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大阪府生協連　2014年度第 4回理事会開催報告

3 　2015年核不拡散条約（NPT）再検討会議へ
の代表者派遣の件

　小山事務局長より、2015年核不拡散条約再検討会
議（ニューヨーク）の日本生協連代表団に、大阪府
連代表として 1名を派遣する旨提案がされた。また
岡田監事より、候補者の人柄も含め大阪大学生協と
して推薦に至る経過について報告がされた。
　討議の結果、提案通り全員異議なく承認された。
　【派遣者】敬称略
　　東海　良太
　　　大阪大学法学部国際公共政策学科 2年
　　　大阪大学生協　学生委員

4 　第54回通常総会開催日程と議案構成の件

　小山事務局長より、第54回通常総会について、開
催日程及び議案構成、総会までの主な日程について
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。
⑴　開催日程

［日　　時］� 2015年 6 月18日㈭
� 14時～16時（予定）
［場　　所］� シティプラザ大阪　 2階旬（北）
⑵　議案構成（案）

　第 1号議案� 2014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� 2015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� 役員選任規約の一部変更の件
　第 4号議案� 議案決議効力発生の件

5 　2015年度年間日程（ 1次案）の件

　小山事務局長より、2015年度年間日程の第 1次案
について提案がされた。
　この件については、各役員の意見を別途集約し、
次回理事会で 2次案を審議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 　2015年新年講演会当日運営の件

　小山事務局長より、2015年新年講演会の当日運営
について、同日に開催する第 5回理事会の開催時間、
講演会及び懇親交流会の司会を担当いただく 2名の

○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2014年12月18日㈭
� 15時～17時 2 分
Ⅱ．場　　所� 大阪府社会福祉会館　 3階301
Ⅲ．出 席 者

（会 長 理 事）� 惣宇利
（副会長理事）� 柴橋
（専 務 理 事）� 中村
（常 任 理 事）� 江口、北川、羽多野、三上、
� 森本、安本
（理 事）� 青松、浅井、上原、大内、勝山、

鎌田、田中、堀内、松本、
� 矢田部
（監 事）� 岡田
以上、理事総数25名中19名出席、監事総数 3名
中 1名出席
（欠 席 理 事）� 藤井副会長、中谷常任、入船、

奥、間、洞井
（欠 席 監 事）� 松岡特定、吉川

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 　2014年度決算見通しと第 4四半期会費の件

　中村専務理事より、2014年度決算見通しについて、
第 4 四半期会費を減額した場合でも経常剰余金が
5,190千円となる旨報告がされた。
　年度末決算見通しを踏まえ、第 4四半期の会費に
ついては、会員生協に請求しない旨提案がされた。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認され
た。

2 　平成26年度優良役職員知事表彰候補者推薦
の件

　小山事務局長より、同表彰について、会員生協か
らの推薦を受けた候補者を、大阪府に推薦する旨提
案がされた。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認された。
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理事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　　程］� 2015年 1 月22日㈭
［場　　所］� シティプラザ大阪
［当日進行］

　　　11：30　　第 5理事会　 3階コッツウォルズ

12：30　　昼食休憩
　　　13：30　　新年講演会開会　 2階旬（北）

　　　　　開会挨拶　　惣宇利会長理事
13：45　　講演Ⅰ
　　　　　　日本生協連会長
� 浅田　克己　氏
14：45　　休憩
15：00　　講演Ⅱ
　　　　　　福島県生協連専務理事
� 　佐藤　一夫　氏
16：00　　閉会

　　　　　　　　懇親交流会　 2階燦

18：00　　懇親交流会終了予定
新年講演会司会　　奥理事
懇親交流会司会　　上原理事

○報○告○事○項
大阪府生協連

1 　つながろうCO・OPバス第 2回開催報告

［日　　時］� 2014年10月23日㈭～26日㈰
［参　　加］� 7 生協21名
［内　　容］

10／23㈭ 夜　大阪出発
10／24㈮ 朝　福島県福島市到着
かーちゃんの力・プロジェクト協議会
� 代表・渡邊さんと合流
渡邊さんの案内で飯舘村見学
畑作業のお手伝い
いいたて雪っ娘（かぼちゃ）磨き
10／25㈯
浜通り医療生協で震災以降の状況と生協の
取り組みについてレクチャー
いわき市、広野町、楢葉町、富岡町見学

•�福島県を訪問し、現地一日目は被災者及び農
作業（いいたて雪っ娘（かぼちゃ）磨き）の
お手伝いを行いました。二日目は、いわき市
の浜通り医療生協さんのご案内で福島第一原
発周辺地域の視察を行いました。

2 　2014年度生協大会～活動交流会～開催報告

［日　　時］� 2014年11月20日㈭
� 10時～13時30分
［場　　所］� ドーンセンター　
� ホール・パフォーマンススペース
［出 席 者］� 20会員、講師、他団体、
� 府連　316名（昨年333名）

い ず み 116名 よどがわ 19名 パルコープ 65名
こ う べ 35名 自 然 派 7名 生活クラブ 2名
きづがわ 14名 かわち野 8名 北大阪医 16名
けいはん 2名 ヘ ル ス 1名 な に わ 3名
よどがわ保 1名 教 育 大 1名 府 大 1名
関 大 1名 学 校 1名 日鉄住金 2名
全 労 済 10名 阪神事業連 1名 講 師 1名
他 団 体 6名 府 連 3名 合 計 316名

［開催結果］

司会　　コープ自然派ピュア大阪理事　　
� 海老根和美さん
⑴　開会挨拶� 会長理事　惣宇利紀男
⑵　基調講演
「健康づくりのための歩行プログラム～セ
ーフティウォーキングについて～」

　　　医療法人　貴島会
　　　ダイナミックスポーツ医学研究所
� 　顧問　　土井　龍雄さん
⑶　会員生協活動報告
①　「地域まるごと健康づくり」

　大阪きづがわ医療福祉生協理事・
　健康づくり委員会�　三好　寿江さん

②　「心豊かなくらしづくりと生活文化の向
上に貢献～コープこうべのスポーツ事業
について～」
　コープこうべ文化事業部事業部長
� 　　西保　　昇さん

③　「大学生協連合会　大阪・兵庫・和歌山
ブロックの取り組み」
大学生協連合会　大阪・兵庫・和歌山
ブロック学生事務局
　大阪教育大学英語教育専攻 4年生　
� 菊池　愛梨さん

⑷　活動展示
いずみ、よどがわ、パルコープ、こうべ、
自然派、生活クラブ大阪、きづがわ、か
わち野、全労済、大阪ユニセフ協会、大
阪省エネラベルキャンペーン、消費者支
援機構関西



2 　� 　　� 　 3

3 　分野別会議開催報告

　以下の日程で分野別会議を開催しました。議題は
「大阪府生協連報告」「2014年度上半期活動報告と下
半期及び次年度むけて」を共通議題とし運営しまし
た。
　大学生協は近畿大学生協の協力により同大学施設
で開催しました。
〇地域

［日　　時］� 2014年12月10日㈬
� 14時30分～16時50分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 勝山（いずみ）、貫（よどがわ）、

松下（パルコープ）、榎本（コー
プこうべ）、鎌田（自然派ピュ
ア）、眞下（生活クラブ）、

� 惣宇利・中村・小山（府連）
� 6 ／10会員・府連　　� 計 9 名
［議事進行］� 勝山理事
〇医療

［日　　時］� 2014年12月12日㈮
� 15時～17時30分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出 席 者］� 奥（きづがわ）、松岡（かわち

野）、羽多野（北大阪）、小寺（け
いはん）、田崎（堺）、中谷（ヘ
ルス）、榎並（なにわ）、間（羽
曳野）、川畑（福島）、權野（南
大阪）、篠原（よどがわ）、

� 惣宇利・中村・小山（府連）
� 11／15会員・府連　� 計14名
［議事進行］� 奥理事
〇大学

［日　　時］� 2014年11月27日㈭
� 14時30分～17時30分
［場　　所］� 近畿大学ゲストハウス会議室
［出 席 者］� 依岡（阪大）、鷲嶺（教育大）、
� 堀（市大）、安本（府大）、
� 大浅田・山本（関大）、入船（近

大）、永吉・寺尾（阪神事業連）、
� 惣宇利・中村（府連）
� 7 ／13会員・府連　� 計11名
［議事進行］� 入船理事

4 　各委員会報告

⑴　第 2回組織活動委員会

［日　　時］� 2014年10月17日㈮
� 14時～16時30分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406

［出 席 者］� 西村・野村（いずみ）、野間（こ
うべ）、楠（よどがわ）、後藤（自
然派）、志垣（全労済）、西村
（KC’s）、浅井・上原・奥・

� 中村・小山（府連）　�以上12名
［議事概要］�
⑴　KC’s事務局長の西村さんにKC’sの活動
について学習した。
⑵　日本生協連第 2回全国組合員活動委員会
の概要について、野村委員より報告があっ
た。
⑶　各生協のこの間の特徴的な取り組みにつ
いて報告交流した。
⑷　2015NPT再検討会議に向けた府連の取り
組みについて報告がされた。

⑵　第 3回大規模災害対策協議会

［日　　時］� 2014年11月10日㈪　15時～17時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 5階506
［出 席 者］� 正木（いずみ）、松原（パル）、

五嶋（こうべ）、新元（自然派）、
� 肥後（生活クラブ）、吉成（全労

済）、一樋（阪神事業連）、増永
（関西地連）、植松（きんき）、

� 中村・小山（府連）� 以上11名
［議　　題］

⑴　大阪府防災訓練参加報告
⑵　緊急時通行車両事前届出車両棚卸結果に
ついて
⑶　学習企画について
⑷　各生協の防災・減災の取り組みについて
交流
⑸　その他

［概　　要］

⑴　10／ 4 に実施された「平成26年度大阪
府・三島地域 4市 1町合同防災訓練」の参
加報告がされた。ブース運営にご協力いた
だいた新元委員、五嶋委員、肥後委員から
感想が出された。次年度に向けて、訓練開
催エリア組合員への広報について検討課題
とした。
⑵　緊急時通行車両事前届出車両棚卸結果に
ついて報告がされた。廃車分については年
度内で補充登録いただくことを当該生協に
要請することが確認された。またトラック
に掲示する「緊急時通行車両」のマグネッ
トシートについての在庫確認をすることが
確認された。
⑶　学習企画について討議し、以下の内容で
組み立てることが確認された。
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（開催目的）
•�会員生協が自生協における災害対応の問
題点及び課題の抽出。
•�特に事業活動の継続する上での課題を重
点に検証。

