる発想：市民自治の発揮・体現（分断に翻弄されない連携）、協同組

合間協同、連帯経済との連携、社会的共有財の保全、社会的排除との闘い

◯ 等とのつながりを大事に、自治体とともに地域課題を考える担い手として

【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」

スピーカー ： 根本 かおる さん（国連広報センター・所長）

◯ SDGｓの特徴：先進国も途上国も、協同組合は役割を果たすべきアクター

◯ SDGs の３つの側面（経済成長・社会的包摂・環境保護）を統合的に推進

◯ 「やめよう、プラスチック汚染」

◯ 地球は子どもたちからの借り物。 ｓを共通の座標軸にあなたのアクションを！
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【バズセッション】「ＳＤＧｓ達成に向けて、自分が・組織が取り組めること」
ＳＤＧｓ達成に向けて、自分が・組織が取り組めることについて、グループで意見交換をし、全体で共有しました。
＊バズセッションとは・・・ 数名一組になってくつろいだ雰囲気の中で意見交換を行うスタイルのこと。

 

 

【開会挨拶】タン会長理事（大阪府生協連） 【閉会挨拶】宮西常務（近畿ろうきん） 【司会】清水理事（大阪府生協連）

【「私のＳＤＧｓ」メッセージ写真撮影】

  

  

 

   

 

【ゆめ風基金・被災障がい者支援募金プロジェクト】 ※ 会場募金集計：２５,１７１円 
ご参加いただきましたみなさまのご協力に感謝申し上げます。募金プロジェクトの詳細はこちらをご覧ください。 
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「協同シンポジウム おおさか」に寄せるメッセージ

 

本日「協同シンポジウム おおさか」にご参加の皆様に、 協同組合ユニットを

代表し、ご挨拶申し上げます。

は、 年に設立された雇用と労働の問題を専門に扱う国連機関です。 は政府、

労働者代表、使用者代表の三者で構成される機関ですが、労働運動と協同組合運動の歴史

的なつながりを背景に、協同組合とも深い関係を持っています。 の初代事務局長アル

ベール・トーマは の執行委員でもありました。 憲章第 条により、設立年に協

同組合の国際組織である に協議的資格が付与され、翌年には協同組合部局が設置され

ています。 年には協同組合の促進勧告（第 号）を採択し、 は協同組合促進に

明確な基準を持つ唯一の国連機関となっています。この勧告に基づき、 では加盟国に

おける協同組合を通じたディーセント・ワークの創出、持続可能な社会の構築に協力して

います。

近年では協同組合に加え、共済組合や社団、財団、社会的企業など、営利追求以外の社会

的目的を持つ民間組織を、社会的連帯経済（ ）と位置づけ、持続可能な開発目標

（ ）を達成するうえで、政府や既存の民間企業の役割を補完する重要なセクターとし

て総合的に推進しようという動きが広まっています。 年には に関する国連機関

横断タスクフォース（ ）が設立され、 は現在議長を務めています。

日本においても、協同組合や労働団体、市民団体が連携し、人びとの暮らしの向上や社会

的課題の解決に取り組まれていることに深く敬意を表します。近畿労働金庫と生活協同組

合の皆様が立ち上げられた本シンポジウムは、このような取り組みの意義を再確認し、強

coop@ilo.org 
 

年 月 日

大阪府生活協同組合連合会

近畿労働金庫大阪地区本部

御中
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化していくための大変重要な機会です。本日第 回目となる会が、盛大に開催されますこ

とを、心からお喜び申し上げます。

日本の協同組合や労働金庫の皆様には、アフリカ協同組合リーダー視察研修の受け入れや

調査研究の面で様々なご協力を頂いており、この場をお借りして改めて御礼を申し上げま

す。 年には金融危機後、協同組織金融機関の安定性に関心が高まる中で、労働金庫

に関する調査報告書を出版しましたが、今年この報告書を元に、 への貢献、他国で

の労金モデルの展開可能性、変化する仕事の世界における対応など、新たな視点を組み込

んだ更新版の報告書を出版予定です。皆様にもご一読・ご活用いただけると幸いです。

は来年 周年を迎えます。皆様と引き続き対話させて頂き、近い将来、直接関わる

機会を持てることを心待ちにしております。 を代表して、本会の成功を心よりお祈り

申し上げます。

 

 

シメル・エシム 

ILO企業局協同組合ユニット長  
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　10月 3 日㈬、大阪府社会福祉会館にて、「第 2回理事・監事研修会」を開催し、3会員生協・

