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○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時　2020年 5 月21日㈭　15時～15時45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

⑴　理事
　（総数23名中、23名出席）
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� タン会長理事
Ⅴ．議事の経過と要領とその結果

○審○議○事○項
1 　第59回通常総会の件

⑴　開催時間・場所の変更について

　新型コロナウイルスの感染防止対策から、代議員
には書面出席の推奨、来賓ご招待の取りやめにより
実出席を最小にすること、開催時間を午前11時から
11時45分に、開催場所を大阪府社会福祉会館 4 階
403に変更する旨提案がされ、異議なく承認された。

⑵　2019年度活動報告・2020年度方針について

　2019年度活動報告及び2020年度方針について、提
案がされ、異議なく承認された。

⑶　2019年度決算について

　2019年度決算及び剰余金処分案について提案がさ
れ、異議なく承認された。

⑷　監事監査報告について

　監事より、2019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、異議なく承認された。

⑸　2020年度予算・役員報酬総額について

　2020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、異議なく承認された。

⑹　役員選任について

　人事委員会および理事推薦委員会、監事推薦委員

大阪府生協連　2019年度第 6回理事会開催報告
会での討議を踏まえ、役員選任議案について提案が
され、異議なく承認された。

⑺　総会運営について

　総会運営について、当日のスケジュール、議事日
程予定について、また総会役員については第 7回理
事会で確認する旨提案がされ、異議なく承認された。

2 　日本生協連第70回通常総会代議員選出の件

　日本生協連第70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、異
議なく承認された。

3 　消費者支援機構関西2020年度通常総会表決
権行使者選出の件

　消費者支援機構関西の2020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、異議なく承認された。

4 　大阪府新型コロナウイルス助け合い基金へ
の協力の呼ぶかけの件

　大阪府新型コロナウイルス助け合い基金への協力
について、会員生協に呼びかける旨提案がされ、異
議なく承認された。

○報○告○事○項
【大阪府生協連】

1 ．委員会報告
⑴　文楽・コンサート実行委員会
⑵　健康チャレンジ実行委員会
【日本生協連、他生協等】

2 ．2019年度第 3回近畿地区生協府県連協議会
【会員及び友誼団体等】

3 ．協同組合・非営利協同セクター連携組織設
立準備会議
4．消費者支援機構関西（KC’S）
5 ．全大阪消費者団体連絡会
6．大阪みどりのトラスト協会
【行政等】

7 ．�豊中エコショップ制度運営協議会役員の推
薦について
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○開○催○概○要○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時　2020年 6 月18日㈭　10時～10時28分
Ⅱ．場　　所　大阪府社会福祉会館　 4階401
Ⅲ．出 席 者

⑴　理事（総数23名中、23名出席）
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� タン会長理事
Ⅴ．議事の経過と要領とその結果

○審○議○事○項
1 　第59回通常総会の件

　代議員の出席予定状況、総会役員の理事会からの
推薦者、当日運営について提案がされ、異議なく承
認された。

2 　2020年度会費額決定の件

　2020年度の会費額について提案がされ、異議なく
承認された。

3 　理事・監事研修会開催企画の件

　理事・監事研修会の開催企画について提案がされ、
異議なく承認された。

○報○告○事○項
【大阪府生協連】

1 ．講座『生協10の基本ケア』日程変更について
2．健康チャレンジ実行委員会
【日本生協連、他生協等】

3 ．日本生協連第70回通常総会
【会員及び友誼団体等】

4 ．消費者支援機構関西（KC’s）
5 ．全大阪消費者団体連絡会
6．地球環境市民会議（CASA）
7．消費者ネット関西
8．大阪みどりのトラスト協会
【行政等】

9 ．大阪府2020年度生協検査日程

大阪府生協連　2019年度第 7回理事会開催報告
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○開○催○概○要○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時　2020年 6 月18日㈭
　　　　　　　11時25分～11時30分
Ⅱ．場　　所　大阪府社会福祉会館　 4階401
Ⅲ．出 席 者

⑴　理事（総数24名中、24名出席）
⑵　監事（総数 3名中、 3名出席）
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

○審○議○事○項
1 　新理事会体制の件

　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 /16）で選任することが提案され、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

