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大阪府生協連　2013年度第 5回理事会開催報告

○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2014年 3 月20日㈭
� 14時～15時55分
Ⅱ．場　　所� 大阪府社会福祉会館　 5階503
Ⅲ．出 席 者

（会 長 理 事）� 惣宇利
（副会長理事）� 柴橋、藤井
（専 務 理 事）� 安本
（常 務 理 事）� 中村
（常 任 理 事）� 北川、羽多野、森本
（理 事）� 浅井、上原、江口、大内、勝山、

田中、間、洞井堀内、松本、
� 矢田部
（監 事）� 松岡特定、岡田、吉川（14：07

審議事項 1から出席）
以上、理事総数25名中19名出席、監事総数 3
名中 3名出席

（欠 席 理 事）� 池田常任、入船常任、三上常任、
青松、奥、鎌田

Ⅳ．議　　長� 惣宇利会長理事
Ⅴ．議事の経過と要領との結果

　定刻になり、惣宇利会長理事が議長として、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 　第53回通常総会の件

⑴　2013年度活動報告及び2014年度方針（ 2 次

案）について

　小山事務局長より、2013年度活動報告及び
2014年度方針（ 2次案）について提案がされた。
討議の結果、2013年度活動報告及び2014年度方
針については、第 6回理事会で最終確認するこ
とが、全員異議なく承認された。
⑵　2013年度決算見込及び2014年度予算案について

　中村常務理事より、2013年度決算見込及び
2014年度予算案について提案がされた。
　討議の結果、2013年度決算及び2014年度予算
案については、第 6回理事会で最終確認するこ
とが、全員異議なく承認された。
⑶　役員選任に関する役員定数及び会員生協への

推薦依頼等について

　中村常務理事より、人事委員会での討議を踏
まえ、第53回通常総会で選任提案する役員の選
任区分と区分ごとの定数、候補者の推薦を依頼
する会員生協、今後のスケジュールについて提
案がされた。
　討議の結果、提案通り全員異議なく承認され
た。

⑴�　役員定数（定款18条では理事定数21～

25名、監事定数 2～ 3名）

　 1）理事定数を25名とする。
①�　全体区分を 8名（員外枠 3、日本
生協連理事枠 2、女性枠 3）とする。
②�　地方区分を17名（地域生協枠 7、
医療生協枠 4、大学生協枠 3、職域
生協枠 2、共済生協枠 1）とする。

　 2）監事定数を 3名とする。
　全体区分 3名（地域生協 1、医療生
協 1、大学生協 1）とする。

⑵　会員生協への推薦依頼について

1 �）日本生協連理事枠 2名は、大阪府内
に主たる事務所を置く会員生協の日本
生協連理事とする。
2 �）女性枠 3名は、いずみ市民生協、パ
ルコープ、コープこうべとする。
3 �）地域生協枠 7名は、いずみ市民生協、
よどがわ市民生協、生活クラブ生協大
阪、エスコープ、パルコープ、コープ
自然派ピュア大阪、コープこうべとす
る。
4 �）医療生協枠 4 名は　北大阪医療生
協、ヘルスコープ、きづがわ医療生協、
羽曳野医療生協とする。
5 �）大学生協枠 3名は、関西大生協、府
立大生協、近畿大生協とする。
6 �）職域生協枠 2名は、学校生協、日鉄
住金大阪生協とする。
7 �）共済生協枠 1名は、大阪労済生協と
する。
8 �）監事 3名は、泉南生協、医療生協か
わち野、大阪大生協とする。
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⑶　今後のスケジュールについて

日　程 会議・広報等 内　容

3 月20日㈭ 第 5回理事会
役員定数の決
定

3月20日㈭
当該会員生協理事長へ役員候
補者の推薦依頼発送

5月 8日㈭ 役員候補者推薦の回答〆切

5月15日㈭
理事推薦委員会、監事推薦委員
会開催し各推薦候補者の決定

5月15日㈭ 第 6回理事会
役員選任議案
として決定

6月 4日㈬
第53回通常総会招集通知・議
案書・各書面の発送

6月19日㈭ 第53回通常総会

⑷　議事日程等について

　小山事務局長より、総会運営に関わる理事の
任務、議事日程案について提案がされた。
　討議の結果、理事の任務分担については、第
6回理事会で確認することとし、提案通り全員
異議なく承認された。

2 　全労済運動（大阪労済）創立60周年事業に
おける第30回「全労済子ども絵画コンクー
ル」開催に関する要請の件

　小山事務局長より、全労済大阪府本部からの要請
を受け、全労済大阪府本部が実施する創立60周年事
業における「第30回全労済子ども絵画コンクール」
および関連する二つの特別事業「小学校緑化支援
（植樹）プロジェクト」「全労済子ども写生大会」を
後援し、第30回全労済子ども絵画コンクールでは「大
阪府生活協同組合連合会賞（ 1点）」を交付すること
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。
　なお、森本常任理事から、全労済運動（大阪労済）
創立60周年事業について補足がされた。

○報○告○事○項
大阪府生協連

1 　創立60周年記念講演会・レセプション開催
報告

［日　　時］� 2014年 1 月23日㈭
� 13時30分～16時55分
［場　　所］� シティプラザ大阪「燦・旬」
［出席人数］� 消費者庁（ 1 名）、大阪府（ 2

名）、大阪市（ 1名）、日本生協

連（ 2名）、日本医療福祉生協連
（ 1 名）、全国大学生協連（ 2
名）、友誼団体・取引先（16団体
23名）、都道府県連（14生協18
名）、顧問・歴代役員（14名）、
会員生協（33会員114名）、府連
（ 4名）� 合計182名

［開催内容］

13：30　開会　司会
　　　　　　　　　常任理事　羽多野宏子
　　　　主催者挨拶
　　　　　　　　　会長理事　惣宇利紀男
　　　　来賓挨拶　大阪府　府民文化部
　　　　　　　　　男女参画・府民協働課長
� 藤井　　清　様
　　　　　　　　　本生協連会長理事
� 　浅田　克己　様
　　　　記念講演

「消費者行政の充実強化と消費者運
動の連携～安心して暮らせる地域社
会づくりをともに！～」

� 　消費者庁長官　阿南　　久　様
15：05　レセプション開会

司会　常任理事　入船　行由
　　　　　理事　浅井由起子

　　　　開会挨拶　会長理事　惣宇利紀男
　　　　来賓挨拶　医療福祉生協連専務理事
� 　藤谷　惠三　様
　　　　　　　　　全国大学生協連会長理事　
� 庄司　興吉　様
　　　　乾杯　大阪労働者福祉協議会副会長　
� 多賀　雅彦　様
　　　　祝辞　　消費者支援機構関西理事長
� 　榎　　彰徳　様
　　　　　　　　大阪ユニセフ協会副会長
� 古野　喜政　様
　　　　　　　　　兵庫県生協連会長理事
� 　本田　英一　様
　　　　　　　　　福島県生協連専務理事
� 　佐藤　一夫　様
　　　　映像で振り返る60年
　　　　歴代役員挨拶
� 元専務理事　山本　邦雄　様
16：50　中締め　　専務理事　安本　正男�

2 　ジェンダーフォーラム協議会・学習講演会
開催報告

［日　　時］� 2014年 3 月 6 日㈭
� 13時30分～15時35分
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［場　　所］� 追手門学院　大阪城スクエア　
� ホールD
［参 加 者］� 9 会員、講師、府連　39名

い ず み 7名 よ ど が わ 4名 エスコープ 2名

パルコープ 6名 こ う べ 2名 自 然 派 6名

北 大 阪 医 3名 大 阪 大 学 1名 全 労 済 4名

講 師 1名 府 連 3名 合計� 39名

［開催内容］

13：30　開会　司会
　　　　　　　協議会委員長　鎌田　妙子
　　　　開会挨拶　会長理事　惣宇利紀男
13：45� 講演

「女性の役員・管理職等への登用促進に
向けたポジティブ・アクションの取組
促進について」

　　　　　内閣府男女共同参画局推進課　
　　　　　積極措置担当係長　谷内　絵理さん
15：05� 質疑応答
15：35� 閉会

3 　東日本大震災被災地支援担当者交流会開催
報告

［日　　時］� 2014年 3 月11日㈫
� 13時～15時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出　　席］� 土田（いずみ）、堀内（よどが

わ）、奥・岸田（エスコープ）、
松岡（パルコープ）、中（こう
べ）、柴山・山本（きづがわ）、
今江（ヘルス）、藤江（大学生協
阪神事業連合）、志垣（全労済）、
中村・小山（府連）� 以上13名

［議事概要］

⑴　各生協の震災支援の取り組み報告と交流
•�各生協の2013年度の震災支援活動の主な
内容について報告いただき交流した。

⑵　意見交流
•�生協間連携や府連への要望等について意
見交換した。大学生協阪神事業連合から
エスコープのスタディツアーについての
質問等が出された。またエスコープから
は大阪に避難されている方への支援の継
続・拡充に向けて、避難者情報の収集に
関して意見が出された。

