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会員名（旧名称） 変更後名称

日鉄住金大阪生活協同組合 日鉄大阪生活協同組合
（2019年 4 月 1 日より変更）

会員生協の名称変更
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○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2019年 3 月14日㈭　
� 15時～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し、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年度活動報告及び2019年度方
針（ 2次案）」「2018年度決算見込及び2019年度予算
案」「役員補充選任議案の追加」「議事日程等」につ
いて提案がされた。
　討議の結果、「2018年度活動報告及び2019年度方
針」「2018年度決算見込及び2019年度予算案」につい
ては、第 7回理事会で最終確認とすることが承認さ
れた。
　また、「役員補充選任議案の追加」「議事日程等」
については提案どおり、全員異議なく承認された。

2 　広報のあり方改善検討グループ設置の件

　小山事務局長より、大阪府生協連の広報活動をよ
り推進するために、広報のあり方改善検討グループ
を設置する旨提案がされた。タン会長理事より提案
の趣旨について補足報告があった。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認された。
　なお、貫理事より「会員生協の広報との連動につ
いて」、清水理事より「メンバーの構成について」、
江口常任理事より「2015年度に流動資産の活用関す
る常任理事会議で出された広報に関する意見につい
て」意見が出された。

3 　福島県視察研修企画の件

　小山事務局長より、2019年度から東日本大震災を
風化させず、次代に継承していくために会員生協職
員を対象に、被災地視察研修企画を実施する旨提案
がされた。同企画を検討し 2月に現地視察をしたプ
ロジェクトメンバーの清水理事、北川常任理事、�
中谷常任理事、秋山理事から視察の感想が出された。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認された。

①企 画 名　「東日本大震災被災地視察研修」
②参加対象　会員生協の若手～中堅職員層
③開催時期　夏企画　 7初旬～下旬の頃

冬企画　 1～ 2月頃
年 2回実施します

④開催曜日　金土の 1泊二日
⑤定 員　1回当たり25名程度　年間50名程度

出きるだけ多くの生協からの参加
を募るため、 1回の企画で 1生協
2名を上限募集します。但し応募
の状況により、上限を超えて受け
付ける場合もあります。

⑥行 先　福島県

4 　日本生協連関西地連運営委員の推薦の件

　中村専務理事より、日本生協連関西地連からの要
請を受け、地連運営委員会委員改選に伴い次期運営
委員 4名の推薦について、人事委員会からの答申を
踏まえ、大阪いずみ市民生協、おおさかパルコープ、
大阪よどがわ市民生協、大阪府生協連から各 1名の
推薦を要請し、当該会員生協から選任された候補者
を関西地連に推薦することが提案された。
　討議の結果、提案どおり全員異議なく承認された。

5 　第35回「全労済子ども絵画コンクール」開
催に関する後援名義使用等要請の件

　小山事務局長より、全労済大阪推進本部からの要
請を受け、同生協が主催する第35回全労済「子ども
絵画コンクール」への後援と、大阪府生活協同組合
連合会賞を交付すること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。

6 　日本協同組合学会秋季大会の「地域シンポ
ジウム」開催に関する要請の件

　小山事務局長より、日本協同組合学会第39回大会
（以下　同大会）の実行委員会からの要請を受け、

大阪府生協連　2018年度第 6回理事会開催報告
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2019年 9 月 6 日㈮～ 8日㈰に、関西大学千里山キャ
ンパスにて開催される同大会で、 9月 6日㈮に実施
される「地域シンポジウム」を共催し、パネリスト
として団体報告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。

○報○告○事○項
大阪府生協連

1 　2019年新年講演会開催報告

［日　　時］� 2019年 1 月17日㈭
� 13時30分～16時
� 終了後、懇親交流会
［場　　所］� 天王寺都ホテル　 6階吉野の間
［出 席 者］� 20会員・8団体・大阪府・講師・

府連　119名

いずみ市民 19名 よどがわ市民 8 名 エスコープ 2名
パルコープ 22名 こ う べ 3名 自 然 派 2名
生活クラブ 3名 きづがわ 3名 かわち野 3名
北 大 阪 8名 けいはん 4名 ヘ ル ス 4名
阪 大 1名 府 大 2名 関 大 5名
近 大 2名 学 校 2名 日鉄住金 1名
市民共済 1名 全 労 済 3名 J C A 3 名
JA大阪中央 1 名 大阪漁連 2名 森林組合 1名
ワーカーズC 1 名 労 福 協 1名 ボランティア協会 1 名
ろうきん 4名 大 阪 府 2名 府 連 5名

合 計 119名

［開催結果］

⑴　開会　司会� 理事　清水　啓子
開会挨拶� 会長理事　タン　ミッシェル

⑵　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

⑶　講演Ⅱ『協同組合間の連携事例』
�日本協同組合連携機構（JCA）協同組合
� 連携部長　前田　健喜　様

⑶　質疑応答
⑷　懇親交流会　司会　　渡邉理事

挨拶　　タン会長理事
乾杯　　勝山副会長理事
中締め　中村専務理事

2 　分野別会議（医療生協）開催報告

［日　　時］� 2019年 1 月23日㈬　15時～17時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406

［出 席 者］� 田崎（みなみ）、谷川（かわち
野）、羽多野（北大阪）、小寺（け
いはん）、中谷（ヘルス）、山田
（なにわ）、池田（ほくせつ）、�
タン・中村・小山（府連）

� 7 ／11会員・府連　計10名
［議　　題］

2018年度第 3四半期までの主な取り組みと年
度末見通し、2019年度の重点課題等

3 　西日本豪雨災害ボランティアバス実施報告

〇岡山県倉敷市真備町行き

［日　　程］� 2019年 2 月16日㈯～17日㈪
［参　　加］� いずみ14名、よどがわ 3 名、�

パルコープ 4 名、こうべ 1 名、
かわち野 1名、事務局 2名� �
� 　合計25名

［内　　容］

2 /16㈯
 朝　　大阪府出発
 昼　　岡山県倉敷市真備町到着

•�有井地区公民館で開催された住
民交流会でたこ焼きをお振る舞い
•�倉敷市社会福祉協議会職員の案
内で、災害ボランティアセンター
と真備町の見学

2 /17㈰
 終日　�真備町のまきび公園で開催された

「まび新春まつり」に、お好み焼き・
たこせんの模擬店と、ぷよぷよボー
ル・スーパーボールすくい・スマー
トボール・バルーンアートのゲーム
模擬店を出店。

 20時　大阪到着
 ※�2 /17模擬店の売上41,710円は、まつり
実行委員会に寄付しました。

4 　委員会開催報告

⑴　第 8回文楽コンサート実行委員会

［日　　時］� 2019年 1 月23日㈬
� 10時～11時50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）、田中（こうべ）、白仁田（自
然派）、米川（かわち野）、貴船
（大阪学校）、中村・小山（府連）�
� 　以上10名
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［議事結果］