38名が参加しました。

　前回第 1回は「生協法の基礎」について学習しましたが、第 2回は、経営分析をテーマに「購

買生協の会計・決算関係書類の見方・経営分析」と題して開催しました。日本生協連　経理部

で公認会計士の石川雅之さんを講師に学びました。午前中の講義では「決算関係書類の見方」

「経営分析とは」「収益性分析」「安全性の分析」「生産性の分析」について学びました。「決算関

係書類の見方」では、簡単な設例を使って、生協の事業がどのように決算関係書類に表される

かを、①行商段階、②仕入活動での信用取引開始の段階、③供給活動での信用取引開始の段階、

④事業拡張の段階（負債の導入と設備投資）で理解を深めた後に、経営分析について学びまし

た。午後は、グループに分かれ、大手食品スーパーとA生協の2017年度決算関係書類を題材に

分析し、それぞれの事業の特徴についてディスカッションしました。

第 2・3回理事・監事研修会を開催しました

　10月29日㈪、大阪府社会福祉会館にて、「第 3回理事・監事研修会」を開催し、5会員・22名

が参加しました。

　今回は、医療生協を参加対象に「医療生協のガバナンス・会計・経営分析の基礎」をテーマ

に学習しました。講師は日本医療福祉生協連から執行役員の高瀬信之さんをお招きしました。

　午前中は「医療生協の経営状況と求められるガバナンス」について、全国の医療生協の2017

年度決算及び2018年度第一四半期の経営状況を、生協の規模区分で分類した数値をベースに、

医療生協の全体の経営状況から、全国的に厳しい経営状況となっていることをあらためて理解

し、理事・監事の役割や生協のガバナンス、内部統制システムについて学びました。午後は、

事前の課題として自生協の経営数値による演習シートを題材に、経営分析と、分析を踏まえ今

後の戦略づくりについて学び、参加者同士で交流しました。
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　 9月23日㈰～24日㈪、一泊二日の活動で、広島県に「西日本豪雨災害ボランティアバス」を

運行しました。参加メンバーは、東日本大震災でのボランティアバス参加経験者の会員生協組

合員から14名と、会員生協職員から 8名の22名に、事務局 2名の総勢24名で運行しました。

　午前 6時30分にJR大阪駅近くに集合し、貸切り大型バスで出発。12時前に今回の活動地、広

島県安芸郡坂町の災害ボランティアセンター「坂町災害たすけあいセンター」に到着しました。

広島県生協連の高田専務理事、森畠さんにお出迎えいただき、被災状況や現状、センターの活

動などについてご説明いただきました。「坂町災害たすけあいセンター」は、ボランティアセン

ターを立ち上げる際に、災害後の人口流出等を防ぐことを考慮し、自治会と連携を図り、自治

会がニーズを集約する「コミュニティマッチング形式」で運営をされているそうです。

　その後、他のボランティアさんと一緒に、センターの方から活動の際の注意点等のオリエン

テーションがあり、活動地点に徒歩で移動しました。 5分ほど歩き活動地点の被災住宅に到着、

自治会リーダーさんから、地域の特徴や被災状況のお話のあと、グループ分けをし、各グルー

プリーダー（タイムキーパーと報告書作成）を決めて、活動に入りました。リーダーの指示で、

10分作業したら10分休憩を繰り返し、バケツリレーで土砂運びや、ブラシや、ホウキ等で屋内

を清掃しました。午後 3 時に活動を終了。使用した道具の清掃をし、センターに戻りました。

センターでは高圧洗浄機で作業靴の洗浄→作業靴の消毒→手洗い→うがい→冷たいおしぼり→

飲物配布と、一連の流れでボランティアを迎えていただきました。翌24日も同じお家での活動

を14時頃まで行い、入浴し、夜 9時に大阪に戻りました。参加者からは、「住民の方も一緒に作

業をされ、窓や玄関扉が空くようになったのを大変喜ばれていました」「住民の方にとっては大

切な物であることを考え活動した」「センターの受け入れ体制がすばらしかった」「二日間同じ

お家で活動したことで成果が実感できた」「住民や地域の人、他のボランティアさんとお話の交

流ができよかった」「被災から二ヶ月経っての現状に驚いた」等の感想がありました。

西日本豪雨災害ボランティアバス（広島県行き）を
実施しました。
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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