4 　東日本大震災被災地支援バス参加者交流会
開催報告

［日　　時］� 2014年 3 月16日㈰
� 10時～13時

［場　　所］� ホテル　プリムローズ大阪　
� 高砂
［参 加 者］� バス参加者37名、被災者 3 名、

組織活動委員 2名、府連 3名
� （惣宇利・中村・小山）
� � 　以上45名
［開催概要］

⑴　宮城県漁協志津川支所の方から近況のご
報告をいただいた。
⑵　大阪府生協連の支援バス全体のまとめ及
び2014年度支援活動の方向性について報告
をした。
⑶　被災者からの報告として、福島県の「か
ーちゃんの力・プロジェクト協議会」代表
の渡邊とみ子さんより、被災前から現在に
至る、渡邊さんの活動についてお話いただ
いた。
⑷　報告を聞いての感想や被災地への想いな
どについて、グループに分かれて交流した。
⑸　「かーちゃんの力・プロジェクト協議会」
製造商品を含め、宮城県の被災者製造商品
や福島県産品の販売を行った。

5 　大規模災害図上演習開催報告

［日　　時］� 2014年 3 月18日㈫
� 10時～17時
［場　　所］� おおさかパルコープ本部事務所　

会議室
［参　　加］� 9 会員、コープきんき、日本生

協連、CXカーゴ、府連
� � 合計44名

い ず み 3名 よ ど が わ 7名 エスコープ 2名

パルコープ 7名 こ う べ 2名 自 然 派 4名

大 阪 学 校 1名 全 労 済 1名 大 学 阪 神 1名

き ん き 7名 日 生 協 3名 C X C 2 名

大 阪 府 2名 府 連 2名 合計� 44名

［開催内容］�
⑴　南海トラフ巨大地震における大阪府の被
害想定の概要について
　　　　大阪府危機管理室　防災企画課
　　　　総務・企画グループ
� 　総括主査　神田　孝志さん

⑵　演習①自生協の発災 1日目の状況につい
ての共有
⑶　シミュレーションのガイダンス
⑷　演習②「発災 2～ 3日目の対応」
⑸　演習③自生協の災害対策の検証
⑹　グループ発表・講評
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6 　委員会開催報告

⑴　第 3回組織活動委員会

［日　　時］� 2014年 1 月27日㈪
� 10時～12時20分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 西村・阪野（いずみ）、是永・
� 上垣（よどがわ）、武田（パルコ

ープ）、橋本（自然派）、志垣（全
労済）、松本・中村・小山（府
連）� 　以上10名

［議　　題］

⑴　東日本大震災支援活動について
⑵　2015年NPT（核不拡散条約）再検討会議
に向けた取り組みについて
⑶　この間の取り組み報告と交流

［議事概要］

⑴　東日本大震災支援活動について、大阪府
生協連の2013年度取組結果と2014年度の方
向性の報告があった。今後の活動として「①
東日本大震災支援担当者交流会」「②支援
バス参加者交流会」「③3.11�from�KANSAI�
2014～いま、ともに　への出展」について
提案がされた。討議の結果、①については
開催時期を早めて 2月下旬から 3月中旬と
すること。②については提案通り。③につ
いては提案通りとし、当日の運営協力につ
いて一旦参加生協で割振りし欠席生協には
別途確認することとした。
〈3.11�from�KANSAI�2014～いま、ともに～〉
　当日の府連ブースの運営協力
　10時～12時　　よどがわ市民生協、
　　　　　　　　全労済
　12時～14時　　いずみ市民生協、
　　　　　　　　きづがわ医療福祉生協
　14時～16時　　コープこうべ
　16時～17時半　パルコープ、
　　　　　　　　自然派ピュア大阪
⑵　2015年NPT再検討会議に向けた取り組
みについて、全国組活委員の阪野さんより
日本生協連の基本方針（案）の報告がされ
た。大阪府生協連として日本生協連の基本
方針に沿った取り組みをすすめることとし
「学習会開催」「署名：核兵器禁止条約早期
実現を目指しての会員生協への取り組み呼
び掛け」「地元生協と協力し能勢町・豊能町
に平和首長会議への加盟を働きかける」「大
阪府議会に日本政府がNPT再検討会議で
核兵器廃絶に向けてリーダーシップを発揮

することを求める決議採択活動」「再検討会
議への代表派遣」をすすめることが確認さ
れた。
⑶　この間の特徴的な取り組みについて報告、
交流がされた。

⑵　第 4回大規模災害対策協議会

［日　　時］� 2014年 2 月13日㈭
� 15時～17時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 佐々木（大阪府）、正木（いず

み）、加藤（よどがわ）、宮内・
松原（パルコープ）、金川（こう
べ）、新元（自然派）、松田（大
阪学校）、吉成（全労済）、一樋
（大学生協）、増永（関西地連）、
植松（きんき）、中村・小山（府
連）� 以上14名

［議事概要］�
⑴　大阪府との定期協議について
　大阪府と「災害時における応急物資供給
等に関する協定」に基づく定期協議を行い
協定の更新について確認した。
⑵　図上演習のすすめ方について
　 3／18図上演習のすすめ方について協議
し、各生協の事前作業について、「発災 1日
目の被害状況等の想定」「シミュレーション
訓練時の状況付与票」の作成について確認
した。
⑶　各生協の防災・減災の取り組み交流
　この間の取り組み交流をした。

⑶　第 1・ 2回文楽・コンサート実行委員会

　○第 1回

［日　　時］� 2014年 2 月19日㈬
� 10時～11時55分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出　　席］� 安嶋（いずみ）、吉川・西田（よ

どがわ）、中（こうべ）、中村（自
然派）、橋本・羽村（かわち野）、
貴船（学校生協）、岡田（全労
済）、矢田部・小山（府連）

� � 　　以上11名
［議　　題］

⑴　夏休み文楽鑑賞のつどいの取り組みにつ
いて
⑵　夏休みファミリーコンサートの取り組み
について

［議事概要］

⑴　夏休み文楽鑑賞のつどい

•�2013年度の取り組み結果について報告が
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された。
•�2014年度は、 7月25日㈮で開催予定とす
ることが確認された。チケット価格は消
費税増税に伴う文楽劇場の価格見直しを
踏まえ継続協議とした。
•�抽選に漏れた組合員へ割引券の配布を配
布することが確認された。
•�上演演目は次回確認することとした。
•�東日本大震災により避難されている方の
無料招待を定員30名で実施することが確
認された。

⑵　夏休みファミリーコンサート

•�2013年度の取り組み結果について報告が
された。
•�2014年度は、 7 月28日㈪に 2 回公演と
し、チケット価格は消費税増税を踏まえ
継続協議とした。
•�東日本大震災により避難されている方の
無料招待を 1公演に付定員30名、計60名
で実施することが確認された。
•�企画内容について討議した。出された意
見に基づき次回委員会でセンチュリーを
交え選曲について討議決定することが確
認された。

〈出された意見〉
○�メインのクラシックは著名な作曲家の代
表的な曲
○�ビートルズやカーペンターズ等、60～70
年代の曲でかつ現在でもCM等で耳慣れ
た曲
○宝塚歌劇団の曲
○�フィギュアスケートの曲などは本格的な
クラシックでいいのでは。
○�子ども用の「プリキュア」「仮面ライダ
ー」等アニメソング。女子の参加割合が
高いので女子向きを多めに。
○�昨年のCLIPCIAPのように皆で一体とな
れる企画。

　○第 2回

［日　　時］� 2014年 3 月19日㈬
� 10時～11時55分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出　　席］� 吉川（よどがわ）、伊藤（エスコ

ープ）、中村（パルコープ）、
� 中村（自然派）、橋本・羽村（か

わち野）、貴船（学校生協）、
� 田中・杉原（センチュリー）、
� 矢田部・中村・小山（府連）
� � 以上12名

［議事概要］

⑴　夏休みファミリーコンサート

•�指揮者は例年通り、関谷弘志さんにお願
いすることが確認された。
•�センチュリーさんより、プログラムにつ
いて 3案提案があった。協議の結果、以
下のプログラムが確認された。

【第 1部】
○�オープニング
　　スッペ：喜歌劇「軽騎兵」序曲
○�楽器紹介
　　「オーケストラと愉快な仲間たち」
○�クラシックの名曲①
　グリーグ：�劇音楽「ペール・ギュント」

第 1組曲より“朝”“山の魔
王の宮殿にて”