（開催日程）
•� 2 月中旬以降（候補日 2／19、 2 ／26）
•�10時～16時

（参加対象）
•�発災時に各生協の災害対策本部メンバー
となる役職員
•�災害対策担当役職員（総務担当）
•�各事業所責任者（クラス）

（企画内容）
•�大阪府から防災減災活動等の報告
•�講義＆ワークショップ

⑷　各生協の防災・減災の取り組みについて
交流した。
⑸　第 4回協議会について、 2／12開催予定
を変更し、学習企画開催日に行うことが確
認された。

〇災害対策研修会開催要領

［日　　時］� 2015年 2 月19日㈭
� 10時15分～16時30分
［場　　所］� ドーンセンター（大阪府立男女

共同参画・青少年センター）
� 1 階パフォーマンススペース
� （大阪市中央区大手前 1 - 3 -49）
� 地下鉄谷町線・京阪「天満橋」

駅から徒歩 7分
［参加対象］

•�災害発災時に各生協の災害対策本部等の主要
メンバーとなる方
•�災害マニュアル、事業継続計画等の作成を担
当されている方
•�防災担当の方
•�部局責任者や事業所責任者の方
［実施目的］

•�行政の災害対策について理解を深める。
•�最近の災害における経験から生協の役割につ
いて考える。
•�講義とミニワークショップを通じて、大規模
災害発災時の被害と対策対応について考える。

［スケジュール］

9 ：45　　受付・開場
10：15� 開会
10：20� ◇行政の取り組み報告

大阪府から災害対策等につい
てご報告いただきます。

11：20� （休憩）
11：30� ◇京都の水害の取り組み報告

京都府災害ボランティアセン
ターから水害の取り組みと、
災害に備えた他団体との連携
についてご報告いただきます。

12：30� （昼食休憩・お弁当をご用意しま
す）

13：20� ◇講義とミニワークショップ
外部講師による講義とミニワ
ークショップで、大規模災害
発災時の被害と対策・対応に
ついて学びます。
（間で適宜休憩をとります）

16：30� 閉会
⑶　第 5回生協大会実行委員会

［日　　時］� 2014年11月20日㈭
� 14時15分～15時
［場　　所］� ドーンセンター　
� パフォーマンススペース
［出 席 者］� 坂井（いずみ）、近藤（よどが

わ）、中村（パルコープ）、堀田
（こうべ）、海老根（自然派）、別
所（きづがわ）、小西（かわち
野）、志垣（全労済）、矢田部・
中村・小山（府連）� 以上11名

［議　　題］� 「今年度企画のまとめと次年度
に向けて」

［議事結果］

①　参加人数は20生協・府連・講師、他団体
等で316人だった。
②　提出されたアンケートを各委員で読了し
感想及び次年度企画への意見が出された。
〈主な感想・意見〉
•�講演内容はとてもタイムリーなものだっ
た。組合員活動の報告が中心の中、こう
べは事業の報告だったが感想は概ね好意
的。軽食でパンとジュースを配布したが、
おにぎりとお茶でもよかったのではと思
った。
•�テーマ設定がよかった。動きのある講演
で集中できた。自生協の報告への反応も
良くてよかった。展示は出展数が少ない
と感じた。
•�講演者の推薦をしたものとして反応が良
くてホッとしている。ウォーキングの測
定機械が故障し迷惑をかけた。
•�展示は少ないと思った。参加者から軽食
は必要ないとの意見をいただいた。
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•�ウォーキングは関心があったのでよかっ
た。展示は各自のアピールの場となって
いた。途中休憩があってもいいのでは。
講演会の途中で体を動かすのは気分転換
になる。
•�普段から健康に気をかけている人が多く
講演はとても参考になった。活動報告や
展示から自生協の活動のヒントになるも
のをもっと学びたい。
•�医療生協ががんばっているとの感想がう
れしかった。地域生協からの参加が多い
がもっと医療生協をアピールしたい。
交流を深めたい。
•�展示が少ないと思った。「軽食あり」のア
ナウンスに過度な期待があるのではない
か。あえて軽食を用意せず展示コーナー
で生協商品の試食の配布や、おみやげと
して用意するほうがいいかもしれない。
アンケートは年代を記入してもらい関心
のあるテーマや他生協の活動をお聞きす
るのも次年度企画へのヒントになる。
•�講演は実践的でよかった。活動報告をも
っと充実させたい。開催時間を15分程度
でもはやめられないか。アンケート記入
台の設置を 2年連続で指摘され反省。
•�展示は他団体の協力もあって出展数は増
えているが、会員生協数から見れば少な
い。もっと積極的に出展してほしい。

⑷　第 3回ジェンダーフォーラム協議会

［日　　時］� 2014年11月25日㈫
� 14時～15時40分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階402
［出 席 者］� 上杉、問田、山本（いずみ市

民）、井上（よどがわ市民）、大
崎（エスコープ）岡本・野間（こ
うべ）、井上（自然派）、西浦（北
大阪医療）、岡田（全労済）、

� 惣宇利、松本、中村（府連）
� � 以上13名
［議　　題］� 1 ．福井県民生協視察について
� 2 ．学習講演会企画について
［議事概要］

⑴　福井県民生協視察を以下の日程で実施い
たします。
［日　　程］　　2015年 1 月15日㈭
［概　　要］

8 ：00　　JR大阪駅集合
8：10　　特急サンダーバード発
10：12　　福井駅着

　　　　　タクシーで福井県民生協へ
10：30　　福井県民生協本部でレクチャー
　　　　　（昼食休憩）
13：30　　��ハーツ志比口（店舗）・きっず志

比口（子育て支援施設）視察
14：20　　移動
14：50　　��江守きらめき（高齢者介護施

設）視察
15：50　　移動
16：30　　福井駅
17：06　　特急サンダーバード発
19：07　　大阪駅着・解散
•�主に「子育て」「介護」「女性の就労支援」
に関して、事業体として職員対象の取り
組みと、地域・組合員への活動について
学びます。

⑵　学習講演会企画について、2014年度重点
学習テーマ「子育て支援・介護支援」「女性
の就労支援」「民間等と行政との連携」とし
討議した。
•�大阪府の男女共同参画プランについて聞
きたい。その上で大阪の男女参画委員に
関わり、大阪北生協の副理事長だった三
輪さんに講演してもらってはどうか。
•�安倍首相がよく女性が輝くという言葉を
言うが、男性にも焦点をあてた話でもい
いのではないか。
•�講演学習会はワンウエイなので、参加型
にしてはどうか。
•�以前地連の学習会で渥美さんに話しても
らい、グループワークをした。
•�男女共同参画と言われて随分経過してい
るが、実際なところについて聞いてみた
い。
•�具体的な女性の実践を聞きたい。取り組
みの中での具体的な数値目標としている
が、現実が進んでいる実例などを聞きた
い。
•�この協議会の為になるものをすればいい。
大阪府と生協の行政のパイプを太くしな
いといけない。平時から行政と寄り添う
関係としてほしい。

〈討議を踏まえ、以下確認がされた。〉
［日　　程］　　2015年 3 月 5 日㈭
［概　　要］

13：00　　��大阪府の男女共同参画プラン
（大阪府）

13：30　　講演（講師未定）
14：30　　休憩
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14：40　　グループワーク
15：45　　終了
•�開催予定日　 3月 5日㈭で、一旦、会場
（大阪府社会福祉会館）を押さえています
が、講師に予定等で日程を変更する場合
もあります。
•�講師は、三輪昌子さん、具体的な企業で
の実践例を話せる人、女性の就労状況を
話せる人、中矢さん、坂井さんを優先順
位に調整を事務局に一任ください。
•�グループワークは、大阪府のプラン、講
演を聞いてどんなことが困難なことなど
話合う。詳細は、臨時の会議の際に決め
る。

⑶　会報への原稿執筆について確認がされた。
⑷　次回臨時協議会を 2／12㈭14時に開催す
ることを確認し閉会した。
　★次回臨時ジェンダーフォーラム協議会
　　　2015年 2 月12日㈭　14時～16時
　　　大阪府社会福祉会館　 4階406会議室

日本生協連、他生協等

5 　関西地連第 3回運営委員会参加報告

［日　　時］� 2014年12月 4 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29名、日本生協連・理

事監事11名、オブザーバー 4名
［議　　題］

《全体概況報告》
1．日本生協連2014年10月度概況報告
◆協議
1．第65回通常総会予定議題の協議
第 1号予定議案：全国生協の2014年度まと
めと2015年度活動方針承認の件（骨子案）

《運営・組織関連報告》
2．一般活動報告
3．第65回通常総会の主要運営事項について
4．第65回通常総会における役員選任の進め方
について
5．2015年度日本生協連機関会議等の日程につ
いて
6．新たな「食料・農業・農村基本計画」に関
する意見書について
7．国際会議関連報告
8．テレビCM「コープいいかも！」の実施報
告と今後の方向性について
9．2015年度介護保険報酬改定に対する「生協

の主張」について
10．「子ども・子育て支援新制度」と生協の子育
て支援活動の現状について
11．再生可能エネルギー普及のための意見書の
提出について
12．灯油問題学習懇談会開催報告
13．東日本大震災支援活動関連報告
14．2014年度会員生協経営概況～上期まとめと
年度推計報告～
15．国際パラリンピック委員会クロスカントリ
ースキーワールドカップ旭川大会2015への協
賛について
16．CO・OPコアノンロールスマイルスクール
プロジェクト第 4期の実績報告

《商品事業関連》
17．2015年度「コープ商品のロイヤリティ向上」
の取り組みについて
18．CO・OP商品ブランドの再構築に向けて
19．消費者庁の「栄養素等表示基準値および栄
養機能食品に係わる食品表示基準（案）」に対
する日本生協連からの意見提出について

《管理関連》
20．役員管掌の変更について
21．日本生協連の2014年度上期決算および連結
決算報告
22．日本生協連の2014年度決算見通しについて
23．取引（商品・役務）に関する 1円未満端数
処理について（公正取引対応）