⑴　クリスマスコンサートのまとめ

•�開催結果について報告があり、各委員か
ら感想・意見が出された。
＊�夏からクリスマスに大きく日程を変更
した後は次の企画が難しくなるのでは
ないか。感想からは開催日や時間が生
活と密接に関係している様子がわかっ
た。当日は参加できず残念。
＊�内容への評判が良かった。選曲的には
あまり子ども向きではなかった。クリ
スマス開催の要望が多いが、参加者の
意見なので当然か。土日の要望が高い。
プログラムをチケットと一緒に届けて
ほしい要望があった。
＊�開催時期は難しい。土日の要望が多い。
年末の自分へのご褒美との意見もあっ
た。自生協の理事・監事に声をかけ申
し込んでいただいた。大変好評だった。
プログラムは楽器別の位置がわかり良
かった。バレエの選曲、会場の音響も
好評。飲物購入箇所の要望が多かった。
＊�開催時期や内容について色んなご意見
があることは当たり前。くるみ割り人
形の語り、ハープの演奏は感動。アン
コールの演出が楽しかった。土日開催
の要望が多い。
＊�夏からクリスマスにしたことは、参加
者は良かったとの意見だが、そうでは
ない人は忙しくて申込んでいないので
は。土日が良いは多いが、反面に行き
難い人もいる。企画名にファミリーコ
ンサートの名がなく大人向けと感じた
かもしれない。子どもに馴染みのある
曲が全面に出ていると受け止めも違う
かも。楽器紹介で子どもの曲を演奏し
カバーはしていたが。
＊�概ね好評。構成も良かった。申し込み
が少なくてとても残念。
＊�開催時期は、クリスマスに参加できる
人に聞いているので要望が多いのは当
然。申込人数が減少したことは事実。
目的が親子対象であれば土日開催。夏
に戻すかは検討。選曲は子ども向けで
はなかった。
＊�12/25開催は結果的には難しかった。終
業式が12/21の地域もあるが、大阪市は
12/25であったことも影響ありか。来年度
の日程は、楽団と会場のスケジュールが

優先。日程は変える場合の対策が課題。
＊�結果的に周知不足。案内の工夫が必要。
クリスマスに特化したことで内容的に
は子ども向けではなかった。子どもが
集中できていないと感じた。
＊�土日開催を検討するのであれば日曜日
がよりいい。

【次年度への検討】
•�子どもに有名な曲の選曲ついて
•�チケット配布時にプログラムを同封す
る等、企画内容の案内について
•�鑑賞マナーの周知について（アナウン
ス、配布物、会場掲示等）

⑵　2019年度企画について

　【夏休み文楽鑑賞のつどい】

•�事務局から、開催日は2019年 7 月26日
㈮、演目は、ひとつは「かみなり太鼓
（2014年上演）」で決定。その他は協議中
であることが報告された。また2020年度
はオリンピックイベントの関係で、文楽
劇場「夏休み特別公演」の開催は未定で
ある旨報告がされた。

　【オーケストラコンサート】

•�2019年度の開催日程について、以下検討
した。
①�現行仮予約している2020年 1 月19日㈰
開催する案
②�夏休み企画に戻す案。ただし楽団と
NHK大阪ホールの日程が合う日がな
い。楽団の空き日程2019年 9 月 1 日㈰
に、別会場で現行他団体の仮予約が
入っているが、それがキャンセルにな
れば検討可能。

•�討議の結果、2020年 1 月19日㈰にNHK
大阪ホールで開催することを確認した。
•�また2020年度は夏休み企画に戻す方向で
調整することとした。

⑶　2019年度実行委員会日程（予定）

① 3 /20㈬
② 4 /17㈬
③ 5 / 8 ㈬
④ 7 / 3 ㈬
⑤ 8 / 7 ㈬
⑥ 9 / 4 ㈬
⑦12/ 4 ㈬
⑧ 2 / 5 ㈬

⑵　第 3回組織活動委員会

［日　　時］� 2019年 1 月30日㈬　14時～16時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
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［出 席 者］� 吉川・野村（いずみ）、杉原（よ
どがわ）、吉田（エスコープ）、
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・�
中村・小山（府連）　以上14名

［議事概要］

⑴　�10/10に実施した「第 2 回組織活動委員
会・人と防災未来センター見学会」の振
り返りと感想の交流をした。

⑵　�大阪府生協連の防災・減災の今後の取り
組みについて、3 /16「ボランティア防災
学習会　屋根のシート張り講習」、2 /16－
17「西日本豪雨被災地支援ボランティアバ
ス（倉敷市真備）」、3 /22－26「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」の開催について報告があった。

⑶　�各生協のこの間の取り組み等について交
流した。

⑷　�2019年度からの組織活動委員会の活動に
ついて協議し、委員会主催の学習企画等
を充実させるために、従来、年 4回の委
員会開催を 6回（ 7・ 9・11・ 1 ・ 3 ・
5 月開催）とすることを確認した。

⑶　第12・13回健康チャレンジ実行委員会

〇第12回

［日　　時］� 2019年 2 月 8 日㈮　
� 10時～11時30分
［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、

なにわ、ほくせつ、府連
［議事概要］

⑴　ゴール集会の振り返り
⑵　今後の取り組み
•�到達状況の修正（ 2月 7日現在）
•�2019年度に向けて

　　地域生協、大学生協への申入れ
　　パンフレットの構成について
•�実行委員会まとめと次年度方針
•�後援団体への報告手続き

〇第13回

［日　　時］� 2019年 3 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、大阪みなみ、かわち野、