　（休憩）
【第 2部】
○�フィギュアスケートの曲

パリの散歩道（羽生結弦）、スマイル
（浅田真央）

○日本の長寿アニメメドレー
ドラえもん～アンパンマン～サザエさ
ん～ちびまる子ちゃん他

○みんなで歌おう
　　杉本竜一：ビリーブ
○クラシックの名曲②

ドヴォルザーク：�交響曲第 9番「新世
界より」第 4楽章

チケット価格について、消費税増税に伴い、
100円値上げし2,300円とすることが確認さ
れた。
⑵　夏休み文楽鑑賞のつどい

•�演目について文楽劇場からの提案を受け、
「かみなり太鼓（新作）」「西遊記」とする
ことが確認された。
•�チケット価格について消費税増税および
買取価格の値上げに伴い、100円値上げ
し、1,900円とすることが確認された。
•�新たに公演当日に、演目のあらすじや文
楽のミニ解説を掲載した当日プログラム
を配布することが確認された。

⑷　第 4回ジェンダーフォーラム協議会

［日　　時］� 2014年 3 月 6 日㈭
� 15時45分～16時30分
［場　　所］� 追手門学院　大阪城スクエア　

ホールD
［出 席 者］� 上杉・山本（いずみ）、井上・西

田（よどがわ）、武田・佐保（パ
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ルコープ）、岡本・野間（こう
べ）、西浦（北大阪医療）、岡田
（全労済）、鎌田・惣宇利・羽多
野・青松・中村・小山（府連）

� � 以上16名
［議事概要］

⑴　学習講演会の振り返り
〈主に出された意見〉
•�内容にボリュームがあり過ぎた。ポイン
トを絞ってもらった方がよかった。
•�大阪の状況がよくわかった。生協として
どうしていくのかと思った。
•�政府がどこに向かっていくのか、施策の
方向性はどこか考えた。集団主義から個
人主義に変わっていくと感じた。
•�医療介護の世界も自己実現への変化して
いる。病院完結型から地域完結型。同じ
流れと感じた。
•�参加者が少なかった。多岐にわたる話し
だったが正しく理解しながら今後を見て
みたい。
•�ついて行くのが大変だった。何処を目指
していくのかと思った。行政からの補助
など利用できることは何か考えたい。
•�実体験を踏まえての話ではないので実感
がわかない。働く女性の生の言葉、現場
の実態を見て施策を考えてほしい。
•�政府の経済施策は一部の企業が対象と思
う。男女共同参画の施策も同じと考える。
上から目線でなく下から目線で考えてほ
しい。
•�子育て、介護、成長と施策のポイントが
あるが誰に対する施策なのか疑問。女性
が輝くとは何をもって言うのかわからな
い部分がある。生協は女性が活躍してい
る場、そのことを政府にもっとわかって
ほしい。
•�制度は積極的に活用していきたい。
•�男性参加が少ない。委員も参加を促して
ほしい。

⑸　第 1回生協大会実行委員会

［日　　時］� 2014年 3 月17日㈪
� 10時～11時30分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 坂井（いずみ）、山田・加藤（よ

どがわ）、中村（パルコープ）、
野間（こうべ）、海老根（自然
派）、志垣（全労済）、永吉（大
学阪神事業連）、上原・中村・小

山（府連）� 以上11名
［議事概要］

⑴　2013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　2014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。
•�2014年11月20日㈭　ドーンセンター
•�開催目的について「会員生協の組合員活
動を中心とする取り組みについて、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。
•�企画のテーマについて討議した。各委員
から出された意見を踏まえ、各提案者か
ら提案テーマに基づき、講演者など具体
的な企画イメージを持ち寄って次回委員
会で継続協議することが確認された。
出されたテーマ：「生協のよさをどう伝
えるか」「NPT再検討会議・平和」「心
豊かに、生協に入ってよかったと思っ
てもらうこと」「消費者教育」「人との
つながり」「消費者へよりそう活動」
「震災・阪神淡路から20年」「食」「等

•�参加者への軽食配布について、「事前申込
人数と実参加人数の誤差から例年50食前
後の残数となる」「ホールが飲食不可の
為、食事場所として会議室を用意するが、
わずかな使用時間の為に、午前午後の時
間枠で使用申込が必要であり約 9万円の
費用となる」等の現状を踏まえ取り扱い
について協議した。協議の結果、「軽食は
引き続き配布する。食事場所については、
直ぐに食べられる方は、ホールロビー、
1階パフォーマンススペース等を活用い
ただくこととし別途会議室を借りない。
また持ち帰りがあることを前提に軽食の
内容について見直しをする」ことを確認
した。
•�実行委員会開催日程について調整し、一
部変更し以下確認がされた。
第 2回　 4月24日㈭　10：00～12：00
第 3 回　 7月 3日㈭　10：00～12：00
第 4 回　 9月 9日㈫　10：00～12：00
第 5 回　11月20日㈭　生協大会終了後
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日本生協連、他生協等

7 　日本生協連第 4 回県連活動推進会議参加報
告

［日　　時］� 2014年 1 月30日㈭
� 16時～18時10分
［場　　所］� 名古屋栄東急イン　 2階　
� プルミエルーム
［出　　席］� 12府県連12名、日本生協連 5名
［議　　題］

⑴　報告事項
①　運営委員会報告について
•�NPT（核不拡散条約）再検討会議に向
けた取り組みの基本方針案について
•�介護保険制度改定を踏まえた2014年度
市町村訪問活動について
•�集団的消費者被害回復制度の成立につ
いて
•�その他

②　日本生協連報告
•�地方行政への働きかけの組合員参加の
促進について
•�介護保険制度改定を踏まえた2014年度
市町村訪問活動について

⑵　県連活動交流
①　各府県連の中計・ビジョン、次年度方
針等報告
②　震災復興支援企画、協同組合間連携、
防災・減災の具体的取り組み等

8 　日本生協連生活困窮者支援と生協の「生活
相談・貸付事業」報告会参加報告

［日　　時］� 2014年 3 月 4 日㈫
� 13時～16時30分
［場　　所］� 仙台ガーデンパレス　 4階　
� 羽衣
［出 席 者］� 80名（宮城県職員、社協、生協

等）　府連（中村）
［議　　題］

開会
主催者挨拶
　日本生協連常任理事・みやぎ生協専務理事　
� 宮本　弘
（第 1部）「生活困窮自立支援法と日本生協連
の事業モデル構築」
○講演 �「生活困窮者への新たな支援制度

について」
厚生労働省社会・援護局　地域福祉課　

生活困窮者自立支援室　
� 室長補佐　金原　辰夫さん

○報告① �「生協の生活相談・貸付事業の
事業モデル構築について」
　日本生協連組織推進本部
　福祉事業推進部部長
� 山際　　淳さん

○報告② �「みやぎ生協の生活相談・貸付事
業の現状と課題」

　　　　　　みやぎ生協くらしの安心サポ
ート部くらしと家計相談室
� 　室長　渡辺　　淳さん

（第 2部）「みやぎ生協生活困窮者の相談窓口
の連携に関する調査研究」
○講演 �「地域における生活相談窓口の先

進事例報告」
特定非営利活動法人VAICコミ
ュニティケア研究所　
� 　理事　津田　祐子さん

○報告① �調査研究員会活動報告（中間ま
とめ）
みやぎ生協くらしの安心サポー
ト部� 部長　小澤　義春さん

9 　関西地連第 4 回運営委員会参加報告

［日　　時］� 2014年 1 月30日㈭
� 13時～16時
［場　　所］� 名古屋栄東急イン　 2 F　
� メイプルルーム
［出　　席］� 運営委員26名、日本生協連・理

事監事10名
� オブザーバー他 9名
［議　　題］

1．報告事項

《理事会議事録等報告》
⑴　2013年度第 4回理事会（11／20）議事録
⑵　2013年度第 5回理事会（ 1／15）議題と
結果

《全体概況報告》
⑴　日本生協連2013年12月度概況報告
⑵　コープ共済連2013年12月度までの決算状
況および2013年度のまとめ（案）

《運営・組織関連》
⑶　一般活動報告
①　第 3回県連活動推進会議（地連版）開
催報告

⑷　2014年地区別・総会議案検討会議の開催
について
⑸　2014年度日本生協連機関会議等の日程に
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ついて
⑹　社会保障政策検討委員会・中間報告につ
いて
⑺　新しい「エネルギー基本計画」策定に向
けた意見について
⑻　2013年版生協賃金労働条件調査の結果報
告
⑼　「生協会計のあり方に関する研究会報告」
について
⑽　2013年会計基準準拠度等調査の結果報告
について
⑾　会社法改正に伴う生協法改正の内容につ
いて
⑿　中部電力電気料金値上げに対する意見に
ついて
⒀　生協PPS事業の進め方について
⒁　ユニバーサル就労（中間的就労含む）調
査研究の生協総研への委託報告について
⒂　介護保険制度改定を踏まえた2014年度市
町村訪問活動について
⒃　集団的消費者被害回復制度の成立を受け
た今後の生協の取り組みについて
⒄　NPT（核不拡散条約）再検討会議に向け
た取り組みの基本方針案について
⒅　生協法見直しに関わる取り組みの進捗状
況について
⒆　東日本大震災支援活動関連
①　2014年度震災復興支援の進め方
②　生協による被災地支援活動について
（11～12月報告）