《コープ共済連関連》
24．コープ共済連2014年度事業の進捗状況報告
（10月度）

6 　日本生協連第 3回県連活動推進会議参加報
告

［日　　時］� 2014年12月 4 日㈭　
� 16時10分～18時
［場　　所］� 新大阪江坂東急イン　
� 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 6名
［議　　題］

《議題 1》
⑴　「全国課題の中で府県連にかかわる事項に
ついて」意見交換

《本部報告》
⑵　JA自己改革の進捗状況について
⑶　介護保険改定にともなう市町村訪問の進
捗状況について
⑷　生協・行政合同会議
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⑸　政党団体からの税制・改正等要望ヒヤリ
ング対応について
⑹　渉外活動について（年末年始挨拶、賀詞
交歓のお願い）

7 　第26回生協・行政合同会議参加報告

［日　　時］� 2014年11月21日㈮
� 13時30分～17時
［場　　所］� 福井商工会議所　
� コンベンションホールA
［出　　席］

【特別報告】� （敬称略）
弁護士（福井弁護士会会長）� 島田　　広

【行政】

厚生労働省　近畿厚生局健康福祉部長
� 　　野本　　宏
� 健康福祉課福祉係　　松下　耀介
福井県� 安全環境部長　　櫻本　　宏
� 県民安全課長　　白崎　雅義
� 県民安全課総括主任　　海道ひかり
� 県民安全課主任　　横山　良教
� 県民安全課主事　　仲村　　雅
� 循環社会推進課主任　　河嵜　昭子
滋賀県　総合政策部県民活動生活課主幹
� 　　佐藤　勝也
奈良県　くらし創造部消費生活安全課主幹
� 　　青山　明彦
　　　　くらし創造部消費生活安全課主事
� 　　井阪　素也
和歌山県環境生活部県民局県民生活課長
� 　　三浦　源吾
　　　県民生活課長補佐兼消費生活課長
� 　　島本　雅生
京都府府民生活部消費生活安全センター
　　　　　　　　　　　　　　副センター長
� 　　竹田　厚子
兵庫県� 消費生活課主幹　　西谷　美貴
大阪府府民文化部男女参画府民協働課長
� 　　藤井　　清
� 府民協働グループ総括主査　　佐々木信嗣

【生協・他】

日本生協連
� 渉外広報本部渉外部長　　松本　圭司
� 　関西地連事務局長　　辻　　祥行
福井県生協連� 会長理事　　竹生　正人
副会長理事� 　　野尻　郁智
専務理事� 　　樫尾智恵子
事務局� 　　亀谷　柚香
滋賀県生協連� 専務理事　　西山　　実

事務局長� 　　藤田　　豊
奈良県生協連� 専務理事　　辻　　由子
事務局長� 　　新田　和夫
和歌山県生協連� 会長理事　　上田欣士郎
事務局長� 　　藤井　延子
京都府生協連� 会長理事　　上掛　利博
専務理事� 　　横山　治生
事務局次長� 　　酒向　直之
兵庫県生協連� 会長理事　　本田　英一
専務理事� 　　三宅　康平
大学生協阪神事業連合理事会室　隅田　幸博
消費者支援機構関西
� 　検討委員会委員長　　五條　　操
　同� 理事・事務局長　　西島　秀向
大阪府生協連� 会長理事　　惣宇利紀男
　同� 副会長理事　　藤井　克裕
　同� 専務理事　　中村　夏美
　同� 事務局長　　小山　正人
� 計42名

［議　　題］

⑴　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　　本田　英一
　開催地行政
� 福井県安全環境部長　　櫻本　　宏
⑵　挨拶と報告
　　　厚生労働省近畿厚生局健康福祉部長
� 　　野本　　宏
⑶　日本生協連報告
　　　日本生協連渉外広報本部渉外部長
� 　　松本　圭司
⑷　特別報告

「みんなでつくり、動かす　消費者市民
社会」� 　弁護士　　島田　　広

⑸　各報告への質疑応答と意見交換
⑹　報告と意見交換
①　「京都府における消費者教育の取り組
み」
京都府府民生活部
消費生活安全センター副センター長

� 　　竹田　厚子
②　「大学生のよるくらしのヤングクリエー
ターの取り組みについて」
　　　大学生協阪神事業連合理事会室
� 　　隅田　幸博
③　「おいしいふくい食べきり運動につい
て」
　　　福井県循環社会推進課主任
� 　　河嵜　昭子
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④　消費者支援機構関西の活動報告
　　～集団的消費者被害救済制度の動向～
　　　消費者支援機構関西検討委員会
� 委員長　　五條　　操
⑺　各報告への質疑応答と意見交換

8 　2014年度第 2回近畿地区生協府県連協議会
参加報告

［日　　時］� 2014年12月 5 日㈮
� 13時30分～17時
［場　　所］� 兵庫県民会館12階　1201会議室
［出 席 者］� 樫尾（福井）、西山・藤田（滋

賀）、辻・新田（奈良）、上田・
藤井（和歌山）、横山・酒向（京
都）、本田・三宅・三輪・中尾
（兵庫）、西島（KC’s）、辻（関
西地連）、中村・小山（府連）

� � 以上17名
［議　　題］

⑴　第26回近畿地区生協・行政合同会議のま
とめ（福井）
⑵　次年度の生協・行政合同会議について
（京都）
⑶　兵庫県におけるポスト国際協同組合年を
考える集い開催報告（兵庫）
⑷　行政の指導検査を受けるにあたっての留
意事項について（福井）
⑸　兵庫県JCC主催「阪神・淡路大震災20年
の取り組み」報告とコープこうべ・日本生
協連共催2014年度「つながろうCO・OPア
クション交流会」情報提供
⑹　消費者支援機構関西からの活動報告
⑺　各府県生協連からの特徴的な活動報告と
交流
　　※次回 3月21日㈯　13：30～　大阪開催

会員及び友誼団体等

9 　大阪労働者福祉協議会第52回定期総会参加
報告

［日　　時］� 2014年10月31日㈮
� 10時～11時30分
［場　　所］� エル・おおさか　南館10階1023
［出　　席］� 出席代議員40人／議決代議員49

人（過半数）
［議　　案］

第 1号議案　��2013年度事業報告（含む規定新
設・改訂）

第 2号議案　��2013年度会計報告ならびに監査

報告
第 3号議案　2014年度事業計画方針（案）
第 4号議案　2014年度収支予算（案）
第 5号議案　定款の変更（案）
第 6号議案　役員報酬に関する件
第 7号議案　役員交代について（案）
＊全議案賛成多数で可決承認されました。

10　消費者支援機構関西理事会報告

［日　　時］� 2014年10月22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 0 ／ 2 名、

検討委員会・事務局 4名
［概　　要］

⑴　KC’s受付情報対応 ;検討委員会での論議
内容を確認した
⑵　光ブロバイダー； 1社には要請活動終了
案を確認した。もう 1社については、遠隔
操作によるプロバイダ変更勧誘に関するト
ラブル増加のため、「お問い合わせ案」一部
字句修正のうえ確認し、送付することとし
た。
⑶　住宅リフォーム； 3社に対して「再お問
い合わせ案」について確認し、送付するこ
ととした。
⑷　冠婚葬祭互助会；ご回答に対する回答並
びにお問い合わせ活動終了通知案を確認し
た。解約返戻金に関する問題に関し問い合
わせ活動などを行い、約款の改正及び解約
返戻金の一部改善を行ったため活動終了と
し、公表をするための同意をとっていく。
⑸　健康食品；「再お問い合わせ案」につい
て、一部字句修正のうえ確認し、送付する
こととした。

［日　　時］� 2014年11月26日㈬
� 18時～20時30分
［場　　所］� 日本生協連関西地連
� 4 階　会議室
［出　　席］� 理事13／15名、監事 2 ／ 2 名、

検討委員会・事務局 4名
［概　　要］

⑴　KC’s受付情報対応 ;検討委員会での論議
内容を確認した
⑵　貸衣裳；レンタルブティックひろに対す
る差止訴訟の原告和解案について一部字句
修正のうえ確認した。
⑶　英会話学校；「ご連絡（お問い合わせ活動
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終了）」案について確認し、送付することと
した。
⑷　結婚相談所；「申入れ兼再お問い合わせ」
案について一部字句修正のうえ確認し、送
付することとした。
⑸　エステ専門学校；「お問い合わせ案」につ
いて、一部字句修正のうえ確認し、送付す
ることとした。

［日　　時］� 2014年12月16日㈫
� 16時～18時15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、

検討委員会・事務局 4名
［概　　要］

⑴　KC’s受付情報対応 ;検討委員会での論議
内容を確認した
⑵　冠婚葬祭互助会；お問い合わせ活動終了
通知案を確認し、送付することとした。
⑶　KC’sの「お問い合わせ」「申入れ」「差止
請求訴訟」における活動方針・情報公開ル
ールの修正ついて、一部字句修正のうえ変
更することを確認した。
⑷　貸衣装；和解案への対応について確認し
た。

11　なにわの消費者団体連絡会幹事会報告

○11月度幹事会

［日　　時］� 2014年11月19日㈬
� 13時30分～16時
［場　　所］� KC’s会議室
［出　　席］� 8 団体
［議　　題］

⑴　大阪府事業委託　2014だまされたらあか
ん inハルカス
　（11月 7 日実施）振り返りについて
⑵　大阪府消費生活センター　所長との懇談
会について
⑶　大阪府健康医療部　薬務課　学習会（12
月17日）について
⑷　調査・研究　第 2回ワーキングの報告
⑸　平成27年 1 月幹事会・新年懇親会日時変
更について