けいはん、なにわ、ほくせつ、�
南大阪、関西共同印刷、府連

［議事概要］

⑴　課題別チーム会議

•�広報集計：イメージキャラクター応募状況
医療福祉連申込・集計システム

•�景品・次期対策：パンフレット案について
⑵　今後の取り組み
•�最終到達状況
登録11,504名（昨年8,527名）
報告 9,691名（昨年6,793名）
•�実行委員会まとめと次年度方針確認

〇～おおさかまるごと～健康チャレンジ2018ゴー

ル集会

①　開催概要

［日　　時］� 2019年 2 月 2 日㈯
� 13時30分～16時
［場　　所］� 阿倍野区民センター　大ホール
［出 席 者］� 15生協、他団体、行政、一般、

講師　200名
� （2017：326名、2016：269名）

きづがわ 19名 み な み 5名 かわち野 64名
けいはん 7名 ヘ ル ス 49名 ほくせつ 10名
な に わ 12名 福 島 8名 南 大 阪 6名
よどがわ保健 7 名 よどがわ市民 1 名 パルコープ 1名
こ う べ 3名 西 淀 2名 一 般 1名
岸和田市 2名 豊 中 市 1名 府 連 1名
講 師 1名 合 計 200名

［開催結果］

⑴　開会　司会� 大阪府生協連　小山
⑵　開会挨拶とまとめ報告

岡　里美　委員長（けいはん）
⑶　取り組み報告
•�コープこうべ� 福田　和恵さん
•�医療生協かわち野� 阿部　節子さん
•�ヘルスコープおおさか� 梶　　真実さん

⑷　学習講演「おいしい適塩食で循環器予防」
国立研究開発法人　
国立循環器病研究センター
臨床栄養部　栄養管理室長
かるしお事業推進副室長
� 平野　和保さん

⑸　お楽しみ抽選会
木村　準司さん（きづがわ）
岡　　里美さん（けいはん）
和田　宣寿さん（大阪みなみ）

⑷　第 4回大規模災害対策協議会

［日　　時］� 2019年 2 月28日㈭　15時～17時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 藤原・羽床（大阪府）、本多（い

ずみ）、加藤（よどがわ）、宮内
（パルコープ）、羽生（こうべ）、
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新元（自然派）、肥後（生活クラ
ブ）、永山（全労済）、北村（関
西地連）、中谷・小山（府連）� �
� 以上12名

［議事結果］

⑴　�大阪府との災害時の物資協定に基づく定期
協議を行った。大阪府危機管理室の藤原
総括主査から「大阪北部を震源とする地震
等の緊急物資対応について」報告がされ懇
談した。大阪府男女参画・府民協働課の
羽床主事と物資協定の継続を確認した。

⑵　�台風等による暴雨風の際の宅配車両の一
時避難における生協間協力について、そ
の内容と方法について確認した。対象と
なる災害を台風に限定することに意見が
出された。地震等の緊急災害時には人命
救助を優先し対応することとした。

⑶　各生協取り組みについて報告・交流した。

いずみ
事業継続ガイド2019/ 2 /22版の主な見
直し内容

よどがわ 台風災害に関する課題の検討
パルコープ 発電機の追加購入など停電対策

こうべ
停電被害対策として宅配事業所への電
気自動車・電気スタンドの導入。災害
対策担当役員等の緊急時の出勤体制

自然派
身の安全確保を第一義とするマニュア
ル改訂。マニュアルのスマートフォン
からの閲覧

生活クラブ
昨年の災害被害の再点検。被害を再現
し訓練

全労済
大阪北部地震及び台風21号の被災受付
と調査進捗状況

関西地連 2018年度の災害対策の取り組み

医療生協
地震・台風災害に対するBCP策定の状
況等

⑸　第 1回生協大会実行委員会

［日　　時］� 2019年 3 月13日㈬
� 10時～11時40分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 小林（よどがわ）、日紫喜（エス

コープ）、牧（こうべ）、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 9名

［議事概要］

⑴　�2018年度の開催結果および実行委員会で
のまとめで出された意見に等について報
告がされた。

⑵　2019年度企画について討議した。

•�開催日程及び場所について確認がされた。
2019年11月13日㈬　ドーンセンター
•�開催目的について、「会員生協の事業や活
動について、生協の業態や地域を越えて
交流し、府内における生協活動のより一
層の広がりをつくることを目的とする」
ことが確認された。
•�2019年度の開催テーマについて意見交流
をし、「SDGs」をテーマに開催すること
を確認した。SDGsの基本的なことにつ
いての話や、具体的な活動をついての話。
また参加者が聞くだけでなく参画できる
仕組みや企画についてのアイデアなどに
ついて次回委員会で協議することとした。
•�実行委員会の開催日程を以下変更した。
第 2回　 4月23日㈫　10時～12時
第 3回　 7月16日㈫　10時～12時

5 　平成31年度大阪府食品衛生監視指導計画
（案）への意見提出について

　平成31年度大阪府食品衛生監視指導計画（案）へ
の意見募集（ 3月 7日〆切り）について、下記の通
り意見を提出しました。

意見①

TPP11協定や日EU・EPA等、諸外国と
の経済連携が広がる中、輸入食品の取り
扱いが増大していくことが想定されま
す。輸入食品の安全性を確保するための
検査体制の更なる充実強化を求めます。

意見②

都市部のオフィス街では、保冷設備も不
十分な弁当等の行商販売をよく見かけま
す。また最近では、自転車等でレストラ
ンの料理を配達するサービスも急速に広
がっています。それら事業者等に対する
食品の衛生的な取り扱いや、運搬容器
等への点検指導も必要と考えます。

日本生協連、他生協等

6 　日本生協連第4回県連活動推進会議参加報告

［日　　時］� 2019年 1 月31日㈭　16時～18時
［場　　所］� 名古屋栄東急 REI ホテル 3 階　

ローズルーム
［出　　席］� 12府県連12名、日本生協連・関

西地連 4名
［議　　題］

《本部議題》
⑴　JCAの取り組みと協同組合連携
1　JCA 3 号会員加入のご検討のお願い
2　地連運営委員会報告議題関連
•�日本の生協の2030年ビジョン（素案）
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•�全国生協の2018年度活動まとめと
2019年度活動方針（一次案）
•�2019年全国方針検討集会開催報告
•�2019年 3 生協連賀詞交歓会開催報告
•�その他