⒇　国際労働機関（ILO）への職員派遣につ
いて

《商品事業関連》
�　商品事故の対応報告：アクリフーズ群馬
工場全製品回収に伴うCO・OP商品 3品の
回収について
�　「全国生協管財保険」の検討状況について
�　CO・OP商品の商品力強化・ロイヤリテ
ィー向上の取り組みの準備状況について
�　テレビCMの実施準備状況について
�　社会貢献型寄付付き商品の2014年度以降
の取り組みについて

《管理関連》
�　剰余金処分の考え方について
�　監事監査指摘事項への対応について
�　CXカーゴ保有不動産購入について
�　 1月21日付組織変更および幹部人事につ
いて
�　全国区分役員推薦委員会の発展的解消に

伴う規約の一部変更と規則の改廃の進め方
について
�　地連運営委員会規則の一部変更について
�　顧問規定・参与規定の一部変更について
2 ．協議事項

⑴　第64回通常総会予定議案の協議
①第 1号予定議案：全国生協の2013年度ま
とめと2014年度活動方針承認について
（第 1次案）
②第 4号予定議案：諸規約の一部変更の件

《議事録報告》
①日本生協連第5回常任理事会議事録（12／18）
②日本生協連第 6回常任理事会議事録（1／8）
③コープ共済連第 4回理事会議事録（11／21）

10　関西地連第 2 回大規模災害対策協議会参
加報告

［日　　時］� 2014年 3 月 5 日㈫
� 13時～17時
［場　　所］� 生協会館新大阪　 4階会議室
［出 席 者］� 協議会委員12生協・事業連合16

名
� オブザーバー 4府県連 5名、日

本生協連 5名� 計26名
［議　　題］

⑴　日本生協連報告「全国生協BCPの位置づ
けおよび2013年度まとめと2014年度事業計
画について」
日本生協連　法務・危機管理室長
� 　武田　賢治さん

⑵　分散会「今後、広域災害対応マニュアル
を策定する上での課題の交流、日本生協連
報告への質問事項について」
⑶　分散会報告と日本生協連への質疑応答
⑷　関西地連大規模災害対策協議会の2013年
度まとめと2014年度計画について

11　福島の子ども保養プロジェクト福島県外受
入企画に関する研修会参加報告

［日　　時］� 2014年 2 月21日㈮
� 11時～15時45分
［場　　所］� プラザエフ（東京）
［出 席 者］� 20生協、2団体、福島県生協連、

日本生協連　36名
［議　　題］

⑴　開会挨拶
� 　福島県生協連専務理事　佐藤　一夫さん
⑵　学習「福島の子ども保養プロジェクト」
県外受入企画への期待とお願い
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コヨット！アドバイザー
福島大学行政政策学類准教授、災害復
興研究所� 　西﨑　伸子さん

⑶　事例報告
いばらきコープ総合企画室
� 　松尾　　掌さん
大阪府生協連　　　　小山　正人

⑷　県外受入企画を進めるにあたっての注意
点の学習
①　「県外受入企画を進めるにあたってのお
願い」

福島県生協連� 根本喜代江さん
②　「こどもの団体旅行を運営する際の注意
事項」
　　日本生協連　旅行部� 原山　　信さん
③　「福島の子ども保養プロジェクト～子ど
もたちが安全に、心も身体も安心して過
ごせるように～
　神奈川県ユニセフ協会� 谷杉佐奈美さん
⑸　全体を通しての質疑応答・事例紹介など
⑹　閉会挨拶
� 　福島県生協　専務理事　佐藤　一夫さん

12　近畿農政局と近畿地区生協府県連協議会と
の意見交換会参加報告

［日　　時］� 2014年 3 月10日㈪
� 14時～17時
［場　　所］� せいきょう会館 4階第 1会議室

（京都）
［出 席 者］� 【近畿農政局】
� 高野次長、石場消費・安全部長、

佐伯消費・安全調整官、宮本企
画課長、藤井消費生活課長、

� 西川消費生活課長補佐、常嶺消
費生活課長補佐、久保田食育情
報専門官、穴山消費者行政専門官

� 【近畿地区生協府県連協議会】
� 佐藤（立命館生協）、横山・
� 廣瀬・坂本・酒向・川端（京都

府連）、服部（コープしが）、
� 藤田（滋賀県連）、中野（ならコ

ープ）、辻・新田・清水（奈良県
連）、新保・伴・三宅・濱田（兵
庫県連）、藤井（和歌山県連）、
辻（関西地連）、飯田（大学生協
京阪神北陸統合事業部）、中村・
小山（大阪府連）� 以上30名

［議　　題］

⑴　開会挨拶

　近畿地区生協府県連協議会　三宅　康平
　近畿農政局次長　　　　　　高野　浩文
⑵　近畿農政局からの情報提供
①　農政の改革方向～新たな農業政策につ
いて
②　食品表示について
③　食品安全リスク管理について
④　食育の推進について
⑶　近畿地区生協からの情報提供
①　滋賀「2013協同組合間協同／食と農を
つなぐ取り組み
　じゃがいも栽培農業体験報告」
②　奈良「大学や地域、行政と連携した食
育活動の取り組み」
③　和歌山「2013年度　食育の取り組みに
ついて」
④　大阪「大学生協の食生活相談会の取り
組み」
⑤　京都「立命館生協（BKC）の食育実践
活動について」
⑥　兵庫「兵庫 JCC創立30周年の取り組
み」「近畿農政局神戸地域センターとの交
流について」

⑷　意見交換

13　第 3 回近畿地区生協府県連協議会参加報
告

［日　　時］� 2014年 3 月12日㈬
� 13時30分～17時
［場　　所］� ふくい県民活動センター　
� 706号室
［出 席 者］� 西山・藤田（滋賀）、樫尾・亀谷

（福井）、辻・新田（奈良）、上田・
� 藤井（和歌山）、横山・酒向（京

都）、三宅・濱田（兵庫）、西島
（KC’s）、辻（関西地連）、中村・
小山（府連）� 以上16名

［議　　題］

⑴　第26回近畿地区生協・行政合同会議開催
要綱について
　　2014年11月21日㈮　13：30～19：00
　　福井商工会議所　コンベンションホール

テーマ「地域・行政とのネットワークで
くらし安心づくり」
特別報告「消費者教育推進法に関して
（仮題）」� 島田広弁護士
行政・生協からの報告（以下内容で調整）
•�消費者教育推進計画策定について（京都
府）
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•�くらしのヤングクリエーターの活動（大
学生協阪神事業連合）
•�消費者教育関連（福井県）
•�消費者支援機構関西の活動報告

⑵　各府県連の特徴的な活動及び2014年度活
動骨子の報告と交流
⑶　日本生協連関西地連報告
⑷　KC’s活動報告

会員及び友誼団体等

14　消費者支援機構関西（KC’s）報告

　○理事会

［日　　時］� 2014年 1 月27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13／15名、監事 1 ／ 2 名、

検討委員・事務局 4名
［議事概要］

⑴　元ペニーオークション運営会社の「‘送信
停止措置要請’ に対する意見照会」への回
答案確認し、送付することをを確認した。
⑵　イラスト通信講座会社より情報提供者に
関しKC’Sが助言したことに対する抗議を
内容証明郵便で通知書を受領した。その対
応に関して、回答案を確認し、送付するこ
とを確認した。
⑶　景品表示法における課徴金制度に関する
意見案を協議した。　

［日　　時］� 2014年 2 月27日㈪
� 18時～20時20分
［場　　所］� 日本生協連関西地連 4階・
� 会議室
［出　　席］� 理事14／15名、監事 1 ／ 2 名、

検討委員・事務局 7名
［議事概要］

⑴　光プロバイダーに関する要望書を確認し、
送付することを確認した。

　○差止請求事例集解説セミナー大阪会場

［日　　時］� 2014年 2 月 3 日㈪
� 13時30分～15時45分
［場　　所］� 新大阪丸ビル別館会議室
［参加人数］� 86名　府連（中村・小山）
［主　　催］� 消費者庁
［運　　営］� 消費者支援機構関西
［開催概要］

⑴　差止請求事例集の解説
消費者支援機構関西

検討委員会委員長／弁護士
� 　五條　　操さん

⑵　消費者裁判手続特例法の説明
消費者庁消費者制度課　
政策企画専門官� 宗宮　英恵さん

○第16回適格消費者団体連絡協議会

［日　　時］� 2014年 2 月15日㈯
� 14時～17時
［場　　所］� 新大阪ブリックビル 3階　
� CD会議室
［出席団体］� 消費者庁、熊本県、消費者機構