　会長理事、専務理事を代表理事とする旨提案がさ
れ、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　2020年度第 1回理事会開催報告
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　 6月18日㈭、大阪府社会福祉会館にて、第59回通常総会を開催しました。

　今年の総会は、新型コロナウイルスの感染防止対策から、会員生協には、書面議決書による

議決権の行使をお願いし、開催規模を縮小し運営いたしました。

　理事会より提案した全ての議案を賛成多数により、ご承認いただきました。

　会員生協代議員の皆様、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 59 回 通常総会を開催しました

【第59回通常総会開催概要】
　［日　　時］　　2020年 6 月18日㈭　11時～11時30分
　［場　　所］　　大阪府社会福祉会館　 4階401
　［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
　　　　　　　　⑸　議事日程確認
　　　　　　　　⑹　議案審議
　　　　　　　　　　第 1号議案　2019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　2020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　議案決議効力発生の件
　　　　　　　　⑺　閉会
　［出席状況］　　代議員　総数39名の内、出席39名
　　　　　　　　　　　　（本人出席 6名、書面出席33名）
　　　　　　　　理事・監事　　25名
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　［総会役員等］　議長　　　　　　　平尾　斎次　代議員（全大阪労働者共済生活協同組合）
　　　　　　　　議事運営委員　　　後藤　高宏　理事（近畿大学生活協同組合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井　貴浩　代議員（大阪市立大学生活協同組合）
　　　　　　　　資格審査委員　　　松田　　忍　代議員（大阪学校生活協同組合）
　　　　　　　　書記　　　　　　　堀口　悦永　府連事務局
　［議案提案］　　第 1～ 4号　　　　中村　夏美　専務理事
　　　　　　　　監査報告　　　　　関戸　雅弘　特定監事
　［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。

〈2020年度役員〉
（代表理事）会長理事　　タン　ミッシェル　（員外）
　　　　　 副会長理事　柴橋　圭介　　関西大学生活協同組合　理事長
　　　　　 副会長理事　勝山　暢夫　　大阪いずみ市民生活協同組合　理事長
（代表理事）専務理事　　中村　夏美　　員外（常勤）
　　　　　 理事　　　　秋山也寸子　　生活協同組合コープこうべ　理事
　　（新任）理事　　　　飯田　容子　　生活協同組合おおさかパルコープ　理事
　　　　　 理事　　　　吉川佐和子　　大阪いずみ市民生活協同組合　理事
　　　　　 理事　　　　岩山　利久　　生活協同組合コープこうべ　専務理事
　　　　　 理事　　　　大内　淳次　　生活協同組合エスコープ大阪　常務理事
　　　　　 理事　　　　久保　幸雄　　大阪いずみ市民生活協同組合　専務理事
　　　　　 理事　　　　清水　啓子　　生活クラブ生活協同組合大阪　常任理事
　　　　　 理事　　　　西村　明彦　　生活協同組合コープ自然派おおさか　専務理事
　　　　　 理事　　　　松岡　賢司　　生活協同組合おおさかパルコープ　常勤理事
　　　　　 理事　　　　貫　　恒夫　　大阪よどがわ市民生活協同組合　理事長
　　　　　 理事　　　　木村　準司　　大阪きづがわ医療福祉生活協同組合　専務理事
　　　　　 理事　　　　田崎　貞雄　　大阪みなみ医療福祉生活協同組合　専務理事
　　　　　 理事　　　　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　　　　羽多野宏子　　北大阪医療生活協同組合　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　　　　後藤　高宏　　近畿大学生活協同組合　専務理事
　　（新任）理事　　　　藤井　貴浩　　大阪市立大学生活協同組合　専務理事
　　　　　 理事　　　　橋下　篤司　　日鉄大阪生活協同組合　専務理事
　　（新任）理事　　　　松田　　忍　　大阪学校生活協同組合　理事
　　（新任）理事　　　　平尾　斎次　　全大阪労働者共済生活協同組合　専務理事

　　（新任）監事　　　　木村　美和　　泉南生活協同組合　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
　　（新任）監事　　　　野尻　郁智　　大阪大学生活協同組合　専務理事