《地連議題》
⑴　交流　�府県連の事務関連業務見直しに

ついて
⑵　地連報告　�地連企画の学習会・交流会

等の案内

7 　関西地連第 4回運営委員会参加報告

〇第 4回

［日　　時］� 2019年 1 月31日㈭
� 13時～15時30分
［場　　所］� 名古屋栄東急REIホテル　 2階　

メイプルルーム
［出　　席］� 運営委員32名、日本生協連・理

事監事 9名、オブザーバー 6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12月度概況報告
2．�コープ共済連2018年度事業進捗報告
（12月度）�《全体概況報告》

■協議事項 1　�「日本の生協の2030年ビ
ジョン（素案）」について

■協議事項 2　�第69回通常総会予定議案の
協議

第 1号議案：�全国生協の2018年度活動まと
めと2019年度活動方針決定の
件（一次案）

《運営・組織関連》（報告と質疑）
3．一般活動報告
4．�2019年地区別・総会議案検討会議開催
について

5．�第69回通常総会での役員選任における
「地方区分理事」および「全国区分役員
（理事・監事）」の定数決定について

6．�2019年度日本生協連機関会議等の日程
について

7．�第 2 回「ジャパンSDGsアワード」副
本部長（内閣官房長官）賞の受賞につ
いて

8．�2018年 7 月西日本豪雨緊急支援募金　
最終締切分の送金先について

9．�2018年北海道胆振東部地震緊急支援募
金について

10．�東日本大震災復興支援の取り組みにつ
いて

11．�東日本大震災復興支援の2019～2020年
度とその後の取り組みについて

12．�2018年度全国生協組合員意識調査結果
詳細報告

13．�2017年度全国組合員活動実態調査
（2018年度実施）�結果について

14．平成31年度税制改正要望の結果について
15．�2019ワールドパラノルディックスキー

ワールドカップ札幌大会への協賛につ
いて

16．�中央環境審議会「プラスチック資源循
環戦略」への意見提出について

《事業関連》
17．�プラスチック容器包材へのCO･OP商

品の対応方針について
《管理関連》
18．執行役員の追加選任について
19．�2019年 1 月21日付け組織変更および幹

部人事について
20．�協会けんぽの保険証交付に関わる対応

状況について
【コープ共済連報告事項】
【関西地連報告事項】（報告と質疑）
事務局連絡（次回運営委員会開催月日など）

8 　近畿農政局と近畿地区生協府県との意見交
換会参加報告

［日　　時］� 2019年 2 月27日㈬　14時～17時
［場　　所］� コープ御所南ビル 4 階会議室

（京都）
［出 席 者］�
【近畿農政局】

神山局長、小林局次長、畠消費・安全部長、
杉山消費生活課長、柿本消費生活課課長補
佐、米田消費者行政専門官、片岡農政業務
管理官、宮﨑企画情報係長

【近畿地区生協府県連協議会】

廣池（京都生協）、上掛・高取・九鬼・川端・
岡本（京都府連）、久保（コープしが）、藤田
（滋賀県連）、中野・吉田（ならコープ）、
辻・清水（奈良県連）、新保（コープこう
べ）、角田（生活クラブ都市生活）、田中・
大戸（兵庫県連）、北村（関西地連）、中村・
小山（大阪府連）� 以上27名

［議　　題］

⑴　開会挨拶
京都府生協連会長理事　　上掛　利博　様

近畿農政局長　　神山　　修　様
⑵　近畿農政局からの情報提供
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「最近の農林水産行政をめぐる情勢等」
⑶　�各府県の生協からの取り組み事例の紹介

と意見交換
①　�コープしが「地産地消・県内農産物の

消費拡大とJA・全農・滋賀県との連携
について」

②　�ならコープ「地産地消と食育の取り組
み」

③　�京都生協「京都生協の地産地消売り場
の取り組み」

④　資料提供
•�生活クラブ都市生活「生活クラブの食
育・ビオサポですすめるおうちごはん」

会員及び友誼団体等

9 　CO・OP火災共済連絡会議参加報告

［日　　時］� 2019年 1 月18日㈮　15時～17時
［場　　所］� TKPガーデンシティ東梅田　
� 梅田セントラルビル 4階 4 A
［出　　席］� 大野・岡本・工藤（いずみ）、�

白石・平満（パルコープ）、山口
（泉南）、肥後（生活クラブ大
阪）、桜井・平尾・岡副・杉安・
高西（全労済）飯田・平田（全
労済関西統括）、中村（府連）�
� 以上16名

［議　　題］

⑴　�2018年度活動の振り返りと保有契約分析
について
①　2018年度活動の振り返り
②　推進活動強化企画　推進状況（新規契約）
③　保有契約の分析
⑵　共済推進に関する意見交換
①　�CO・OP火災共済推進の現況や今後の

取り組みについて
②　�共済推進スタッフの共済制度理解度に

ついて
③　�組合員への周知活動（加入へのきっか

け）等について
⑶　2019年度CO・OP火災共済推進活動強化
企画へのエントリーについて
①　�新規契約と保有契約の業務委託手数料

推定について
②　�推進活動強化企画へのエントリーと業

務委託契約書の締結にむけて
⑷　�大規模災害発生時における共済部局対応

の課題と今後の改善点
①　�大阪北部地震、台風21号被害に対する

お役立ち状況について
②　�全労済の被災組合員対応（罹災受付～

現調活動）について
③　�大阪北部地震、台風21号被災受付につ

いて（各生協・共済部局対応）
④　�組合員の声から考えられる改善点につ

いて
⑸　その他

10　消費者支援機構関西（KC’s）報告

〇理事会

［日　　時］� 2019年 1 月28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10/13名、監事 1 / 2 名、検