日本、全国消費生活相談員協
会、京都消費者契約ネットワー
ク、消費者ネット広島、ひょう
ご消費者ネット、埼玉消費者被
害をなくす会、消費者支援ネッ
ト北海道、消費者被害防止ネッ
トワーク東海、大分県消費者問
題ネットワーク、消費者支援機
構福岡、消費者支援機構関西、
消費者支援ネットワークいしか
わ、消費者ネットおかやま、え
ひめ消費者ネット、佐賀消費者
フォーラム、消費者支援ネット
くまもと

［議　　題］

⑴　開会挨拶
消費者支援機構関西理事長
� 　　榎　　彰徳さん

⑵　消費者庁挨拶
　　　消費者庁� 阿南　　久長官
⑶　消費者裁判手続特例法について
　　　消費者庁からの報告と意見交換
⑷　差止請求事案について

冠婚葬祭互助会（消費者機構日本）
結婚式企画運営会社（消費者支援ネッ
ト北海道）
携帯電話・光回線解約料（京都消費者
契約ネットワーク）

⑸　差止関係業務の運営上の悩み、工夫、課
題等意見交流

事業受託の連携について（京都消費者
契約ネットワーク）

⑹　活動報告
　　　適格消費者団体を目指す団体から一言

15　なにわの消費者団体連絡会報告

○幹事会

［日　　時］� 2014年 2 月19日㈬
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� 13時～16時
［場　　所］� 消費者支援機構関西　会議室
［出　　席］� 8 団体
［議　　題］

⑴　大阪府消費生活センターとの懇談会の振
り返り
⑵　学校教育における消費者教育ワーキング
チーム報告
⑶　平成25年度活動報告案について
⑷　大阪府健康医療部薬務課による学習会
⑸　近畿地方消費者フォーラム参加報告
⑹　その他報告

［日　　時］� 2014年 3 月19日㈬
� 13時～16時
［場　　所］� 消費者支援機構関西　会議室
［出　　席］� 7 団体
［議　　題］

⑴　平成25年度会計報告（途中経過）
⑵　平成26年度活動計画案
⑶　第11回総会　開催日時の件　 5月21日㈬
⑷　平成26年度～27年度役員改選の件
⑸　その他報告

○大阪府消費生活センターとの懇談会

［日　　時］� 2014年 2 月19日㈬
� 10時～12時
［場　　所］� 消費者支援機構関西　会議室
［出　　席］� 田中センター長他 5名、なに消

会10名
［議　　題］

⑴　大阪府消費生活センターの中核的な役
割、啓発事業、消費者団体への支援につい
て報告され意見交換をした。
⑵　平成26年度予算の消費者行政活性化基金
（大阪府1.0億円、市町村2.1億円）について
報告され意見交換をした。
⑶　消費者教育推進法の施行に伴い、教育推
進法策定にむけて消費者保護審議会で検討
部会設置とスケジュール等が報告され意見
交換をした。
⑷　消費者被害が複雑化する中、府民への啓
発事業について報告され意見交換をした。
⑸　消費者団体への支援や各団体の活動等が
報告され意見交換をした。

16　全大阪消費者団体連絡会報告

○常任理事会

［日　　時］� 2014年 2 月 7 日㈮
� 15時～17時
［場　　所］� 消団連　会議室

［出　　席］� 7 団体 8名　　府連（小山）
［議事概要］�
⑴　報告事項
1）消費者委員会
•�大阪府消費者基本計画及び消費者教育推
進計画の策定に向けて、消団連内にプロ
ジェクトを設置する。 3／ 5に第 1回会
合を行う。また府消費者保護審議会の委
員を務める消費者団体と消費者問題に関
わる弁護士との相談会を 2／21に開催す
る。
2）食問題委員会
•�健康食品の連続学習会では第 1回は「健
康食品及びその表示制度」をテーマに 2
／ 4に開催。52名の参加があった。第 2
回は 3／ 4に「表示のルールと機能性表
示制度の問題点」をテーマに開催する。
•� 3 ／ 8 に「ほんまにええの？TPP大阪ネ
ットワーク」結成のシンポジウムを開催
する。
3）消費税の増税に反対する活動
•� 1 ／27に近畿消費者学習討論集会を65名
の参加で開催した。
•�連続学習会を以下開催する。
第 1回　テーマ「ブラック企業」
　 2／26㈬　13：30～15：30
　エルおおさか701号室
　講師　京都POSSE
　ボランティアスタッフ　岩橋誠さん
第 2回　テーマ「介護保険制度」
　 3／25㈫　13：30～15：30
　大阪府社会福祉会館402
　大阪社会保障推進協議会
� 　事務局長　寺内順子さん

4）ごみ問題懇談会
•�府内自治体の再生可能エネルギーの活用
や普及開発事業にかかるアンケート調査
結果を基に、堺市、池田市、交野市、高
槻市、枚方市でヒヤリングを実施する。

⑵　主な協議事項
1 �）機関紙サイクル購読料の消費税対応に
ついて
2 �）大阪府公衆浴場入浴料金審議会への対
応について
3 �）全大阪労働組合総連合からの申し入れ
について
4 �）全国消団連総会議案書 1次案への意見
について
5）関西電力発注工事の談合問題について
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［日　　時］� 2014年 3 月 7 日㈮
� 15時～17時
［場　　所］� 消団連　会議室
［出　　席］� 7 団体 8名　　府連（小山）
［議事概要］

⑴　報告事項
1）消費者委員会
•�新しい消費者行政を実現する連絡会が連
絡会としての活動を一旦終了した。以後
は大阪弁護士会の消費者問題プロジェク
トチームと諸団体等による府消費者基本
計画案にに対しての議論をする場として
月 1回程度の会合を開催する。
2）食問題委員会
•�農林水産省で食料・農業・農村基本計画
の見直しの議論が 1月末よりはじまり国
民への意見募集を行っている。2015年 2
月に答申を得るスケジュール。
3）消費税の増税に反対する活動
•� 2 ／26「ブラック企業」の学習会には34
名の参加があった。
•�実行委員会に加入した「いのち奪う暴走
政治にストップを！近畿総決起集会」に
は約1,150名の参加があった。

⑵　主な協議事項
1 �）2013年度決算見通しと2014年度予算に
ついて
2） 3月度理事会運営について
3 �）機関紙サイクルの編集・拡大等につい
て
4 �）大阪府公衆浴場入浴料金審議会への対
応について
5 �）大阪府消費者基本計画案策定議論への
関与について
6 �）ほんまにええの？TPP大阪ネットワー
クについて
7）第22回総会の開催について
8 �）カジノ誘致を考える大阪ネットワーク
からの申入れについて

17　第 4 回近畿ブロック地方消費者グループフ
ォーラム参加報告

［日　　時］� 2014年 2 月12日㈬
� 11時～16時
［場　　所］� 奈良県文化会館　小ホール
［出 席 者］� 174名
［開催内容］

11：00　壁新聞交流会（18団体）
13：00　消費者庁挨拶� 阿南　久　長官

　　　　消費者庁の取り組み報告
� 村松　茂　課長
13：20　壁新聞リレー紹介

壁新聞出展団体のうち11団体からの
報告

14：15　分科会（報告と意見交換）
第 1分科会
「広げよう連携の輪～NPOと行政の
連携」
　「学童保育講座」� 滋賀県湖南市　
　「特別支援学校出前講座」
� 兵庫県東播磨消費生活センター
第 2分科会
「広げよう連携の輪～事業者とともに
進める消費者教育～」
「相互理解を深める消費者問題懇
談会」� NACS西日本支部
「KC’S双方向コミュニケーション
研究会の取り組みについて」
� NPO法人消費者新機構関西
第 3分科会
「広げよう連携の輪～学生の消費者
力アップ～」
「京都市の大学における消費者講
座の取組について」
� 京都市消費生活総合センター
「ひょうごの消費者市民社会を大
学生が創造する取組み」
� 兵庫県立大学生

16：00　全体会
16：30　閉会

18　財団法人大阪みどりのトラスト協会報告

○第 5回理事会

［日　　時］� 2014年 3 月12日㈬
� 13時30分～16時30分
［場　　所］� ATCビル　
� 11階ビオトーププラザ
［出　　席］� 府連（惣宇利）
［議　　案］�
【報告事項】
•�平成25年度の業務執行状況の報告
【議決事項】
第 1号議案　平成25年度事業計画・収支予

算の補正について
� （大阪さともり地域協議会事業）
第 2号議案　平成26年度事業計画について
第 3号議案　平成26年度収支予算について
� （設備投資及び資金調達につ
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いて）
第 4号議案　財産運用計画について・財産

運用規定の改定について
第 5号議案　中短期計画及び今後のトラス

ト協議会運営について
第 6号議案　常勤役員の報酬額の決定につ

いて
※要点：�同協会は今年で25周年を迎えるが、

大阪府からの予算が削減される一
方にあり自主予算の捻出を迫られ
厳しい経営環境にある。

19　温暖化防止ネットワーク関西報告

○COP19／CMP 9 報告会参加報告

［日　　時］� 2014年 2 月 1 日㈯
� 13時30分～16時30分
［場　　所］� 大阪科学技術センター　
� 小ホール
［参加人数］� 36名　府連（小山）
［議　　題］