○12月度幹事会

［日　　時］� 2014年12月17日㈬
� 10時30分～12時
［場　　所］� KC’s会議室
［出　　席］� 6 団体
［議　　題］

⑴　大阪府消費生活センターの懇談会内容に
ついて（継続議題）
⑵　なにわの風　第26号発行内容について
⑶　その他　

12　全大阪消費者団体連絡会報告

○常任理事会

［日　　時］� 2014年11月 5 日㈬
� 10時～11時50分
［場　　所］� 消団連　会議室
［出　　席］� 府連（小山）
［概　　要］

⑴　報告事項
　 1）消費者委員会

•�府消費者基本計画について検討内容が
報告された。
•�12／ 3 ㈬　基本計画について学習会を
開催する。

2）食問題委員会
•�政府の食料・農業・農村基本計画の見
直しについて意見交換した。

3）消費税の増税に反対する活動
•�10／31なんば署名行動では 1 時間に
106筆の署名が寄せられた。

4）環境問題委員会
•�12／ 4 ㈭　13：30～15：30学習会「初
歩からわかる温暖化問題」を開催する。

5）加盟組織
•�11／ 4 政府の消費税増税に関する点検
会合で、全国消団連の河野事務局長が
反対を表明した。

⑵　主な協議事項
1）11月度理事会運営について
•�ミニ学習のテーマを「大阪府消費者基
本計画案」とする。

2）機関紙サイクル編集
•�来年 1月発行より会員団体の活動紹介
コーナーを連載する。
•�消費者被害の注意喚起記事を連載す
る。

3）大阪労連からの申し入れ
•�同労組からの申し入れを受け、労働法
制改正反対の団体署名を行う。

［日　　時］� 2014年12月 9 日㈫
� 15時～16時30分
［場　　所］� 消団連　会議室
［出　　席］� 府連（小山）
［概　　要］

⑴　報告事項
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　 1）消費者委員会
•�府消費者基本計画について原案作成が
遅れ12／10公表予定。12／ 3 の学習会
を12／19に延期した。事務局で意見の
要点を早急に整理する。
•�大阪市と懇談。市は消費者基本計画を
策定しない意向。

2）食問題委員会
•�食料・農業・農村基本計画に関する学
習会を企画する。
•�11／29に「ほんまにええの？TPP大阪
ネットワーク」主催のシンポジウムを
開催し66名の参加。

3）消費税の増税に反対する活動
•� 1 ／27に連絡会の代表者会議を開催。
清家税理士を講師に講演会を開催す
る。

4）環境問題委員会
•�大阪府温暖化対策実行計画の改定が予
定され、 1月に計画案がパブリックコ
メントに付される。

5）加盟組織
•�11／ 4 政府の消費税増税に関する点検
会合で、全国消団連の河野事務局長が
反対を表明した。

⑵　主な協議事項
1） 1月度理事会運営について
•�ミニ学習のテーマを「介護保険」とす
る。

2 �）食料・農業・農村基本計画にかかる学
習会
•� 2 月中旬開催で計画する。

13　近畿ブロック地方消費者グループフォーラ
ム第 2回実行委員会報告

［日　　時］� 2014年11月26日㈬　10時～12時
［場　　所］� 日本生協連関西地連
� 4 階　第 3会議室B
［実行委員］� 消費者庁、消費者ネットしが、

滋賀県生協連、コンシューマー
ズ京都、京都消費者ネット、京
都府生協連、全大阪消団連、な
に消会、消費者支援機構関西、
大阪府生協連、NACS、全相協、
Cキッズ、兵庫県生協連、なら
消費者ねっと、奈良県生協連、
消費者ネットわかやま、滋賀県、
滋賀県消費生活安全センター、
京都府消費生活安全センター、

和歌山県、日本生協連
［概　　要］

⑴　プログラム内容詳細を確認した。
　 2月 4日㈬　ピアザ淡海
� （滋賀県立県民交流センター）
『広げよう連携の輪～消費者の安全・安心を
地域から～』
11：00～　壁新聞交流会
13：00　　開始
 一部 
◦開会あいさつ
◦消費者庁から挨拶・取組報告
13：20　　壁新聞発表会（リレー報告）
� （70分）
◦�14団体限定・ 1グループ 4分
（事前に壁新聞の写真データの集約
が必要）

14：30　　移動・休憩（10分）
 二部 
14：40
分科会　テーマごとに分かれて（75分）
①　見守り活動は地域で
　　報告：�（公社）成年後見センタ

ー・リーガルサポート奈
良支部、高島市社協

②　消費者教育の推進
　　報告：�京都府消費生活安全セン

ター、NACS西日本支部
③　若年層の安全・安心の確保
　　報告：�コープこうべ、C・キッ

ズネットワーク
16：00　　全体まとめ
16：30　　終了

⑵　第 3回は2015年 1 月19日㈪13時30分から
開催する。

14　大阪省エネラベルキャンペーン実行委員会
参加報告

［日　　時］� 2014年10月21日㈫
� 10時30分～12時
［場　　所］� 大阪消団連会議室
［参加団体］� 大阪府、大阪市、堺市、大阪府

地球温暖化防止活動推進センタ
ー、全大阪消団連、CASA、大
阪府生協連� 以上 7団体

［議事概要］

⑴　2014年夏のモニタリングの結果について
報告がされた。
　　　実施機関　　　　  6 ／ 1 ～ 8 ／31
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モニター数　　　　　　39名
モニタリング店舗数　　78店舗

⑵　2014年度上期の会計報告がされた。
⑶　2014年度冬のすすめ方について協議し、
店舗モニタリングは行わず、昨年の冬に実
施した消費者の省エネラベルの認識調査に
ついて、協力店舗を募り、該当製品購入者
へのハガキアンケートの配布及び関連団体
のイベントでのアンケートの実施について
取り組むことが確認された。
⑷　また、家電製品のインターネットサイト
による購入状況及びインターネットサイト
への省エネラベルの普及について経産省に
問い合わせをすることが確認された。

15　温暖化防止ネットワーク関西拡大世話人会
参加報告

［日　　時］� 2014年10月31日㈮　15時～17時
［場　　所］� 日本生協連関西地連会議室
［出　　席］� 6 団体　府連・小山
［議　　題］

⑴　各地の活動について
⑵　条例・議定書交渉の状況について
⑶　エネルギー問題をめぐる状況について
⑷　COP20報告会について
　　　2015年 1 月24日㈯開催
⑸　ネットワーク財政について
⑹　その他

行政等

16　大阪府新地域支援事業に関する情報交換会
参加報告

［日　　時］� 2014年10月27日㈪
� 10時30分～12時10分
［場　　所］� 大阪府新別館北館　
� 1 階　会議室兼防災スペース 2
［出席団体］�
大阪宅老所・グループハウス連絡会（10）、大
阪府社会福祉協議会（2）、大阪市社会福祉協
議会（3）、関西STS連絡会（3）、大阪府地域
福祉推進財団（2）、大阪府（6）、大阪府生協
連（8）� （　）内参加人数
いずみ市民　　　本多常務理事
パルコープ
� 　　松尾福祉事業部サブマネージャー
コープこうべ� 　福留地域活動推進部係長
きづがわ　　　　中村大正エリア介護部長
かわち野　　　　小林介護福祉事業部長

羽曳野� 小玉通所リハビリセンター責任者
府連　　　　　　中村・小山

［議　　題］

⑴　開会挨拶
　　　大阪府福祉部高齢介護室介護支援課
� 　植木課長補佐
⑵　大阪府説明「新しい地域支援事業につい
て」� 　地域支援グループ　元木総括主査
⑶　質疑

17　第 2回大阪府地球温暖化防止活動調整会
議参加報告

［日　　時］� 2014年10月28日㈫　15時～17時
［場　　所］� 大阪府環境情報プラザ　研修室
［参加団体］� 大阪府、大阪市、堺市、地球温

暖化防止活動推進センター、近
畿地方環境事務所、全大阪消団
連、CASA、大阪府生協連

� � 以上 8団体
［議　　題］

⑴　平成26年度後半の地球温暖化対策の取り
組み内容について
⑵　構成員における広報ツールについて
⑶　話題提供（CASA・市民共同発電につい
て）
⑷　地球温暖化対策セミナーについて

その他

18　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14回定例会参加報告

［日　　時］� 2014年11月 5 日㈬
� 13時30分～15時50分
［場　　所］� 大阪弁護士会館　10階会議室
［参　　加］� 約40名
［概　　要］

⑴　兵庫県の取り組みに学ぶ
「避難サポートひょうご」と各支援団体
の活動について

⑵　全国避難者登録システムへの登録の再度
の呼びかけの提案
⑶　当事者団体からの活動・情報報告
⑷　参加団体の近況報告
⑸　事務局団体の変更の報告　

•�街づくり支援協会→学習さぽーと・チ
ームおせっかいの全日本企業福祉協会　

⑹　事務局からの報告
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19　平成26年度災害ボランティアセンター運営
者研修参加報告

［日　　時］� 2014年11月25日㈫13時～
� � 27日㈭15時
［場　　所］� タイム24ビル（東京都）
［出　　席］� 28都道府県社協32人、65市町村

社協74人、12NPO等18人、3生
協 3人、企画委員13人　

� � 計140人
［内　　容］

〈一日目〉

⑴　開会挨拶　
⑵　趣旨説明・オリエンテーション
⑶　基調シンポジウム

「災害ボランティアセンター運営の視
点・心構え～何のため・誰のための災
害ボランティアセンターか～」

⑷　基調講義
「社協が災害ボランティアセンターを運
営する意味」

⑸　演習
「多様なニーズに対応する災害ボランテ
ィアセンターの役割」

⑹　講義
「災害ボランティアセンターを支援する
ためのしくみ（モノ・カネ編）」

⑺　演習
「情報発信のあり方：災VC情報発信入
門　基本はここだ！～ボランティアの
気持ちを最大限に、災害VCの手間を
最小限にする情報発信～」

⑻　演習
「地域実践に向けた振り返り～ 3日間の
研修で学んだことを活かすために～」

⑼　まとめ

20　近畿圏府県生協連・ろうきん合同会議参加
報告

［日　　時］� 2014年12月17日㈬　14時～17時
［場　　所］� 近畿ろうきん肥後橋ビル
� 12階　理事会室
［出　　席］�
【ろうきん】� （敬称略）
労働金庫協会営業企画部�主任　中川　義一
近畿ろうきん� 副理事長　若山　忠義
　〃� 常務理事　安岡　博司
　〃　　滋賀地区統括本部　上席専任役
� 岩田　久雄