討委員会・事務局等 5名
［概　　要］

⑴　�差止請求検討委員会；金融証券； 1 社
「再申入書」案について一部字句修正し、
執行することを確認した。

⑵　�差止請求検討委員会；不当表示「ご連絡」
案について、執行することを確認した。

⑶　�差止請求検討委員会；プロバイダ「再お
問い合わせご連絡」案について、一部字
句修正し、執行することを確認した。

⑷　�事務所賃料値上げへの対応について、諸
条件を勘案して引越先候補①の椿本ビル
への移転を決定した。

⑸　�被害回復検討委員の任命について、伊吹
健人委員の辞任に伴い、森貞涼介委員の
就任を確認した。

⑹　�常任理事会提案による、週次ミーティン
グへの弁護士理事参加の総括、今後の人
事のすすめ方について確認した。

⑺　�兵庫県「消費者（大学生等）・事業者・行
政によるワークショップ」に対する後援
について確認した。

⑻　�消費者契約法の改正を実現する連絡会の
シンポジウムの後援について確認した。

［日　　時］� 2019年 2 月25日㈪　
� 18時～21時30分
［場　　所］� 日本生協連関西地連 4階・会議室
［出　　席］� 理事11/13名、監事 2 / 2 名、検

討委員会・事務局等 7名
� （今回より次期理事長候補の藤

井氏オブザーバーで参加）
［概　　要］

⑴　�差止請求検討委員会；金融商品；「要請
書」案について一部字句修正し、執行す
ることを確認した。
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⑵　�被害回復検討委員会；食品表示；「要請
書」案について一部字句修正し、執行す
ることを確認した。

⑶　�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）一次案」について提案があり、今
後議論継続することを確認した。

⑷　�常任理事会からの提案について、①週次
ミーティングへの弁護士理事参加の総括
と消費者庁への報告、人事案件について
確認した。

⑸　�「消費者基本計画工程表」改定素案への
意見提出に件を確認した。

〇双方向コミュニケーション参加報告

［日　　時］� 2019年 2 月28日㈮　
� 13時30分～16時30分
［場　　所］� エル・おおさか本館708号
［出　　席］� 事業者・消費者・マスコミ他　

57名
［概　　要］

13：00　開会挨拶とガイダンス
「双方向コミュニケーション研究会
が目指しているもの、そして本日の
セミナーを通じて一緒に考えていた
だきたいこと」
KC’s代表理事・当研究会座長　
� 片山登志子

13：50　第 1部　事例報告
「双方向コミュニケーション研究会
『実践の場』に参加して」
①　�報告者日本ハム株式会社　お客

様サービス部
� マネージャー　川口　徳子　氏
②　�報告者きんきビジョンサポート

代表� 竹田　幸代　氏
14：20　休憩
14：35　第 2部　グループワーク

「双方向コミュニケーションを体験
してみよう！！～事業者の『環境配
慮の取組み』を一例として～」
ファシリテーター
京都府消費者教育担当相談員　
� 雪（すずき）美保子　氏
①　�グループワークのねらい・すす

め方について
②　グループワーク
③　グループ発表
④　グループワークのまとめ

16：20　まとめ

KC’s代表理事・当研究会座長　
� 片山登志子

16：20　閉会

11　なにわの消費者団体連絡会報告

〇 2月度幹事会

［日　　時］� 2019年 2 月20日㈬　
� 13時30分～15時30分
［場　　所］� KC’s事務所内会議室
［出　　席］� 5 団体
［議　　題］

⑴　平成30年度活動報告案について
⑵　㈱ダスキン学習会の振り返りについて
⑶　合同講演会について

3 /19㈫
大阪府消費生活センターセミナー室

� 講師　林　郁　氏
⑷　出席会議報告その他

12　全大阪消費者団体連絡会報告

〇 2月理事会

［日　　時］� 2019年 2 月 6 日㈬　10時～12時
［場　　所］� 消団連　会議室
［概　　要］

【報告事項】

⑴　専門委員会の活動
•� 1 /29市町村消費者行政調査結果を受け、
門真消費生活センターと懇談を実施。
•� 2 / 6 大阪府消費者基本計画・消費者教
育推進計画の改定に関する学習会を開催。
•� 2 /19ゲノム編集技術の章句品衛生上の
取扱に関わる学習会を実施。

⑵　組織・財政の現況と対策
•�機関紙サイクル　 1 減　12月末739部、
1月度決算報告

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
2019年度連続学習会。第 1回 5 /15㈮。講
師は日本国家公務員労働組合中央執行委
員の井上伸さん。
•�不招請勧誘規制を求める関西連絡会で
は、5 /31に第 4回「地域で防ごう！消費
者被害」交流会を開催する。
•�消費者契約法の改正を実現する連絡会で
は、 3 /16に前消費者委員会委員長の河
上正二さんを講師に、改正消費者契約法
のシンポジウムを開催する。

【協議事項】

1　�2019年度輸入食品の監視指導計画案への
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について
2　�ゲノム編集技術の取り扱い案への意見に

ついて
3　�機関紙サイクルの編集・拡大等について
4　�理事会の日程調整について

〇 3月理事会

［日　　時］� 2019年 3 月12日㈫　
� 15時～16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
•� 2 /12市町村消費者行政調査結果を受け、
高石市政策推進部経済課と懇談を実施。
3 /29に大阪府の消費者計画等の見直し
に係るワークショップを開催する。

⑵　組織・財政の現況と対策
•�機関紙サイクル　 2 減　 2 月末737部、
2月度決算報告

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
2019年度連続学習会第 1 回の日程が
5 /15から 5 /22に変更となった。講師、
会場は変更なし。3 /15に国会議員要請活
動を実施する。

【協議事項】

1　�2019年度総会日程について
2　�消費者基本計画行程素案に対する意見に

ついて
3　�大阪府知事選挙候補者への政策アンケー

トについて
4　�機関紙サイクルの編集・拡大等について
5　�全大阪借地借家人組合連合会からの申入

れについて
6　�理事会の日程調整について

13　第14回おおさか災害支援ネットワーク参加
報告

［日　　時］� 2019年 2 月14日㈭
� 13時30分～17時15分
［場　　所］� おおさかパルコープ　 3階会議室
［出　　席］� 岡山県社協、岡山 NPO、大阪

府、市町村社協、NPO団体等
� 30団体44人
［内　　容］

⑴　開会挨拶　
おおさかパルコープ専務理事　
� 奥井　和久　氏

⑵　�おおさか災害ネットワーク（OSN）アン

ケート、ヒヤリング報告
⑶　�JVOADより昨年の災害等によるネット

ワーク概要報告
⑷　実践報告
「西日本豪雨災害における県域での連携
およびネットワークづくりについて」
岡山県社会福祉協議会　地域福祉部
地域支援班　主任� 西村　洋己　氏
NPO法人　岡山NPOセンター　
代表理事� 石原　達也　氏