⑴　報告 1
「ワルシャワ会議（COP19）の結果と気
候変動交渉の課題と展望」
名古屋大学大学院環境学研究科教授
� 　高村ゆかりさん

⑵　報告 2
「日本の増加目標とCASAの削減提案」
地球環と大気汚染を考える全国市民会
議（CASA）専務理事
� 　早川　光俊さん

⑶　意見交換

20　地球温暖化防止活動連絡調整会議報告

［日　　時］� 2014年 1 月29日㈬
� 13時30分～15時
［場　　所］� 大阪府環境情報プラザ　
� 小会議室
［参加団体］� 大阪府、堺市、大阪府みどり公

社、大阪府地球温暖化防止推進
活動委員、CASA、大阪府生協
連� 以上 6団体　府連（小山）

［議　　題］

⑴　構成メンバーにおけるホットトピックの
紹介
⑵　家庭におけるエコな取り組み事例をまと
めた普及啓発冊子（案）について

21　3.11 from KANSAI 2014～いま、ともに～
参加報告

［日　　時］� 2014年 3 月 9 日㈰
� 10時～16時30分
［場　　所］� 梅田スカイビル
［主　　催］　　3.11�from�KANSAI実行委員会

� 大阪市社会福祉協議会、近畿ろ
うきんNPOパートナーシップ
制度、ダイバーシティ研究所、
遠野まごころネット、ミンナDE
カオウヤ、ユースビジョン、大
阪ボランティア協会

［参加人数］� 約4,000人
［開催概要］

⑴　イベント企画
•�関西と東北をつなぐ青空レストラン
•�物販、展示・活動ブース
大阪府生協連で出展し、宮城県と福島
県の被災者製造の商品を販売しました。
ブース運営は組織活動委員構成生協に
協力いただきました。
いずみ市民生協、よどがわ市民生協、
パルコープ、コープこうべ、自然派ピ
ュア大阪、きづがわ医療福祉生協、全
労済

⑵　刺し子の実演、手記の朗読
⑶　支援者向け企画

シンポジウム「東北の“今”と“未来”
のために関西からできること」

⑷　企業向け企画
シンポジウム「民間連携による復興支
援～関西からの関わりを考える～」

⑸　学生対象企画
「関西の学生による復興支援活動交流
会」

⑹　関西に避難されている方応援企画
「避難者のつどい�in�KANSAI」

行政等

22　第 3 回近畿農政局大阪地域センター食の安
全・安心情報ネットワーク会議参加報告

［日　　時］� 2014年 2 月25日㈫
� 13時30分～15時40分
［場　　所］� 大阪地域センター　第 1会議室
［出席団体］� 全大阪消費者団体連絡会、なに

わの消費者団体連絡会、関西生
活者連合会、関西消費者連合
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会、日本主婦連合会、大阪府食
生活改善連絡協議会、日本チェ
ーンストア協会関西支部、大阪
府農業協同組合中央会、大阪府
食の安全・安心推進委員会、近
畿農政局大阪地域センター、大
阪府生協連（小山）

［議　　題］� ⑴　加工食品の表示について
� ⑵　意見交換

23　大阪府平成25年度定期検査の大阪府生協連
への検査結果

　大阪府より、昨年12月17日に実施された大阪府生
協連への定期検査について、以下の結果通知があり
ました。
　【是正又は改善の報告を要する事項】
　　なし
　【その他留意すべき事項】

1　総会について
　総会出席者である代議員の名前を証する
書面に不備があった。今後、適正な取り扱
いを行うこと。

　総会当日に受付で提出いただく「代議員証」に
は、会員生協で確認された代議員である旨を証明
するために、会員生協理事長（代表理事）の記名・
押印の欄を設けています。
　当日忘れてこられた方には、受付にて予備の代
議員証に記入いただいています。その際には後日、
会員生協理事長（代表理事）の記名・押印いただ
きますが、一部漏れがあったことを指摘されまし
た。

2　会計処理について
　会計処理の際に、確認印のない事例があ
った。今後、会計処理の確認を適切に行う
こと。

　外部からの請求書に基づく、入金事務に関して、
入金処理の申請および決済の確認が出来る書類等を
整備することを指摘されました。

24　平成25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参加報告

［日　　時］� 2014年 2 月10日㈪
� 15時～16時
［場　　所］� 大阪府庁　咲洲庁舎　会議室
［出　　席］

【受賞者】

大阪大学生協� 小林　則子さん
大阪いずみ市民生協� 岡　　順一さん
　同� 三上　淳一さん
※その他府連会員以外から 1名受賞

【大阪府】

府民文化部次長　　　　　田中　精一
男女参画・府民協働課長　藤井　　清
府民協働グループ参事　　山田　正弥

【府　連】

惣宇利・中村・小山
なお、大阪府連からは副賞を贈呈しています。

25　大阪府消費者保護審議会参加報告

［日　　時］� 2014年 2 月10日㈪
� 10時～11時50分
［場　　所］� 大阪府立労働センター 6階　
� 606会議室
［出　　席］� 16名（17名中）
［議　　題］

⑴　大阪府消費者保護条例の改正案について
⑵　大阪府消費者施策に関する基本的な計画
（基本計画）の策定ついて
⑶　基本計画策定検討部会の設置について
⑷　消費生活苦情審査委員会あっせん事案報告
⑸　その他

［議事概要］

⑴　大阪府消費者保護条例一部改正案につい
て報告を受け 2／24議会に上程されること
になった。
⑵　大阪府消費者基本計画（仮称） 7月を目
途に、検討部会で中間報告を取りまとめ、
9月に消費者保護審議会で答申するスケジ
ュールを確認した。
⑶　基本計画策定検討部会の設置し、本審議
会委員及び部会長が必要と認めるもの 7名
程度の委員を確認し、委員の選定は会長の
一任となった。
⑷　平成25年10月 4 日付け「結婚相手紹介サ
ービス入会申込契約の解約に関する紛争の
あっせんに係る事案」について消費生活苦
情審査委員会の内容、審議の報告がされた。
⑸　平成26年度当初予算案等の報告がされ
た。

26　第15回大阪府食の安全安心推進協議会参加
報告

［日　　時］� 2014年 2 月 4 日㈫
� 10時～11時10分
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［場　　所］� プリムローズ大阪　 2階　
� 鳳凰（東）の間
［出　　席］� 17名（23名中）
［議　　題］

⑴　大阪府食の安全安心推進協議会部会の実
施報告について
⑵　「大阪府食の安全安心推進計画」の進捗
状況について
⑶　その他

［議事概要］

⑴　情報発信評価検証部会　2014年 1 月24日
開催の大阪府の情報発信についてなどを部
会長の音田氏から報告されました。事業者
あり方検討部会、大阪府食の安全安心認証
制度認証機関審査部会報告を部会長の小田
さんより報告されました。
⑵　第 2期大阪府食の安全安心推進計画の実
施状況の報告されました。
⑶　その他の質問意見が交流された。

27　おおさかスマートエネルギー協議会参加報
告

　○全体会

［日　　時］� 2014年 2 月18日㈫
� 15時～17時
［場　　所］� 大阪府咲洲庁舎20階　会議室
［構成団体］�
〈府民団体〉
なにわの消費者団体連絡会、大阪府生協連
（小山）
〈事業者団体〉
関西経済連合会、大阪商工会議所、大阪府
中小企業団体中央会

〈エネルギー供給事業者〉
　関西電力、大阪ガス
〈市町村〉
　大阪市、堺市、貝塚市、河南町
〈オブザーバー〉
　近畿経済産業局
〈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

〈事務局〉
　大阪府環境農林水産部エネルギー政策課

［議　　題］

⑴　今冬の電力需給状況について
⑵　部門会議の報告
⑶　エネルギー基本計画、おおさかエネルギ
ー地産地消推進プラン（案）について

⑷　電力・ガスシステム改革について
　○家庭部門会議

［日　　時］� 2014年 1 月24日㈮
� 13時30分～15時30分
［場　　所］� 大阪府咲洲庁舎44階　大会議室
［出席団体］

〈全体会議構成員・オブザーバー〉
なにわの消費者団体連絡会、関西電力、大
阪ガス、大阪市、堺市、貝塚市、近畿経済
産業局、大阪府生協連

〈消費者団体・環境NPO〉
全大阪消費者団体連絡会、全国消費生活相
談員協会、日本消費生活アドバイザーコン
サルタント協会西日本支部、関西消費者連
合会、ひらかた環境ネットワーク会議、大
阪環境カウンセラー協会