　〃　　奈良地区統括本部　部長
� 岡田健一郎
　〃　　　　　　〃　　　　上席専任役
� 中西　俊雄
　〃　　京都地区統括本部　部長
� 西田　恭志
　〃　　　　　　〃　　　　上席専任役
� 谷口　晃一
　〃　　大阪地区統括本部　部長
� 　竹一　稔弘
　〃　　　　　　〃　　　　上席専任役
� 　橋本　卓也
　〃　　和歌山地区統括本部　部長
� 　大濱　幸一
　〃　　　　　　〃　　　　上席専任役
� 　薮上　和之
　〃　　兵庫地区統括本部　部長
� 　森岡　年樹
　〃　　　　　　〃� 井奥眞貴子
　〃　　　　　営業戦略部　部長
� 　森崎　耕一
　〃　　　　　　　〃　　　上席専任役
� 　東郷　　卓
　〃　　　　　地域共生推進部
� 　部長　浦田　和久
　〃　　　　　　　〃
� 次長　中須　雅治
　〃　　　　　　　〃
� 上席専任役　谷口　安弘
　〃　　　　　　　〃� 増田　まゆ
　〃　　　　　　　〃� 木ノ下　穂

【生協府県連】

滋賀県生協連� 専務理事　西山　　実
　〃� 事務局長　藤田　　豊
奈良県生協連� 専務理事　辻　　由子
　〃� 事務局長　新田　和夫
京都府生協連� 専務理事　横山　治生
　〃� 事務局長　酒向　直之
兵庫県生協連� 専務理事　三宅　康平
　〃� 事務局次長　三輪　　薫
大阪府生協連� 専務理事　中村　夏美
　〃� 事務局長　小山　正人

［議　　題］

⑴　開会の挨拶
　近畿ろうきん� 副理事長　若山　忠義
⑵　出席者自己紹介
⑶　近畿ろうきん事業概況
⑷　生協・ろうきんの相互連携の全体状況報
告
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①　全国の生協・ろうきん連携状況
②　生協事業のろうきん利用
③　生協組合員のろうきん利用状況
④　各種連携プログラム
⑸　各府県連生協連からの概況報告
⑹　講演「世界の協同組合の事業・活動」に
ついて
⑺　フリートーク
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大阪府生協連　2014年度第 5回理事会開催報告

2 　2015年度東日本大震災被災地・被災者支援
活動のすすめかたの件

　小山事務局長より、2015年度東日本大震災被
災地・被災者支援活動のすすめかたについて提
案がされた。
　討議の結果、出された意見を加え、提案どお
り、全員異議なく承認された。
　なお、柴橋副会長理事より「福島第一原発の
状況や被災地の状況についての情報提供」につ
いて意見が出された。

1 ．福島の子ども保養プロジェクト（コヨッ

ト！inおおさか）受入企画（ 8月・ 3月）

•�小学校の長期休暇期間を活用して、福島
の子ども保養プロジェクトの受け入れ企
画を実施します。
•�参加対象は福島県在中の小学 4 ～ 6 年
生。定員20名程度とします。
•�企画の実施にあたっては、要員の派遣や
企画運営等について会員生協に協力を要
請します。
•�保養プロジェクトの福島～大阪間の移動
手段をバスにした場合は、大阪府及び近
隣府県への避難されている方を対象に、
被災地里帰りバスの実施を検討します。

2 ．被災者支援のつどい（仮称）の開催（ 2

月下旬～ 3月中旬）

•�3.11の前後に東日本大震災を風化させな
い取り組みとして、会員生協組合員・役
職員、大阪府生協連支援企画参加者を参
加対象につどい企画を実施します。

3 ．支援活動担当者交流会の開催（ 6～ 7月）

•�各会員生協の支援活動担当者を対象に、
被災地・被災者の状況についての学習、
各生協の取り組みや今後の課題等につい
て交流します。また連携した取り組み等
についての意見交換等を目的に開催しま
す。

4 ．夏休み文楽鑑賞のつどい、夏休みファミ

リーコンサートに招待（ 7月）

•�大阪及び近隣府県に避難されている方を
対象に、夏休み文楽鑑賞のつどい、夏休
みファミリーコンサートに無料招待しま

○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2015年 1 月22日㈭
� 11時30分～12時40分
Ⅱ．場　　所� シティプラザ大阪　 2階旬（北）
Ⅲ．出 席 者

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

鎌田、田中、間、松本、矢田部
（監 事）� 松岡特定、岡田
以上、理事総数25名中19名出席、監事総数 3名
中 2名出席
（欠 席 理 事）� 中谷常任、三上常任、浅井、
� 入船、洞井、堀内
（欠 席 監 事）� 吉川

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54回通常総会の件

　小山事務局長より、第54回通常総会議案書の第 1
次案として、2014年度活動報告及び2015年度方針、
役員選任規約の一部変更について、提案がされた。
　討議の結果、出された意見を踏まえ、次回理事会
に第 2次案を審議することが、全員異議なく承認さ
れた。
　なお、柴橋副会長理事より「原発問題、集団的自
衛権の問題等についての言及」、藤井副会長理事より
「エネルギー政策全般からの原発問題と自然エネルギ
ーについての考え方」について意見が出された。
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す。各定員は文楽・コンサート実行委員
会で審議します。

5 ．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）への参加（通年）

•�引き続き、ホッとネットおおさかに参加
し、避難者支援に関しての情報交換・共
有、連携した取り組みをすすめます。

○報○告○事○項
大阪府生協連

1 　大阪府消費者基本計画（案）への意見提出
について

報告主旨・内容

　消費者問題がますます複雑化・多様化・深刻化す
る中、大阪府は、平成26年 3 月に大阪府消費者保護
条例を改正しました。この改正条例第 8条において、
「知事は、消費者施策を計画的に推進するための基本
的な計画を策定するものとする」と規定しています。
　平成26年 2 月、知事から大阪府消費者保護審議会
に対して、大阪府消費者施策に関する基本的な計画
（以下　基本計画）の策定に向けての意見を求めるた
め諮問し、平成26年 9 月 5 日には、知事に答申がな
されました。府では、同審議会からの答申を踏まえ
「大阪府消費者基本計画（案）」を取りまとめ、パブ
リックコメントが行われました。
　募集期間；平成26年12月10日㈬から
　　　　　　平成27年 1 月 8 日㈭まで
　大阪府生協連として意見提出を行います。意見内
容を以下の 5点に絞り込みました。
　 1．基本計画全体について
　 2．消費者取引の適正化の強化
　 3．高齢者・障がい者、若者等への支援
　 4．消費者教育の推進について
　 5．府の消費生活相談体制の充実・強化

� 2015年 1 月 8 日

大阪府消費者基本計画（案）に対する意見

� 大阪府生活協同組合連合会　

「大阪府消費者基本計画（案）」（以下では基
本計画と記載）に対し、以下 5点意見を申し
述べます。
1 ．基本計画全体について

1 ）基本計画は、全体として総花的で焦点
が明確でないので、重点課題とその下で
の重点施策を定め、管理指標と実施目標

� などを設定し進捗管理することを要望し
ます。
2）基本計画は、主体となって取り組む部
署や、主としてどこが担当するのかを明
示することを要望します。

2 ．消費者取引の適正化の強化について

　基本計画では、特定商取引法や条例に基づ
き、悪質な事業者に対しては厳正な処分・指
導等を位置づけています。指導・処分の件数
が減少傾向にあると分析されていますが、実
態として目標数値設定がなされていない、そ
して消費者保護と取引ルールの適正化が図れ
ていない現状があります。処分・指導の効果
を上げるためそれらを積極的に位置づけ、行
政指導が促進されることが重要と考えます。
またそれを実現できる人的体制の確立も重視
すべきと考えます。
3 ．高齢者・障がい者、若者等への支援

　基本計画では、高齢者、障がい者、若者等
特に配慮を要する消費者の被害防止・救済に
おいては、　「見守り」を重要としています。
しかし、ますます高齢化する社会そのものに
対応して家族や地域・施設など周囲の「見守
り」とともに消費者安全確保地域協議会など
の設置や地域におけるネットワークづくりな
ど継続的に取り組みが進められるような施
策・体制が必要と考えます。この取り組みは
行政・地域が協力して行わなうことでありま
すが、大阪府はより一層支援を強化すべきと
考えます。
4 ．消費者教育の推進について

　基本計画では、多様な場における消費者の
特性に配慮した消費者教育を推進させるとし
ています。
　そのためには自立した消費者の育成や消費
者教育を幼児期から高齢期までの各段階に応
じて体系的に実施するための施策・体制が必
要と考えます。あわせて、消費者教育を効果
的に推進していくために他の地方公共団体に
見られるごとく教育団体や消費者団体、事業
者、NPO、大学等多様な主体と連携していく
ことが重要と考えます。
5 ．府の消費生活相談体制の充実・強化

　基本計画では、府は広域的見地の必要な事
案、高度に専門的な知識が必要とされる事案
の処理を行い、大阪府下の中核センターとし
ての機能強化に取り組むとしています。大阪
府のセンターでの相談件数のウエイトが全国
的に見て一番低いのは、大阪府では府下の市
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町村の窓口が充実しているからという考え方
だが、逆に見れば中核センターとしての機能
が十分でないことを意味している。この点に
おいては、大阪府下市町村窓口からのセンタ
ー機能の充実を望む声からも明かです。よっ
て相談体制においては、直接相談の持つセン
サー機能・臨床機能の強化が必要です。また、
消費者問題の状況等の把握に努め、事業者指
導、消費者教育・啓発、商品テスト、企画運
営、情報収集・発信等との有機的な連携によ
り、一体的に消費者施策を進め一層強化する
ことが重要と考えます。あわせて、市町村に
おける消費費生活相談業務の支援強化を推進
していくことも重要と考えます。

2 　各委員会報告

⑴　ジェンダーフォーラム協議会　福井県民生協

視察

［日　　時］� 2015年 1 月15日㈭
� 7 時50分～19時30分
［参 加 者］� 問田、山本（いずみ市民）、井上

（よどがわ市民）、武田（パルコ
ープ）岡本・野間（こうべ）、

� 西浦（北大阪医療）、依岡（阪
大）、岡田（全労済）、惣宇利・
中村・小山（府連）� 以上12名

［概　　要］

⑴　ご挨拶� 福井県民生協　檜原常務理事
⑵　福井県民生協のポジティブアクションの
取り組み� 福井県民生協　内麻管理部長
⑶　質疑応答
⑷　施設見学
　　　店舗「ハーツ志比口」