⑸　グループディスカッション
⑹　全体討論
⑺　情報共有
⑻　閉会挨拶

14　協同組合・非営利協同セクター懇談会開催
報告

［日　　時］� 2019年 2 月20日㈬　15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］

日本協同組合連携機構
前田協同組合連携部長、佐藤主任研究員
大阪府農業協同組合中央会
津塩参事、久保総務企画部次長、内藤調査役
大阪府森林組合
栗本組合長、堀切理事
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
大阪労働者福祉協議会
三田事務局長
近畿労働金庫
浦田地域共生推進室長、中須上席専任役、
八尾人事部次長
大阪ボランティア協会
永井理事
大阪府生活協同組合連合会
タン、中村、小山

［開催概要］

⑴　開会挨拶　大阪府生協連　タン会長
⑵　�各団体から組織や事業・活動の概要につ

いてご紹介
⑶　大阪における連携づくりについて意見交換

今後、大阪における連携づくりを進めて
いくために、まずは事務方レベルで、定
期的に会議を開催することが確認された。

⑷　閉会挨拶　
大阪府農業協同組合中央会　津塩参事
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15　第 2回くらしクリエイトフォーラムin関西
参加報告

〇第 9回実行委員会

［日　　時］� 2019年 2 月 5 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、大学生
協事業連合（オブザーバー）

［内　　容］

⑴　当日進行の確認
①　当日要因
②　グループトークの進め方
③　当日配布資料
④　冊子の確認
⑤　当日懇親会
⑵　参加状況
⑶　分担費用
⑷　次回実行委員会日程

3月19日㈫10:30～12:00、KC’s事務所
〇第 2回くらしクリエイトフォーラムin関西2019

［日　　時］� 2019年 3 月 9 日㈯
� 13時～16時15分
［場　　所］� 大阪産業創造館　会議室E
［出　　席］� 行政、NPO、消費者団体、実行

委員会メンバー等86名
［内　　容］

13：00　開会・基調講演
「だれ一人取り残さない～SDGsの未来と消
費者の役割」
京都産業大学教授・弁護士
� 坂東　俊矢　氏

13：30　報告
「フードバンクって何？～食のセーフティ
ネット＆子ども達の未来サポート～」
認定NPO法人フードバンク関西理事長　
� 浅葉めぐみ　氏

14：00　実行委員会団体の発表
①　�安全食品連絡会
「プラスチック問題とSDGs」
②　NPO法人消費者支援機構関西
「葛の花イソフラボン機能性食品販売事
業者への申し入れ活動について」
③NPO法人消費者情報ネット
「『エシカル』対象商品の市場調査」

④大阪府生活協同組合連合会
「SDGs啓発活動」
⑤きんきビジョンサポート
「～誰も置き去りにしないために～知って
ください！視覚障害者のコト」
⑥全大阪消費者団体連絡会
「温暖化（温室効果）の少ない電気を選ぶ」
⑦日本消費者連盟関西グループ
「私と化学物質過敏症との20年～～きっ
かけは〈香り〉だった～～」
⑧大学生協事業連合関西北陸地区
「大学生を中心とした、消費者・事業者・
行政の三者で取り組むSDGs×消費者教
育ワークショップの実践と成果」

15：00　休憩
15：10　参加者によるグループトーク
16：00　講師による講評
16：15　閉会

15- 2 　�大阪みどりのトラスト協会第17回理事
会報告

［日　　時］� 2019年 3 月11日㈪　17時～20時
［場　　所］� ATCビル11階セミナールーム
［出　　席］� 別紙参照
［議　　題］

第 1号議案　�トラストファンドの取り崩しの
追加について

第 2号議案　2019年度事業計画について
第 3号議案　2019年度収支予算について

資金調達及び設備投資の見込み
について

第 4号議案　�トラストファンドの取り崩し
（2019年度）について

第 5号議案　常勤役員報酬の決定について
［報告事項］

•�中期経営計画の進捗状況について
•�大阪府との勉強会の経過について
•�トラスト協会の今後のあり方について
•�トラスト協会の今後についての意見交換

行政等

16　平成30年度第 2回大阪府消費者保護審議会

［日　　時］� 2019年 2 月14日㈭　10時～12時
［場　　所］� エル・おおさか606会議室
［出　　席］� 14名（17名中）
［議　　題］�
⑴　�大阪府消費者基本計画（第 2期）の策定

について
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⑵　基本計画策定検討部会の設置について
⑶　その他

17　平成30年度大阪府消費生活協同組合優良
役職員知事表彰授与式

［日　　時］� 2019年 2 月12日㈫　15時～16時
［場　　所］� ドーンセンター　 3階　
� 男女参画・府民協働課　大会議室
［出　　席］�
【受賞者】

大阪いずみ市民生協� 佐藤香世子さん
大阪いずみ市民生協� 下川　知克さん
関西大学生活協同組合� 土居原　茂さん
関西大学生活協同組合� 山本　辰也さん

【大阪府】

松阪府民文化部次長、川口男女参画・府民
協働課長、玉造課長補佐、馬本主査、羽床
主事

【府　連】

タン、中村、小山
※府連から副賞を贈呈しています。

18　平成30年度豊かな環境づくり大阪府民会議
総会参加報告

［日　　時］� 2019年 2 月18日㈪　
� 9 時30分～11時15分
［場　　所］� 大阪府咲洲庁舎50階　
� 迎賓会議室
［出　　席］�
〈学識経験者〉（敬称略）
大阪産業大学大学院教授
� 尾崎　博明（議　長）
大阪教育大学教授� 石川　聡子（副議長）
大阪学院大学教授　 三輪　信哉
大阪府立大学大学院准教授

 遠藤　崇浩
〈事業者団体〉
大阪府工業協会、近畿百貨店協会、日本
チェーンストア協会関西支部

〈関連団体〉
大阪みどりのトラスト協会、大阪府地球温暖
化防止活動推進センター、大阪自動車環境対
策推進会議、大阪美しい景観づくり推進会議

〈府民団体〉
ガールスカウト大阪府連盟、日本青年会議
所近畿地区大阪ブロック協議会、日本ボー
イスカウト大阪連盟、日本労働組合総連合
会大阪府連合会、大阪府生協連