〈その他関係団体〉
　大阪府LPガス協会

［議　　題］

⑴　エネルギーに関する取り組みの紹介
①　スマートなエネルギー消費（近畿経済
産業局）
②　需要開発推進運動の実施方針（大阪府
LPガス協会）

⑵　「見える化」の普及に向けた具体的なの取
り組みについて
①　第 1回会議での主な意見及び今後の取
り組みについて
②　ホームページ等での「見える化」の取
り組み普及啓発イメージ
③　地域通貨について
④　デマンドレスポンスについて
⑤　電気使用量のお知らせ、ガス検針票の
見方、あったらいいな検針票
⑥　おおさかエネルギー地産池消推進プラン

28　第40回豊かな環境づくり大阪府民会議総会
参加報告

［日　　時］� 2014年 2 月14日㈮
� 14時～16時
［場　　所］� 追手門学院　大阪城スクエア
� 大会議室
［出　　席］

〈学識経験者〉
都市生活研究所代表取締役
　　　　　　　　　 篠崎由紀子（議長）
大阪産業大学大学院工学研究科教授
� 尾崎　博明（副議長）
大阪学院大学国際学部教授� 三輪　信哉
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大阪教育大学教育学部准教授� 石川　聡子
〈事業者団体〉
　大阪府工業協会
〈関連団体〉
地球環境関西フォーラム、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

〈府民団体〉
ガールスカウト大阪府連盟、なにわの消費
者団体連絡会、日本青年会議所近畿地区大
阪ブロック協議会、日本野鳥の会大阪支部、
日本労働者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、泉南市
（市長会会長市）、千早赤阪村（町村会会長
村）

［議　　題］

⑴　府民会議のカーボン・オフセットについて
⑵　環境壁紙コレクション表彰作品の決定に
ついて
⑶　平成26年度豊かな環境づくり大阪行動計
画骨子案について
⑷　平成26年度府民会議事業案について
⑸　府民会議総会の二部制について
⑹　その他、取り組み等のお知らせ

29　大阪府下避難者支援団体連絡協議会（ホッ
とネット大阪）第10回定例会参加報告

［日　　時］� 2014年 2 月14日㈮
� 13時30分～15時40分
［場　　所］� 市民活動スクエアCANVAS谷

町　会議室
［参　　加］� 約40名
［議　　題］

⑴　実践報告・意見交換
　　「避難者の健康・医療対策について」
　○大阪民医連の健康相談・検診活動
　○母子避難の当事者の立場から
　○福島県県民健康調査の実情と問題点
　○各地の健康診断等の実施状況
⑵　報告　公営住宅の期限延長の状況
⑶　報告　情報提供業務の実施状況
⑷　報告と提案　福島県避難者意向調査の扱い
⑸　当事者団体・各参加団体からの報告
　○3.11�from�KANSAIの準備状況他
⑹　事務局からの報告
　○会則の一部変更
　○定期便のクリアファイルの扱い

　○各自治体の協力　

30　福祉と共生のまちづくり推進会議参加報告

　○推進会議

［日　　時］� 2014年 2 月25日㈫
� 10時～11時30分
［場　　所］� 大阪社会福祉指導センター　
� 4 階研修室（2）
［出　　席］� 学識経験者 2名、行政関係者 1

名、市町村社協関係者 2名、社
会福祉施設関係者 1名、民生委
員児童委員関係者 2名、企業・
生協・NPO関係者 2名

［議　　題］

⑴　「福祉と共生のまちづくり推進計画2012」
の進捗状況ならびに今後の取組方向につい
て報告があり、意見交換した。
⑵　終了後、福祉と共生のまちづくりフォー
ラムに参加した。

○福祉と共生のまちづくりフォーラム

［日　　時］� 2014年 2 月25日㈫
� 13時15分～16時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 3階301
［出　　席］� 行政関係者、市町村社協関係

者、社会福祉施設関係者、民生
委員児童委員等、140名

［テ ー マ］� 「生活困窮者自立支援事業の可
能性を探る」

［議　　題］

［行政報告］
　大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課
［実践報告］
　「生活困窮者自立支援事業の実際」
⑴　学習支援報告　

一般社団法人　彩の国子ども・若者支
援ネットワーク
� 副統括責任者　山浦　健二さん

⑵　家計相談支援報告
名張市社会福祉協議会
� 次長　福井　浩司さん

⑶　就労準備・就労訓練報告
豊中市　市民協働部　理事
� 西岡　正次さん
豊中市社会福祉協議会　事務局次長
� 勝部　麗子さん

○コーディネート；�関西大学人間健康学部教授
� 黒田　研二さん
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　 3月 6日㈭に、2013年度の「ジェンダーフォーラム協議会・学習講演会」を開催し、 9会員

から39名が参加しました。

　今年のジェンダーフォーラム協議会は年間の活動の中で、女性登用の先進事例について企業

や生協内での取り組みについて学習しました。そして、今回の講演会の具体化の話し合いでは、

政府の経済政策“アベノミクス”おける女性登用の施策を学ぶこととし、内閣府に講師をお願

いいたしました。

　内閣府男女共同参画局推進課　積極措置担当係長の谷
や
内
ない
絵理さんからは、「データから見る

男女共同参画」「女性の活躍促進と経済活性化」「ポジティブ・アクションとは」「第 3 次男女

共同参画基本計画について」「各分野にいける内閣府の取り組み」「女性の活躍促進に向けた政

府全体の動き」と、背景から施策全体の概要まで幅広い中身で講演いただきました。

　参加者からは「経済の活性化には女性の力が重要であることをあらためて認識した」「国の

さまざまな取り組みが現場レベルまで十分には浸透していないのではないか」「頑張っている

企業の存在をもっとアピールしてほしい」等の感想が出されました。

ジェンダーフォーラム協議会・学習講演会 を開催しました

谷内係長（左）
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　 3月16日㈰、ホテル　プリムローズ大阪にて、今年度に実施した東日本大震災被災地支援バ

ス参加者交流会を開催し、45名の参加がありました。

　交流会の冒頭にはサプライズゲストとして、宮城県漁協志津川支所の方に登場いただきご挨

拶いただきました。漁協の方は前日に開催されたコープしがさんでの企画の為に関西に来られ、

16日のお昼の飛行機で帰られる前に大阪に立ち寄っていただきました。その後、支援バス全 7

回の行程について振り返り、メインゲストの「かーちゃんの力・プロジェクト協議会」の渡邊

とみ子代表から、震災前にされていた地域活動から震災直後の苦労、またその後のプロジェク

ト作り等、復興に向けた取り組みなどお話しいただきました。

　ご講演の後は、グループに分かれ講演の感想や被災地について今思うこと等について交流し

ました。被災地産品等の即売会も行いました。

東日本大震災被災地支援バス参加者交流会 を開催しました

宮城県漁協志津川支所からお二人こられました

これからの支援について交流

かーちゃんの力・プロジェクト協議会　渡邊とみ子さん
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　 3月18日㈭に、おおさかパルコープさんの本部事務所の会議室にて、大規模災害図上演習を

開催し、9会員生協、コープきんき、日本生協連、CXカーゴから44名が参加しました。今年は、

大阪府があらためて発表した、南海トラフ巨大地震における被害想定について、大阪府危機管

理室の神田総括主査に講義いただき、その後、発災に二日目から三日目までの行動について、

シミュレーションしました。シミュレーションを受け自生協の防災対策の検証をグループワー

クし、その後、各生協より発表いただきました。

　「他生協と比較し防災対策が遅れている」「マニュアルは整備しているが訓練が出来ていない」

「3.11以降様々な対策を講じているがあらたな課題があった」「トラック燃料確保が急務」「広

域エリアの事業連合では被災地の支援と通常の事業継続を並行する中での優先順位付け」等、

たくさんの意見が出されました。

大規模災害図上演習 を開催しました

シミュレーション訓練大阪府からの被害想定の報告

各生協からの報告
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　 3 月 9 日㈰、梅田スカイビルで、震災復興応援イベント「3.11�from�KANSAI�2014～いま、

ともに～」が開催されました。同イベントは、大阪市社会福祉協議会、大阪ボランティア協会、

遠野まごごろネットなどの震災支援団体が実行委員会を組織し、2012年から開催されているイ

ベントです。大阪府生協連は今年初めて出展し、みやぎ生協の復興応援手作り商品カタログか

ら被災者手作り商品を、またコープふくしまを通して福島産品と福島県の「かーちゃんの力・

プロジェクト協議会」が製造されたお菓子や漬物等の販売を行いました。大阪府生協連のおと

なりのテントでは同イベントに 1回目から出展されているおおさかパルコープさんとパルコー

プの組合員ボランティア組織が、カモ鍋と被災者手作り商品等の販売をされました。

　各種団体の物販や展示ブース、有名店による青空レストラン、個人の支援者や企業や組織、

学生など対象別の今後の支援を考え合うシンポジウム、関西への避難者の応援コーナー等、さ

まざまな企画が実施され、約4,000人の来場がありました。

震災復興応援イベント「3.11 from KANSAI 2014」 に出展しました

組織活動委員会でブース運営しました 被災地でつくられた商品を販売しました
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大阪府生協連第53回通常総会代議員・オブザーバー登録のご案内