子育て支援 �「ハーツきっず志比口（ハ
ーツ志比口 2階）」

高齢者福祉 �「サービス付き高齢者向け
住宅　江守きらめき」

　〈参加者の感想より〉
•�“組合員の満足は職員満足から”“職員の
ありたい姿は組合員へのお役立ち価値を
第一に考え行動できる職員組織から”福
井県民生協のあり方の隅々に形として見
えてくることに感嘆した。
•�地域過半数組織らしい理念と目標を小回
りがきく組織のメリットを活かしてうま
く人材育成につなげてらっしゃると思っ
た。
•�率先して女性の働きやすい環境を整える

ために工夫を凝らされていることや職場
復帰のためにしっかりとフォローされて
いる点など感服。
•�店舗と保育施設、医療各々の体制と運営
がひとつひとつ充実している中で有機的
にひとつの場所に集中することで効果が
発揮されている。
•�高齢者向けの住宅は頭では理解している
つもりでいたが実際に見学すると決め細
やかな配慮がされており自分の職場に行
かせるところがあるのではと思った。
•�どの施設も私たちの歓迎のプレートがあ
ったのにはおどろおきました。お心使い
がうれしかったです。
•�女性が働くのは当たり前という福井県。
しかし女性管理職は少ない状況。その中
で女性管理職比率が 2割の県民生協さん
はすごいと思った。

⑵　第 1回文楽・コンサート実行委員会

［日　　時］� 2015年 1 月21日㈬　10時～12時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館　 4階406
［出　　席］� 安嶋（いずみ）、山田（よどが

わ）、井崎（エスコープ）、堀田
（こうべ）、中村（自然派）、小松
（生活クラブ）、羽村・橋本（か
わち野）、貴船（学校生協）、

� 岡田（全労済）、青松・小山（府
連）　� 以上12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

［議事結果］

⑴　夏休み文楽鑑賞のつどい

•�2014年度の取り組み結果について報告が
された。
•�2015年度は、 7月24日㈮に開催予定とす
ることが確認された。チケット価格は据
え置きとした（1,900円）。
•�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。
•�上演演目は第 3回委員会で確認すること
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。
•�昨年からの申し送り事項として、主催者
挨拶から開演までの時間が間延びして会
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場内がざわつく問題について、場内アナ
ウンスの内容を見直すことを劇場に提案
することとした。

⑵　夏休みファミリーコンサート

•�2014年度の取り組み結果について報告が
された。
•�2015年度は、初めてウィークエンドの 7
月26日㈰に開催することとした。会場費
は10万円程上がるが、チケット価格は据
え置きとした（2,300円）。
•�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〉
〇�阪神・淡路大震災から20年、東日本大震
災から 4年となる年、被災地の復興には
まだ長い時間を有するが、全体的には未
来に向かっての明るい基調でプログラム
をしたい。
〇�クラシックは外国人作曲家が主だが、日
本人作曲家の曲も聴いてみたい。
〇�子供向けのアニメメドレーは必要。最新
のもの（出来る範囲）、ちょっと古いが親
しみのあるもの、親子で楽しめるロング
セラーのものなど、数パターンを提案し
てほしい。
〇 �NHK�Eテレの番組で親子の歌で演奏され
ている曲等。
〇�最近のNHK朝ドラのテーマ曲。
〇�オーケストラと客席の一体感企画では、
マーチングの曲等、動きのあるものを、
手拍子や降りなど一緒にやると盛り上が
るのではないか。
〇 �CM音楽など聞いたことがある曲。個人
的には積水ハウスの曲が気に入っている。

⑶　今度の日程について

•�第 4 回実行委員会までの日程を確認し
た。
第 2回　 2月18日㈬　10：00～12：00
第 3 回　 3月 9日㈪　10：00～12：00
第 4 回　 4月 2日㈭　10：00～12：00

日本生協連、他生協等

3 　日本生協連全国政策討論集会参加報告

［日　　時］� 2015年 1 月13日㈫�13時～
� � 14日㈬�12時
［場　　所］� 都市センターホテル
［出　　席］� 95生協・連合会、 5 団体411人　

府連（惣宇利・中村・小山）
［内　　容］

 〈一日目〉

⑴　日本生協連会長挨拶
� 会長　浅田　克己　氏
⑵　基調報告

「全国生協の2014年度活動まとめと
2015年度方針（一次案）」
日本生協連専務理事　嶋田　裕之　氏

⑶　特別報告「共済分野の2014年度活動まと
め（案）と2015年度事業計画（案）」
� コープ共済連専務理事　荻原多加資　氏
⑷　全体討論
⑸　全体討論のまとめ
� 日本生協連専務理事　嶋田　裕之　氏
 〈二日目〉

⑹　分科会

テーマ パネリスト・報告テーマ

第
１
総合力の
発揮

①�コープこうべ
� 　山口常勤理事
「コープ商品開発＆活動、
ラブコープキャンペーン」
②�コープさっぽろ
� 　中島専務理事
「総合力の発揮～くらしと
生協の結びつきを深め、
生涯利用できる生協へ～」
③�大阪いずみ市民生協
� 　本多常務理事
「総合的な事業展開～協
同組合らしく事業を通じ
て社会的課題の解決をめ
ざす～」

第
２

つながり
のさらな
る強化

ワークショップ形式で進行
ファシリテーター
� 　青木　将幸　氏

第
３

持続な可
能な経営
体質づく
り

①コープみらい　廣田理事
「元気な組合員組織づく
りをどのように進めてい
くか」
②コープしが
� 　白石専務理事
「元気な職員組織づくり
と事業経営強化
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③�コープ東北サンネット事
業連合� 伊藤常務理事
「さらなる連帯の推進と
活動基盤の整理」

〇�2015年賀詞交歓会（日本生協連・コープ共

済連・医療福祉生協連　共催）

［日　　時］� 2015年 1 月13日㈫　18時～19時
［場　　所］� ホテルニューオータニ
［出　　席］� 内閣 7 人、国家議員・政党171

人、官公庁・公益法人等53人大
使館・国際友好団体14人、協同
組合団体等37人、経済関係団体
15人、メディア関係22人、消費
者・労働・友誼団体等58人、医
療・福祉関係27人、研究機関・
学識等 6人、金融・会計・法務
関係57人、取引先・関連会社等
155人、生協関係281人、日本生
協連・コープ共済連・医療福祉
生協連常勤役員等15人

� � 府連（惣宇利・中村・小山）
［内　　容］

⑴　主催者挨拶
� 　　日本生協連会長　　浅田　克己　氏
⑵　来賓挨拶
� 厚生労働大臣　　塩崎　恭久　氏
　　　　　日本協同組合連絡協議会委員長
� 　　萬歳　　章　氏
� （全国農業協同組合中央会会長）
⑶　鏡開き

厚生労働大臣、政党代表、お取引先、
友誼団体

⑷　乾杯
日本生協連虹の会会長
� 　小林　　浩　氏

� （日本ハム株式会社　代表取締役会長）

4 　つながろうCO・OPアクション交流会参加
報告

［日　　時］� 2015年 1 月16日㈮
� 12時30分～19時
� 17日㈯　オプションツアー
［場　　所］� 神戸国際会議場
［出 席 者］� 48生協・連合会、11団体
� � 　計436名
� 府連（惣宇利・中村・小山）
［議事次第］

⑴　阪神・淡路大震災20年のつどい（主催：

コープこうべ）
①　開会宣言
②　黙祷
③　震災体験継承プロジェクトVTR上映、
誓いの言葉　他
④　挨拶とお礼の言葉　
　　　コープこうべ組合長理事
� 　本田　栄一　氏

⑵　つながろうCO・OPアクション交流会
� （共催；コープこうべ、日本生協連）
1）開会挨拶
� 　日本生協連会長　浅田　克己　氏
2）鼎談

「阪神・淡路大震災から20年　東日
本大震災から 4年～みんなでつくる
これからの地域とくらし～」

　　　神戸学院大学　
　　　総合リハビリテーション学部教授
� 　藤井　博志　氏
　　　宮城県生協連顧問・みやぎ生協顧問
� 　斎藤　昭子　氏
　　　コープこうべ　理事長
� 　山口　一史　氏
3）分科会
①　これからの東日本大震災復興支援を
考える
「西宮市社会福祉協議会との協働の
取り組み」� コープこうべ
「これからの東日本大震災復興支援
を考える」� みやぎ生協
「データでみる作り手さん達の状況と
推移」� NPO法人応援のしっぽ

②　災害から見えてきた課題・高齢化へ
の対応
「移動店舗『にこちゃん号』3行レシ
ピとお食事会」� いわて生協
「神戸～岩手大船渡　ニーズの変化
に応じた支援を続ける」
� ろっこう医療生協
「神戸北町　地域包括支援センター
と地域ネットワーク」�コープこうべ

③　地域との共生、協働の取り組みパー
トⅠ～平時のネットワーク～
「商品を通じた復興支援～支援から
共創へ～」� コープこうべ
「協同金融の地域強制社会づくりへ
の挑戦」� 近畿労働金庫
「地域とのつながりから」
� パルシステム連合会
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④　地域との共生、協働の取り組みパー
トⅡ～災害時のネットワーク～
「地域との共生、協働の取り組み～災
害時のネットワーク」

災害ボランティア活動支援
プロジェクト会議

「災害時のネットワークの中で富山
県生協連と会員生協が果たした役
割」� 富山県生協連
「京都府災害ボランティアセンター
と生協のかかわり」� 京都府生協連
「2014年 8 月土砂災害における生協
ひろしまとしての課題」
� 生協ひろしま

⑤　NPOとのネットワークから学ぶ自立
支援と協同組合の価値
「ネットワークによる災害支援」
� 神奈川県生協連
「NPOとのネットワークから学ぶ自
立支援と協同組合の価値」
� CODE海外災害援助市民センター

⑥　体験企画・展示
震災体験継承プロジェクトとのワー
クショップ
ジレンマ場面で学ぶ災害対応カード
ゲーム・クロスロード
展示コーナー・ポスターセッション

3）全体会・分科会報告まとめ
4）閉会あいさつ
　コープこうべ　組合長理事

� 本田　英一　氏
⑶　懇親会・被災地手づくり品や復興商品の
販売
⑷　17日オプションツアー
　　　「阪神・淡路大震災1.17のつどい」
　　　「震災モニュメントウォーク」