〈行政〉

大阪府（事務局）、大阪市、堺市、高石市
（市長会会長市）

［議　　題］�
⑴　平成30年度府民会議の取組報告について
⑵　府民会議の内容の見直しについて
⑶　平成31年度行動計画（案）について
⑷　平成31年度府民会議の取組みについて
⑸　�その他「おおさかプラスチックごみゼロ

宣言」

19　平成30年度関西災害時物資供給協議会総会

［日　　時］� 2019年 2 月14日㈭　14時～16時
［場　　所］� 兵庫県民会館11階パルテホール
［参加団体］�
〈構成団体等〉

関西広域連合、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島
県、京都市、大阪市、神戸市、陸上自衛隊
中部方面総監部、近畿運輸局、神戸運輸監
理部、近畿地方整備局、岡山県

〈企業・団体等〉

トラック協会（滋賀、京都、大阪、兵庫、
和歌山、徳島）、倉庫協会（滋賀、京都、大
阪、兵庫、奈良、和歌山）、アサヒ飲料、イ
オンリテール、大塚食品、大塚製薬、キリ
ンビバレッジ、コカ・コーラボトラーズジャ
パン、国分グローサーズチェーン、コメリ
災害対策センター、佐川急便、セブン－イ
レブン・ジャパン、総合サービス、ダイドー
ドリンコ、日清食品ホールディングス、日
本海運、日本福祉用具供給協会、ハマネツ、
山﨑製パン、ヤマト運輸、ローソン、なら
コープ、わかやま市民生協、とくしま生協、
生協府県連（兵庫、奈良、和歌山、大阪）

［次　　第］�
⑴　平成30年度活動報告
①　関西広域応援訓練等実施結果
②　�会員企業・団体における今年度の災害

対応
•�大阪北部地震等の緊急物資対応につい
て（大阪府）
•�平成30年 7 月豪雨災害の緊急物資対応
について（岡山県）
•�2018年大規模災害の対応と救援物資の
状況について（ローソン）

⑵　情報提供
滋賀県における災害時支援物資輸送の取
組について

⑶　質疑応答
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　大阪府生協連では東日本大震災の発生した 3月に、震災を風化させず防災や減災の大切さを

学ぶ企画を毎年実施しています。今年は 3月16日㈯に、ボランティア防災学習会「屋根のシー

ト張り講習」を大阪府立大学百舌鳥キャンパスで開催し、46名が参加しました。

　今回の学習会は、堺市社会福祉協議会、大阪府立大学ボランティア・市民活動センター、大

阪府立大学生協と共催し、災害救助NPOレスキューアシスト、おおさか災害支援ネットワー

ク、大阪府立大学のご協力と、大阪府から後援をいただき実施しました。

　大阪府立大学ボランティア・市民活動センターから大学生の災害ボランティア活動と、大阪

府生協連から行政との連携や東日本大震災以降の災害支援活動についてのご紹介の後、堺市社

会福祉協議会から、災害時における社会福祉協議会の役割・活動、災害ボランティアセンター

とはについてお話いただきました。

　続いて、今回のメイン「屋根のシート張り講習」について、災害救助活動NPOレスキュー

アシストを講師に学習しました。はじめに座学で、シート張りの必要性や意義について学び、

材料選びや張替えの原因となること、安全を最優先とする作業上の注意や、ロープの結び方、

長持ちする張り方、危険な張り方、あると便利な道具や装備、はしご作業の安全確保等につい

て、実技を交えながら学びました。

　今企画では、大阪北部地震や台風21号の被害で、支援要請が多かった「屋根のシート張り」

について、ボランティアでも出来る活動を学びました。講習を通して、ボランティアで担える

役割を探求すると共に、地域ぐるみで防災・減災について考えを深める機会としました。屋根

のシート張り講習では、屋根に登る作業だけではなく、事前調査、作業準備や補助等、高所作

業以外でも活躍できる協力方法を学び、災害時のニーズに柔軟に対応できるボランティアの活

動について理解を深めました。

ボランティア防災学習会「屋根のシート張り講習」を開催しました



【 3月22日㈮】

　夜 8時30分、大阪の子ども達がなんばOCATに集合し、ご家族のお見送りを受け大型バスで

大阪を出発しました。車内ではみんなで自己紹介をしました。
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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」

　 3月22日㈮から 3月26日㈫の日程で、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」を開催しました。今回は大阪
の小学生10名と、福島の小学生10名が参加し、互いの地元を訪れ交
流する企画をして実施しました。
　運営には大学生12名がスタッフとして参加しました。

■主なスケジュール �

3 月22日㈮　夜、　大阪の子どもバスで大阪を出発
3月23日㈯　朝、　福島県JR福島駅前到着
　　　　　　午前　大阪の子どもは、環境再生プラザで、放射能について学習
　　　　　　お昼　福島の子ども合流
　　　　　　午後　会津藩校日新館、野口英世記念館の見学
　　　　　　夕方　ホテル到着
　　　　　　夜　　夕食・たこ焼きパーティ
3月24日㈰　この日は、福島から大阪への移動日
　　　　　　朝　　ホテルをバスで出発
　　　　　　夜　　大阪のホテルに到着
3月25日㈪　終日　ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで遊ぶ
　　　　　　夕方　大阪の子どもとお別れ
　　　　　　夜　　福島の子ども、バスで大阪を出発
3月26日㈫　朝　　福島県JR福島駅到着・解散