� 大阪府生活協同組合連合会

� 会長理事　惣宇利　紀男

　当連合会定款第44条に基づき、第52回通常総会を下記の要領にて開催致します。

　つきましては、会員生協各位より「代議員」及び「オブザーバー」のご登録をお願いします。

　なお、登録いただいた代議員へは、6月 2日頃を目処に、改めて「総会招集通知・代議員証・

議案書・委任状・書面議決書」等の書面をお送りします。また、オブザーバー参加証を同封し

ます（オブザーバーへの議案書は総会当日配布といたします）。

記

　 1 ．日　　時　　2014年 6 月19日㈭　14時～16時（予定）

　 2．場　　所　　シティプラザ大阪　 2階　旬（南）

　　　　　　　　　（大阪市中央区本町橋2-31　TEL�06-6947-7888）

　　　　　　　　　※例年の会場から変更しております。

　 3．総会の主たる事項（予定）

　　　〈第 1号議案〉2013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〉2014年度活動方針・予算案の承認及び役員報酬設定の件

　　　〈第 3号議案〉定款変更の件

　　　〈第 4号議案〉役員選任の件

　　　〈第 5号議案〉議案決議効力発生の件

　 4．代議員及びオブザーバーの出欠届について

　　①�　代議員は各会員生協 1名です。オブザーバーは何名ご参加いただいても構いませんが、

座席に限りがありますので予め事務局までご相談下さい。

　　②�　別途、会員生協宛に送付している「代議員・オブザーバー出欠届」に、登録する代議

員の氏名及び出欠、オブザーバー参加者の氏名をご記入の上、 5 月30日㈮までに、

FAXもしくはE-mail にてご連絡下さい。

案　内
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■日　　時　　2014年 7 月25日㈮

　　　　　　　開演11時　終演13時10分（予定）

■会　　場　　国立文楽劇場

　　　　　　　（大阪市中央区日本橋1-12-10　電話06-6212-2531）

■後　　援　　大阪府（予定）

■開催要領　　10：00　 1 階エントランスホール開場

　　　　　　　10：15　 2 階劇場開場

　　　　　　　10：45　幕開き三番叟

　　　　　　　　　　　主催者挨拶

　　　　　　　11：00　『かみなり太鼓』（新作）

　　　　　　　　　　　『解説・ぶんらくってなぁに』

　　　　　　　　　　　　休憩（約30分）

　　　　　　　　　　　『西遊記』

　　　　　　　13：10　終演（予定）

■会員生協の取り組み参加について

「夏休み文楽鑑賞のつどい」に参加ご希望の会員生協は、別途送付する「申込書」に、貴

生協で配布される案内チラシの必要枚数等必要事項をご記入の上、府連事務局宛にFAX

（06-6762-7296）、またはEメール（m-koyama@fm2.seikyou.ne.jp）でご返信下さい。期

限は ₄ /₂₁ ㈪ までとします。厳守願います。お申込みの無い会員生協は、取り扱いできま

せんのでご注意ください。

西遊記（イメージ写真）

大阪府生活協同組合連合会

2014年度「夏休み 文楽 鑑賞のつどい」開催要項
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■開催要領　　10：00（13：30）　開場

　　　　　　　11：00（14：30）　開演

　　　　　　　　　　　　　　　 主催者挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　 演奏

　　　　　　　13：00（16：30）　終演

　　　　　　　※（　）第 2回公演の時間

■プログラム

○オープニング

　　スッペ：喜歌劇「軽騎兵」序曲

○楽器紹介　　オーケストラと愉快な仲間たち

○クラシックの名曲①　

　　グリーグ：劇音楽「ペール・ギュント」第 1組曲より“朝”“山の魔王の宮殿にて”

　　（休憩）

○フィギュアスケートの曲　　パリの散歩道＆スマイル

○アニメソングメドレー　　

　　ドラえもん～アンパンマン～サザエさん～ちびまる子ちゃん他

○みんなで歌おう　　杉本竜一：ビリーブ

○クラシックの名曲②　　ドヴォルザーク：交響曲第 9番「新世界より」第 4楽章

※プログラムは変更する場合があります。

■会員生協の取り組み参加について

「夏休みファミリーコンサート」に参加ご希望の会員生協は、別途送付する「申込書」に、

貴生協で配布される案内チラシの必要枚数等必要事項をご記入の上、府連事務局宛に

FAX（06-6762-7296）、またはEメール（m-koyama@fm2.seikyou.ne.jp）でご返信下さい。

期限は ₄ /₂₁㈪までとします。厳守願います。お申込みの無い会員生協は、取り扱いでき

ませんのでご注意ください。

昨年のコンサートより

■日　　時　　2014年 7 月28日㈪

　　　　　　　　第 1回公演　開演11時　　　 終演13時（予定）

　　　　　　　　第 2回公演　開演14時30分　 終演16時30分（予定）

■会　　場　　NHK大阪ホール（大阪市中央区大手前4-1-20　電話06-6937-6000）

■管 弦 楽　　日本センチュリー交響楽団　指揮：関谷　弘志　氏

■後　　援　　大阪府（予定）

2014年度「夏休みファミリーコンサート」開催要項
大阪府生活協同組合連合会
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　私はエスコープ大阪に入職して、 8年の職員です。
　まず配属された共同購入フロアでは配達業務を行う正職員は
私以外すべて男性でした。しかし、エスコープ大阪が配達を委
託するワーカーズ・コレクティブのメンバーの皆さんはすべて
女性。その中には50歳代の方もおられましたが、皆さんとても
アクティブで、配達の仕事は男性が中心……というイメージを
持っていた私は大きな衝撃と刺激を受けました。
　確かに女性は男性に比べると体力的に少し弱い部分があるかもしれません。実際、体力が皆
無の私は度々ばててしまい、そのたびに「男性よりも体力のない自分にはこの仕事はむいてい
ないのでは……」と不安になることもありました。
　ですが、ワーカーズの女性スタッフが元気に配達し、組合員にさまざまなアピールをしてい
る様子を見るに連れ「向いていない」というのは自分自身に対する言い訳に過ぎないというこ
とを実感しました。
　生協の配達は単に品物を届けるだけでなく、組合員との関係作りも重要な仕事です。私は体
力的には弱いかも知れませんが、配達先の組合員は圧倒的に女性。女性の気持ちがわかるとい
う点では、品物のアピールなどで女性ならではの感性による能力を発揮することもできます。
　「配達は体力がいる」というように、自分が与えられた仕事に対して、ある一面だけにとら
われてしまうのではなく、その仕事にどんなアプローチを行えるかを模索することで、本当に
仕事がこなすことができるということを学ぶ日々でした。
　その後、理事の方々と接する理事会事務局を経て、現在は福祉事業を行う部署に所属してい
ます。どちらの部署でも男女で仕事内容が違うということはありませんし、私も「女性だから、
男性だから」ということをことさら意識することはありません。仕事をする上では、男女の差
は関係なく、一個人として扱うという意識が私の周辺には浸透していて、それに随分と助けら
れているのだと思います。
　その分、どんな仕事に対しても一面的なところから見て「向いていない」とあきらめず、ま
ずはチャレンジしてみる姿勢を持ち続けなくてはならない、というプレッシャーも感じています。
　現在は勤務する上で特に性差を意識することがありませんが、女性が結婚や出産をめぐり職
場の理解を得られないという社会情勢を見ると、私も不安になります。私は独身ですが、結婚
や出産によって周囲の目は変わらないだろうかと心配になることがあります。
けれど、ワーカーズのスタッフの方々が出産後も配達を続け、子どもさんを連れて会議に出席
されている姿を見ると、生協という組織はお互いが共に支えながら活動していく組織であるこ
とを実感します。
　「働きながら様々な分野にチャレンジする」ことが、これまで以上に女性が働きやすい職場
作りを構築できることだと思います。そう信じて、これからも仕事を続けたいと思います。

生協エスコープ大阪職員

松原　絢子私が思う男女共同参画
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ス ケ ジ ュ ー ル

4 月

2 日	 第 3 回文楽・コンサート実行委員会

2日	 全大阪消費者団体連絡会常任理事会

4日	 関西地連第 5回運営委員会・2014年度近畿地区総会議案検討会議

15日	 会報No310発行

24日	 第 2 回生協大会実行委員会

24日	 消費者支援機構関西理事会

25日	 第 4 回組織活動委員会

25日	 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）定例会

5 月

15日	 第 6 回理事会

20日	 消費者支援機構関西理事会

6 月

4 日	 なにわの消費者団体連絡会10周年事業

9日	 第 3 回生協大会実行委員会

10日	 消費者支援機構関西理事会

13日	 日本生協連第64回通常総会

19日	 	大阪府生協連第53回通常総会（2013年度第 7回理事会・2014年度第 1回

理事会）

21日	 消費者支援機構関西2014年度総会
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