会員及び友誼団体等

5 　全大阪消費者団体連絡会報告

　○常任理事会

［日　　時］� 2015年 1 月 8 日㈬　15時～17時
［場　　所］� 消団連　会議室
［出　　席］� 府連（小山）
［概　　要］

⑴　報告事項
　 1）消費者委員会

•�大阪府消費者基本計画案へのパブリッ
クコメントが当初予定より約 1ヶ月遅

れて募集がされた（期間12／10～ 1 ／
8 ）。
•�12／19にパブリックコメント対応学習
会、12／24府担当者との意見交換会を
実施した。
•�府消費者保護審議会に委員を出してい
る 6消費者団体であらためて府議会に
意見を提出する。

　 2）食問題委員会
•� 2 ／24に次期食料・農業・農村基本計
画の学習会を実施する。
•� 2 ／10大阪府食の安全安心推進協議会
が開催される。

　 3）消費税の増税に反対する活動
•� 1 ／27消費税に増税に反対する関西連
絡会代表者会議を開催する。
•� 3 ／13～14全国消費者大会への上京に
合わせて国会要請行動を実施する。

　 4）環境問題委員会
•�大阪府温暖化対策実行計画改定案のパ
ブリックコメントが 1／26〆で募集さ
れている。環境問題委員会で 1／15に
学習会を行う。

⑵　主な協議事項
1） 1月度理事会運営について
•�ミニ学習のテーマを「電力料金問題」
とする。

2）機関紙サイクル編集
3 �）大阪府消費者基本計画案への意見につ
いて
4 �）関西電力の電気料金再値上げへの対応
について

6 　近畿ブロック地方消費者グループフォーラ
ム第 3回実行委員会参加報告

［日　　時］� 2015年 1 月19日㈪　10時～12時
［場　　所］� 日本生協連関西地連　 4階
� 第 2 会議室A
［実行委員］� 消費者庁、消費者ネットしが、

滋賀県生協連、コンシューマー
ズ京都、京都消費者ネット、京
都府生協連、全大阪消団連、な
に消会、消費者支援機構関西、
大阪府生協連、NACS、全相協、
Cキッズ、兵庫県生協連、なら
消費者ねっと、奈良県生協連、
消費者ネットわかやま、滋賀県、
滋賀県消費生活安全センター、
京都府消費生活安全センター
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［概　　要］

⑴　プログラム内容詳細を確認した。
2月 4日㈬　ピアザ淡海
� （滋賀県立県民交流センター）

『広げよう連携の輪～消費者の安全・安心を
地域から～』
11：00～　壁新聞交流会
13：00　　開始

◦開会あいさつ
◦�消費者庁から挨拶・取組報
告

13：20　　��壁新聞発表会・リレー報告
（70分）
◦14団体からの報告

14：30　　移動・休憩（10分）
14：40　　分科会・報告と意見交換
� （75分）
第 1分科会「広げよう連携の輪～見守
り活動は地域で～」
「高齢者・障碍者支援団体との連携
交流」� 成年後見センター・
� リーガルサポート奈良支部

「見守りを通した住民主体のまちづく
り」� 高島市社会福祉協議会
第 2分科会「広げよう連携の輪～消費
者教育の推進～」
「京都府における消費者教育の取組
～大学生の消費者教育を中心に～」

京都府消費生活安全センター
大学生協京滋・奈良ブロック

「製品安全教育とリスクコミュニケ
ーション」

公益社団法人日本消費生活アド
バイザー・コンサルタント・相
談協会（NACS）西日本支部

第 3分科会「広げよう連携の輪～子ど
もの安全・安心の確保～」
「ともに育む　生きる力」
� 生活協同組合コープこうべ
16：00　　全体まとめ
16：30　　終了

⑵　第 4 回は2015年 2 月 4 日㈬�16時40分か
ら開催する。

その他

7 　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15回定例会参加報告

［日　　時］� 2015年 1 月21日㈬
� 13時30分～16時
［場　　所］� 大阪弁護士会館　10階会議室
［参　　加］� 約40名
［概　　要］

⑴　 1／31宮城県避難者交流会への実施協力
について
⑵　次年度以降の公営住宅の期限延長の状況
について
⑶　ホッとネットおおさか参加団体の活動交
流
⑷　当事者団体からの活動・情報報告
⑸　ホットネットおおさか主催の避難者交流
会・相談会の実施の提案
⑹　事務局からの報告
　　※次回　 3月 3日㈫　13：30～
　　　　　　大阪弁護士会館会議室
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　 1月22日㈭、シティプラザ大阪（大阪市中央区）にて、2015年新年講演会を開催しました。同講
演会は従来「政策討論集会」として実施していたものを今回より企画名称を改めて開催しました。
　今回の講演会は、阪神・淡路大震災から20年、東日本大震災から 4年を迎え、二つの大規模
災害の経験を踏まえ、地域社会の一員として生協に求められる期待や、その役割を果たすため
の課題について考えあうことを目的に開催し、21生協、 1団体114名が参加しました。
　講演Ⅰでは、日本生協連の浅田会長を講師に「―阪神・淡路大震災、東日本大震災―大規模
災害における生協の役割を考える」と題してご講演いただき、両災害の被害状況や特徴点、発
災から 1週間の地元生協、日本生協連の主な動き、厚生労働省による「生協の被災地支援活動
調査」による評価、現代社会の構成における生協のポジションと果たす役割、第12次全国生協
中期計画（2013～2015年度）の重点課題等についてお話いただきました。
　講演Ⅱでは、福島県生協連の佐藤専務理事を講師に、「被災地の現状について」と題してご
講演いただき、震災・原発事故からまもなく 4年目を迎える福島の状況、震災直接死者数を上
回った関連死者数、厳しい避難生活を続ける被災者を取り巻く問題、風評被害、子供達への影
響や保護者のストレス、地元生協の支援活動と全国の生協からの支援、福島産品の放射性物質
検査の状況、除染廃棄物問題等について、映像を交えてお話いただきました。
　参加者からは「生協は地域とともに寄り添いながら走る伴走者でありつづけるという言葉が
心に残った」「厚生労働省の調査結果は生協の強みと期待される役割を再認識できた」「生協の
ネットワークのすばらしさを知った」「共助の精神と理念をもって活動することを再確認した」
「阪神・淡路大震災の時のことが思い出された」「孤立化は新しい貧しさであるという表現に胸
がしめつけられた」「福島の現状を聞き、映像を見てあらためて大変さを感じた」「3.11から時
間が止まったままの街の映像を見て心が締め付けられる思いでした」「放射能の危険性をひと
つひとつ解決しながら生きていくと言われたことが印象的だった」「大阪に避難されている人
や福島の子どもたちの支援を続けて行きたい」「福島の痛みをシェアできるのかが大きな課題」
「子供たちが受けたストレスが将来にどう影響するのかと思いながら聞いた」「福島の現状は、
なお重い課題が山積していることに改めて気づかされた」等の感想が寄せられました。

開会挨拶　惣宇利会長理事 114名が参加しました

日本生協連　浅田会長 福島県生協連　佐藤専務理事

2015年 新年講演会を開催しました
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　 1月28日㈬、介護保険制度改定により市町村で実施される新しい地域支援事業について、市

町村の計画や意向についてお聞きし、また生協の事業や活動、生活支援サービスの取り組み等

について知っていただくことを目的に、吹田市との懇談会を実施しました。

　吹田市からは福祉保健部高齢政策課・介護保険課、市民生活部市民相談課から 8名が出席さ

れ、生協からは、コープこうべ大阪北地区活動本部、大阪よどがわ市民生協、生活クラブ生協

大阪、ほくせつ医療生協、大阪府生協連から17名の参加で行われました。

　懇談は、吹田市からのご挨拶の後、各参加生協から事業・組織の概要について説明を行いま

した。吹田市からは第 6期吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）の抜粋資料を

用いて、「要支援者等の多様な生活支援サービスに対応するため、平成29年 4 月までに、予防

給付のうち訪問介護及び通所介護を新たな介護予防・日常生活支援総合事業へ移行する」「平

成30年 4 月までに生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置を行う。生活支援

コーディネーターの配置に合わせ生活支援サービスの担い手が、定期的な情報共有及び連携・

協働を行うための協議体の設置を行う」等の説明がありました。

　意見交換では、吹田市から生協の助け合いの会やワーカーズ・コレクティブによる生活支援

サービス、サロンやたまり場の運営や現状の課題等について、関心を持たれ多くの質問が出さ

れました

介護保険制度改定
新しい地域支援事業に関わる吹田市との懇談

皆で体を動かし、リラックス 生協のことを知っていただく機会となりました。
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　前回の吹田市に続き、 2月10日㈫に介護保険制度改定により市町村で実施される新しい地域

支援事業について、市町村の計画や意向についてお聞きし、また生協の事業や活動、生活支援

サービスの取り組み等について知っていただくことを目的に、豊中市との懇談会を実施しまし

た。

　豊中市からは、健康福祉部いきいきセンターからセンター長をはじめ、高齢者支援課、高齢

施策課から 5名が出席され、生協からは、コープこうべ大阪北地区活動本部、大阪よどがわ市

民生協、生活クラブ生協大阪、グリーンコープ大阪、ほくせつ医療生協、日本生協連関西地連、

大阪府生協連から13名の参加で行われました。

　懇談は、豊中市、大阪府生協連のそれぞれからの挨拶の後、各参加生協から事業・組織の概

要、現在行っている生活支援サービス等について説明を行いました。続いて豊中市から、第 1

号被保険者数の実績と推計結果、第 1号被保険者の要支援・要介護認定者数の推移と推計、高

齢化率及び認定率の分布、地域包括支援センター設置状況、市民アンケート・関係機関ヒヤリ

ング等の結果概要、豊中市の目指す地域包括ケアシステムの姿や介護予防・日常生活支援総合

事業のイメージと以降スケジュール等についてご説明いただきました。

　その後の意見交換では、豊中市から生協の助け合い活動、夕食宅配事業、移動店舗事業に関

して多くの質問が出されました。

介護保険制度改定
新しい地域支援事業に関わる豊中市との懇談

参加生協から組織・事業・活動の紹介 豊中市から現状や取り組みの紹介
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　 2月18日㈬、大阪府の「平成26年度大阪府消費生活協同組合優良役職員知事表彰」の授与式