【 3月23日㈯】

　朝 7時に高速道路サービスエリアで朝食休憩。各

自で用意してきた朝ごはんをバスの中で食べました。

洗顔や歯磨きをして再出発。 8時30分過ぎにJR福島

駅西口に到着しました。トイレ休憩や近くの散策等、

一時間程度の時間調整をし、徒歩で福島駅東口駅前

にある環境再生プラザに10時到着しました。

　環境再生プラザは環境省と福島県が運営し、東京

電力福島第一原子力発電所事故からの環境回復の歩

みや放射線等についての情報を学ぶ施設です。施設

の周りの放射線量の計測、放射線とは何かの学習、

飛行機雲発生の原理を応用し放射線を目で見る実験

などの講習を受けました。

　大阪の子ども達がお昼ご飯を食べている頃、12時

45分に福島の子ども達が福島駅西口に集合。大阪と

福島の子ども達が合流し、バスで会津地方に向かい

ました。車内で自己紹介をし、会津藩校日新館に到

着。江戸時代の子ども達がどんな勉強をしていたの

かについて学びました。再びバスで移動し、野口英

世記念館に到着。千円札でお馴染みの科学者、野口

英世の功績と生涯について学びました。

　夕方 5時前にホテル「リゾートインぼなり」に到

着しました。 5時30分から夕食を兼ねて、たこ焼き

パーティです。みんなで粉を溶くところからたこ焼

きづくりをしました。手作りのたこ焼きはとてもお

いしかったです。ラーメンやハヤシライスなど、サ

イドメニューもあってお腹いっぱいになりました。
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【 3月24日㈰】

　朝起きると、大雪で一面銀世界でした。大阪の子ども達は雪を見ることが本当に珍しくて、

出発前に雪投げ等大はしゃぎでした。 8時過ぎにホテルを出発。車内ではトランプゲーム、ク

イズ大会、ビンゴ大会、映画鑑賞などをして、夜 7時頃に、大阪のホテル「アイ・アイ・ラン

ド」に到着しました。夕食では、この日から新たに加わった学生スタッフを紹介しました。明

日はいよいよ楽しみのUSJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）です。�

【 3 月25日㈪】USJ（ユニバーサル・スタジオ・

ジャパン）！

　 5時30分に起床し 6時15分にホテルを出発しまし

た。思いのほか通勤渋滞が少なく、 7時30分にUSJ

に到着しました。 5つのグループに別れ、夕方まで

グループ別に自由行動です。たくさんの人の中、各

グループで工夫し、スタッフはSNSで情報交換して

アトラクションをまわり、おみやげも購入し、夕方

5時30分まで遊びました。みんなで集合写真を撮っ

て、バスですぐ近くの日本製鉄の工場に行きました。

ここで福島の子ども達は、入浴と夕食をとるために、

大阪の子どもとお別れしバスを降りました。大阪の

子ども達は、バスでなんばOCATに行き、ご家族の

お出迎えを受けて解散しました。

16 　� 　



　福島の子ども達は、社員の方が使われている施設

でお風呂と夕食を食べました。 8時30分に工場を出

発。最寄りの駅前で大学生スタッフとお別れをしま

した。

【 3月26日㈫】

　バスでぐっすり寝て、 7時過ぎに福島駅西口に到着しました。ご家族のお迎えが来た子ども

から順番に家路へ、無事解散・終了しました。

　大阪府生協連では、2012年度から福島の子ども保養プロジェクト「コヨット」を実施しまし

た。今回で12回目となり、のべ278人の小学生が参加しました。また大学生を中心とする学生ス

タッフはのべ159名の参加となりました。今回を以って、大阪にお招きする企画は終了します。

今後は福島県に、大阪の子ども達や大学生の連れて行く企画を検討します。
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18 　� 　

   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～

「男女共同参画の視点から考える防災」の学習講演会に参加して

� 大阪よどがわ市民生活協同組合　組合員理事　近藤智子

　2019年 1 月28日㈪日本生協連　関西地連主催の男女共同参画学習交流会「男女共同参画の視
点から考える防災」に参加しました。
　講師は独立行政法人国立女性教育会館　事務課　専門職員の丹羽麻子さん。現状の問題点と
今後の検討課題についてお話しくださいました。

○郡山市ビックパレット福島の避難所での女性の困りごと、工夫したこと
・物干し場は男女別がなく下着を干す場所がない。
・性犯罪やDVが起きるので婦人警官パトロール、交番ブース設置が犯罪抑止になった。
・�安心して過ごせる場、交流の場として女性専用スペース設置。カウンセラーもいる。防犯
ブザーを置く。トリンプの下着採寸や受取場所にして入ってもらいやすくした。
・トイレの数が少ない。女性用品や乳幼児用品不足。
○男性と女性で異なる災害が与える影響…東日本大震災後のデータより
・岩手県、宮城県、福島県における死者数は女性が男性より1,000人多い。
・女性の求職者が比較的多い職業で求人倍率が低く就職者数が極めて少ない。
○災害とジェンダー研究の知見からは
・�災害時に女性は人的被害を受けやすく、暴力被害に遭いやすくなる。しかし女性は本質的
な弱者ではない。社会のジェンダー格差構造を更正するアプローチが大事。

○災害に強い地域社会を作るにはどうしたらいいのか
・�男性中心型の防災から男女共同参画の視点からの防災へ。内閣府男女共同参画局が「男女
共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」としてチェックシートを作成している。

○男女共同参画の視点からの防災を実践するためのポイントは 4つ
・防災に係る政策・方針決定過程への女性の参画を拡大する
・防災に関する各種計画やマニュアルに男女共同参画の視点を反映する
・防災を担う女性リーダーを育成し、女性リーダーが防災の現場で活躍できる環境を整備する
・女性を含む多様な住民が、防災について繰り返し考える学習機会を提供する
　＊�熊本市はチェックリストを使い避難所環境改善・性暴力DV防止ポスターを貼り効果を上
げ、佐賀県は地方防災会議の女性委員の割合を高める工夫をして風通しが良くなり、うま
く動くようになったそうです。また青森県では女性消防団や中学生と共に安心して過ごせ
る避難所開設の訓練を。浜松市でも男女共同参画で地域防災体制を進めている。

　避難所生活を安全安心なものとするためには男女共同参画の視点が欠かせない。地域の防災
力を高める為には研修会を地道に長く諦めずにやる。やっていくうちに変わるそうです。
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ス ケ ジ ュ ー ル

4 月

2 日㈫　全大阪消費者団体連絡会理事会

10日㈬　組織活動委員会

17日㈬　第 2回文楽コンサート実行委員会

23日㈫　第 2回生協大会実行委員会

5 月

8 日㈬　第 3回文楽コンサート実行委員会

14日㈫　第 2回協同組合・非営利協同セクター懇談会

16日㈭　第 7回理事会

6 月

20日㈭　第 8回理事会・第58回通常総会
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