【退任役員】
　　　　　 理事　　　　足立美恵子　　生活協同組合おおさかパルコープ
　　　　　 理事　　　　渡邉　和典　　大阪府立大学生活協同組合
　　　　　 理事　　　　橋田　寛人　　大阪学校生活協同組合
　　　　　 理事　　　　櫻井　秀一　　全大阪労働者共済生協（任期途中退任）
　　　　　 監事　　　　吉川　卓次　　泉南生活協同組合
　　　　　 監事　　　　関戸　雅弘　　大阪大学生活協同組合
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　この度、大阪府生協連通常総会において理事をさせていた

だくことになりました生活協同組合おおさかパルコープの飯

田容子と申します。

　私は昨年 1年間大阪府生協連の組織活動委員会に委員とし

て参加させていただきいろいろな活動や取り組みなどのお話を

聞き知ることで多くの事を学ばさせていたたく事ができました。

　今後はこれらの活動の運営する側に関わり大阪府生協連の

一員として活動に少しでもお役に立てるように努力して参り

ますのでどうぞ温かいご指導よろしくお願いします。

　今回選任された役員から、新任の 4名の理事、 2名の監事からのご挨拶を掲載します。

　この度大阪府生協連の理事を拝命いたしました。微力なが

ら、大阪府の生活協同組合の発展に寄与して参りたいと考え

ています。どうぞよろしくお願いします。

全国で200を越える大学生協がありますが、それぞれの大学に

お役立ちできるよう、日々模索しているところです。コロナ

禍の厳しい状況ではありますが、各分野の生協の皆さんのご

協力をいただきながら、一致団結してこの難局を乗り越えた

いと考えています。

　第59回通常総会において、理事に就任いたしました大阪学
校生活協同組合の松田です。
　私どもは大阪府内の学校に勤務する教職員を組合員とする
職域生協であり、昨年 2月に創立60周年を迎えました。
　大阪学校生協を取り巻く事業環境は、学校現場における教
職員の多忙化、業者間における競争、ネット通販の拡大など
により年々厳しさを増しています。
　このような中、教職員のニーズに応じた事業・活動を推進す
るとともに教職員が安心、安全に暮らすことのできる環境の充
実をはかるためにも「学校生協の存在意義を追求する、なくて
はならない学校生協」をめざし全力で取り組んでおります。
　また子どもたちの豊かな学びを保障するために、教職員が教育活動に専念できる環境を確保
することも学校生協の使命だと考えております。
　大阪府生協連の理事就任を機に、今までの経験を活かし、少しでもお役に立てますようつと
めて参りますので、皆様のご指導をよろしくお願いいたします。

新任理事のご挨拶

藤井　貴浩
�大阪市立大学生活協同組合�
�　　　　専務理事　　　　�

松田　　忍
�大阪学校生活協同組合�
�　　　理事　　　�

飯田　容子
�生活協同組合おおさかパルコープ�
�　　　　　理事　　　　　�
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　初めまして、泉南生活協同組合　理事の木村と申します。
私は大阪に移り住んで40年、たまたま勧誘された泉南生協で、
組合員として共同購入を続けています。子供の手を引いて夫
と共にイベント。今では孫を連れて生産者訪問で工場や畑へ
と出かけています。
　このように生協は私にとって、生活の一部でもあります。こ
の度、大阪府生協連の監事ということで、軽い気持ちで引き
受けたものの、私にどれ程のことが出来るのか不安なところ
です。今まで地域の中でしか活動していませんし、外の大き
な組織のことをあまり意識していませんでした。さまざまな取
り組みや活動の報告を聞いて、知らないことの多さに反省し
ています。またこの任期の中で少しでも理解を深めていきた
いと思っています。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

　皆様、はじめまして。私はこの総会で大阪府生協連の監事
に就任しました、大阪大学生活協同組合専務理事の野

の
尻
じり
郁
ふみ
智
とも

です。大阪府内の生協の事業活動、組織活動が発展するよう
に府連の活動を通じて尽力したいと存じます。また府連の監
査活動においては会員生協の模範となるように取り組みたい
と思います。
　さて、新型コロナウイルス感染症の影響はとても甚大です。
とくに大学生協ではキャンパスから元気な学生の姿が消え、
大学によってはゴーストタウン化している場所もあります。
新しい生活様式の普及が少しずつ進み、市場には賑わいも戻
りつつありますが、大学キャンパスは10月まで現状のままと
なる様相です。大学生協にとって非常に大きな危機に直面し
ていると言えますが、大学生協の事業のあり方も大きく変わるチャンスでもあります。また新
たな価値を生み出すことができるのも生活協同組合であればこそと思っています。
　大阪府内の生活協同組合の皆様にご支援とご助言をいただきながら、一歩を踏み出していき
たいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