　　スポーツとジェンダー

　スポーツにおける女性の歴史を見ると、第 1回オリンピック、アテネ大会（1896年）では、女性の参加は許

されていなかった。「女性の役割は男性の偉業をほめたたえること」「女性の参加はオリンピックの品位を下げ

るだけ」と、当時のIOC（国際オリンピック委員会）会長の論文の発表にも記されていたというから驚きです。

スポーツには依然として強いジェンダーイメージがあり、そのイメージはいろんな要因がある中で学校の体育

教育も一因と考えられているようです。ランニングでは男女の走る距離が違うとか男子は武道、女子はダンス

など内容の差があったりして自然と「男性的」「女性的」という性別のイメージが反映され、選ぶスポーツが

決まってきていたということが私の小さい頃にはあったと思います。ただ、学校教育の中でも変化があり、現

在では多くの女性たちに活躍の場が増えていると思います。

　今まで男性しかなかった競技、女性しかなかった競技というものがありましたが、女性でも野球をするし、

ラグビーもする。男性でも新体操やアーティスティックスイミング（旧シンクロナイズドスイミング）で技を

競うなど、男女の活躍分野の広がりを感じます。2018年夏のアジア大会では水泳や陸上で男女混合リレーが行

われました。男女の根本的な体力差というのは否めないと思いますが、こういう競技はとても嬉しく感じました。

　私は中学 1年生から現在に至るまで約40年ソフトボールを続けています。本当は野球がしたかったのに仕方

なくソフトボールを選んだ、というわけではありません。女子ならソフトボールという固定観念からか何の違

和感もなくソフトボールをやっていました。ソフトボールをやっていたことで、会社やPTA、地域等での場

が広がったことと、ソフトボールを通して性別、年代に関係なく仲間と繋がっていることは大きな喜びであ

り、財産だと思います。趣味ではありますが、現在まで子育てしながらソフトボールを続けてこられたのは夫

や家族の理解と協力のおかげにほかなりません。

　女性のスポーツの歴史を振り返ってみるとスポーツにおける男女の差は小さくなってきた傾向にあると感じ

ます。2020年オリンピック・パラリンピック東京大会では、女性の参加率が追加 5競技を除いて48.8％と、過

去最高の見通しとのことで、さらに女性の活躍が期待されます。しかし、一方で、まだまだ解決すべき課題が

あります。子育て期にある女性アスリートが抱える競技生活と家庭生活を両立する難しさや、コーチやスポー

ツ組織の役員に占める割合が低く、女性リーダーとなる女性コーチが増えていないと聞きます。結婚、出産、

子育てなど、それらを取り巻く環境が女性の進出を阻んでしまう現実があると思います。これからの多くの女

性たちが、結婚して子育てしながらも当たり前に活躍できる体制づくりが整備されることを期待したいと思い

ます。

　内閣府の男女共同参画週間の平成30年度キャッチフレーズのテーマが、「スポーツに関わるあらゆる分野で

の女性の参画を推進し、様々なスポーツに　男性も女性も親しみチャレンジし、活躍できるようになるための

キャッチフレーズ」として募集され、採用されたキャッチフレーズが、「走り出せ　性別のハードルを超えて　

今」です。

　これから、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて盛り上がっていくだろう日本で、男なの

に女なのにとか、こうあるべきといった「思い込み」や更には「偏見」「差別」に発展することなく、スポー

ツを楽しんで、そしてキャッチフレーズの言葉が実現する日本であってほしいと思います。

� 大阪いずみ市民生協　組合員理事　　　坂井　勝恵
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ス ケ ジ ュ ー ル

11月
2 日	 健康チャレンジ実行委員会

14日	 関西災害時物資供給協議会広域図上訓練

15日	 第 3 回ジェンダーフォーラム協議会

15日	 女性役員懇談会

19日	 分野別会議（職域生協・共済生協）

21日	 生協大会

22日	 第 3 回大規模災害対策協議会

27日	 関西地連非常用通信訓練

28日	 消費者支援機構関西理事会

29日	 第 3 回関西地連運営委員会・県連活動推進会議

30日	 分野別会議（大学生協）

12月
5 日	 第 7 回文楽・コンサート実行委員会

6日	 第 4 回理事会

12日	 分野別会議（地域生協）

19日	 消費者支援機構関西理事会

25日	 クリスマスコンサート

1 月
15日	 日本生協連方針討論集会（～16日）

17日	 第 5 回理事会

17日	 2019年新年講演会

23日	 第 8 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
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