木村　美和
�泉南生活協同組合�
�　　　理事　　　�

野尻　郁智
�大阪大学生活協同組合�
�　　　専務理事　　　�

　この度、大阪府生協連第59回通常総会において理事に就任
いたしました、全大阪労働者共済生協の平尾でございます。
全大阪労働者共済生協・こくみん共済coop大阪推進本部に入
会し、今年で35年になります。業務としては、入会当初より
オルグとして組織まわりの推進を主に携わってきました。
　大阪府生協連の活動としては、これまで生協大会や学習会
に参加していましたが、これからは諸先輩の皆さまからご指
導をいただき、よりいっそうお役に立てるよう頑張りたいと
思います。
　昨今、地震や台風、豪雨等の自然災害、また新型コロナウィ
ルス感染など様々な災いが私たちの生活を脅かしています。
こういう時こそ「ひとりは万人のために、万人はひとりのた
めに」の助け合いの精神が見直され、いままで以上に生協の
活動が必要とされると思います。
　今後は、大阪府生協連の発展に少しでも貢献できるよう努めて参りますので、皆様のご指導
含めどうぞよろしくお願いいたします。

平尾　斎次
�全大阪労働者共済生活協同組合�
�　　　　　専務理事　　　　　�
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ス ケ ジ ュ ー ル

7 月

2 日㈭	 JCA「都道府県協同組合等連携組織の全国交流会議」
2日㈭	 第 1 回ジェンダーフォーラム協議会
3日㈮	 健康チャレンジ実行委員会
6日㈪	 消費者支援機構関西（KC’s）差止訴訟検討委員会
8日㈬	 第 1 回組織活動委員会
14日㈫	 大阪府生活協同組合・非営利協同セクター連絡協議会設立の集い
15日㈬	 会報発行
15日㈬	 第 1 回生協大会実行委員会
15日㈬	 なにわの消費者団体連絡会幹事会
16日㈭	 第 2 回理事会
17日㈮	 消費者支援機構関西（KC’s）常任理事会
17日㈮	 おおさか災害支援ネットワーク第17回定例会
22日㈬	 第 1 回近畿地区生協府県連協議会（奈良）
28日㈫	 関西地連第 1回運営委員会
29日㈬	 消費者支援機構関西（KC’s）理事会
30日㈭	 第 1 回大規模災害対策協議会

8 月

3 日㈪	 消費者支援機構関西（KC’s）差止訴訟検討委員会
5日㈬	 消費者ネット関西理事会・評議会
7日㈮	 健康チャレンジ実行委員会
18日㈫	 日本生協連関西地連非常用通信機器訓練
19日㈬	 消費者支援機構関西（KC’s）常任理事会
19日㈬	 第 2 回生協大会実行委員会
20日㈭	 第 1 回理事・監事研修会
26日㈬	 第32回近畿地区生協・行政合同会議

9 月

3 日㈭	 消費者支援機構関西（KC’s）差止訴訟検討委員会
4日㈮	 健康チャレンジ実行委員会
4日㈮	 大阪880万人訓練
5日㈯	 講座『生協10の基本ケア』第Ⅱ期①②
10日㈭	 第 2 回大規模災害対策協議会
12日㈯	 講座『生協10の基本ケア』第Ⅱ期③④
15日㈫	 会報発行
16日㈬	 第 2 回組織活動委員会
16日㈬	 なにわの消費者団体連絡会幹事会
17日㈭	 第 2 回ジェンダーフォーラム協議会
19日㈯	 講座『生協10の基本ケア』第Ⅱ期⑤
24日㈭	 消費者支援機構関西（KC’s）常任理事会
24日㈭	 日本生協連第 2回県連活動推進会議・関西地連第 2回運営委員会
30日㈬	 消費者支援機構関西（KC’s）理事会