が、大阪府庁咲洲庁舎にて実施されました。

　今年度は、会員生協からは以下の 4名が授賞されました。

　各受賞者の功績に敬意を表しますとともに、皆様のますますのご活躍をお祈り申し上げます。

【知事表彰】

北大阪医療生協　　　　迫田　　聡さん

北大阪医療生協　　　　篠原　美惠さん

大阪いずみ市民生協　　大西　栄二さん

大阪いずみ市民生協　　西浦　博晴さん

後列左より　惣宇利会長理事、藤井課長（大阪府）　
前列左より　迫田さん、篠原さん、大江部長（大阪府）、大西さん、西浦さん、
　　　　　　府連会員外の受賞者の方

平成26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が開催されました
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受賞に至る功績および本人コメント

【受賞に至る功績】

　昭和63年 2 月16日より、十三病院放射線科に勤務以来、診療放射線技師

として、医療機器安全委員として、医療技術の向上、医療機器の安全安心

に努め、たえず患者の立場に立って、治療のサポートをし、病気の早期発

見、治療に尽力し、平成 9年 4月 1日より放射線科主任として、平成19年

7 月16日より放射線科の部長として重責を果たしており、部下の信頼も篤

く、生協の発展に寄与してきた功績は大なるものがあります。

【ご本人からのコメント】

　この度は、名誉ある賞を頂き誠に有難うございます。

　気がつけば勤続27年、職場の中でも古い方になり、歳月の重みを感じます。これまで続けて

これたのも私個人の力ではなく、入職時よりの良き先輩、同僚をはじめ温かな病院職員の皆様

に支えられてだと思います。

　自分一人のできる事は微々たるものですが、これからも技師として患者様と真しに向きあい、

日々の業務の更なる向上に努力していきたいと思います。この度は本当に有難うございました。

�

【受賞に至る功績】

　昭和59年 4 月 2 日より、照葉の里箕面病院に勤務しながら、淀川看護学

校に通学し、准看護師免許を取得、引き続き高等看護学校に進学し、正看

護師免許を取得、看護技術をいかし、たえず患者の立場にたって、献身的

に看護にあたり、平成21年 1 月 5 日より、病棟師長に就任し、責任感強く、

温厚な人柄で、統率力もあり、部下の範として活躍しております。また地

域班の活動にも積極的に参加し、生協の発展に寄与しています。

【ご本人からのコメント】

　このたびは優良役職員知事賞を頂き、誠にありがとうございます。

　受賞の知らせを聞いた時は私のような人間がこのような賞を頂いて良いのかととても戸惑い

ましたが、家族や同僚からの祝福で、やっと実感出来るようになりました。

　私が看護師として30年間箕面病院に務めることが出来たのも、ひとえに家族の理解と協力、

また職場の皆さんのおかげです。

　これからも地域医療に貢献できるよう精一杯看護師としての職務に励んで参ります。

　ありがとうございました。

北大阪医療生協

迫田　　聡さん

北大阪医療生協

篠原　美惠さん
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【受賞に至る功績】

　1981年 3 月24日入協後、各支所にてキャリアを積み、班担当主任を務め

る。1990年 6 月より店舗運営部、商品部で商務及びリーダーを務め、2008

年 1 月よりコープきんきに出向。商品部生鮮グループマネージャー補佐と

して活躍する。

【ご本人からのコメント】

　この度は、優良役職員知事表彰を頂き誇りに思います。ありがとうございます。

　1981年入協し、1988年から、27年間畜産にかかわる仕事を継続してさせていただいたことに

感謝いたします。店舗にかかわることで、地域に根差した活動から、商品を中心に小売業態と

の競争など、めまぐるしい経済変化の中、切磋琢磨しながら多くの人に助けられ、現在に至っ

ています。　

　2007年からはコープきんき事業連合に出向となり、さらに多くのことを勉強させていただき

ました。これからは、今までの知識を今後の世代の方たちに伝えていくことを任務として努力

いたします。

�

【受賞に至る功績】

　1983年 4 月 1 日に入協後、三国ヶ丘支所で班担当として経験を重ね、

1985年 8 月より、店舗運営部、店舗商品部、店センター、店長を経て、

2009年から店舗事業部移動販売車事業担当に着任。移動販売事業の立ち上

げに大きく貢献し、現在新店支援・移動販売事業に携わり、店舗支援グル

ープスタッフとして活躍する。

【ご本人からのコメント】

　この度は優良役職員知事表彰をいただき、誠にありがとうございました。

　1983年の入協以来、上司・先輩・同僚・後輩の皆様、そして多くの生協組合員の皆様と出会

い、多くのことを学ばせていただきました。たくさんの方に支えていただき、それにより今の

自分が成り立ち、今の仕事が出来ているのだと感謝しています。

　仕事を通じて、人から喜ばれることはかけがえのないやりがいです。「ありがとう、助かるわ。」

と感謝されると、さらにエネルギーが湧いてきます。この情熱を退職日までもち続けたいと思

っています。

　今後も、人のつながりを大切にして仕事に打ち込んでいきたいと思います。

大阪いずみ市民生協

西浦　博晴さん

大阪いずみ市民生協

大西　栄二さん
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　 2月19日㈭に、ドーンセンターにて「災害対策研修会」を開催しました。同研修会は2008年

度から実施していた大規模災害図上演習について企画内容を見直し今年度より実施いたしまし

た。当日は、11会員生協及び、コープきんき事業連合、日本生協連などから49名が参加しまし

た。また、ならコープと大阪府から 3名が見学に来られました。

　午前中は、大阪府危機管理室防災企画課主査の上田様から「南海トラフ巨大地震の被害想定

と大阪府の防災対策について」と、京都府災害ボランティアセンター副代表の高桑様から「京

都府災害ボランティアセンターの取組」について講演いただきました。上田様からは南海トラ

フ巨大地震における被害想定と、現在取りまとめを行っている来年度からの10カ年計画「新・

地震防災アクションプラン（たたき台）」についてお話いただきました。高桑様からは全国で

も珍しい常設型の京都府災害ボランティアセンターの組織と活動について、災害ボランティア

というネットワークについて感じること、これから組織として災害ボランティア活動に取り組

むにあたって思うこと、生協に期待する役割についてお話いただきました。

　午後は、災害対策研究会代表の宮本様・釜石様の進行により、「都市直下型地震・南海トラ

フ地震に備える」と題して、「家庭と地域の防災対策」「従業員・組合員の防災対策」「地震の

規模と被害規模」「広域被害」「主要施設の被害と予防」「主要施設での対応」「南海トラフ地震

での対応」についてミニワークを交えながら講義いただきました。

災害対策研究会を開催しました
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お知らせ

平平和和学学習習会会  

～～『『核核兵兵器器ののなないい世世界界』』ををめめざざししてて～～  
－2015 年 NPT 再検討会議生協代表派遣者の紹介－ 
日 時 ４月１２日（日）  

１３：３０～１６：００（開場１３：００） 

場 所 大阪歴史博物館４階講堂 
（大阪市中央区大手前４丁目 1番３２号） 

定  員  ２５０人 
参 加 費  無料 
開催要領   

１３：００ ◇開場    
１３：３０ ◇開会    

◇主催者挨拶 
１３：３５ ◇お話「NPT 再検討会議の意義」    

広島県生協連  専務理事  高田 公喜さん 
１４：３５ ◇被爆体験談            高木 静子さん 
１５：３０ ◇NPT 再検討会議への大阪の生協からの参加者紹介 
１６：００ ◇終了（予定） 
＜会場地図＞  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」駅 
②号および⑨号出口から徒歩すぐ 

大阪府生活協同組合連合会 
お問い合わせ 06-6762-7220 

2010年のＮＧＯ共同行動 
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～男女共同参画～の言葉から感じること

　コープ自然派ピュア大阪の組合員理事をさせて頂いてまだ 2
年目。ジェンダー？とは？のまま、ジェンダーフォーラム協議
会に初めて参加させて頂いた時の印象がとても強かったです。
なぜかというと私は専業主婦だからです。
　勿論、専業主婦は立派な役割を果たしていると考えてますし、
個人的には家にいて子育てをする事も家事を担うのも選んだ仕事だと思っています。いえいま
した。
　これは年代でも違うと思うのですが、家のことはやって当たり前という前提の主婦だったか
らです。役割の分担からいうと稼ぎ手とは違う。でしょうか。。。
　表現がとてもしづらいですが、男女の役割が分担されてて当たり前だと感じていたのだと思
います。まして主婦が専業となると自ずから主張することに抵抗があったかとも思います。そ
んな私が男女共同参画に意見をすることは、正直戸惑いがありました。
　しかしながらジェンダー協議会ではきちんと働き手として意見を述べていい場であることが
分かりました。会社員であれ、自営であれ、主婦（主夫）であれ各々の働く場に出てくる問題
にこんなに真剣に討議され、またその奥に見える雇用、子育て、社会背景に至るまで生活する
上でとても大切な事に直面したかのようでした。
　私は主人の母と二世帯同居で助けてもらえる事も多いですし、近隣にも子どもをお願いでき
ました。まして手があいていればいつでも動ける状態でしたので私自身も近所の助っ人もでき
ましたし、自営業の主人にもある程度は融通がききました。
　とはいえ、専業主婦だから抱えていたことも沢山あり、社会での役割とは？からファミリー
サポートを数年前からさせて頂くことにより、働く女性の子育て、また男性の子育てへの関わ
り、その背景、現代社会の問題などあることをより身近に感じることが多くなりました。
　また我が子やその友達を通じて教えてもらったことですが、子どもの成長は環境や社会に左
右されますが、その先には男女間の働き方の違い、雇用、周りの取り組みなどがとても根深く
関係していることに気づかせて頂きました。子ども（自分のだけではなく）は何よりもの宝で
あると思っていますので、この協議会の中で小さな自分の意見、想い、感じ方が男女共同参画
のなにかに繋がり、社会の一人として役に立てることがあるとしたなら貴重な経験と場をいた
だいていると思います。
　どの立場からの目線も必要で意見や学習だけでは答えのでないことかも知れませんが大切な
場であるかと思います。
　老若男女問わず、一人一人の課題かと感じます。重なり合うところに目と心をおいてそれぞ
れの価値観の違いはありますが幸せな生き方に繋がればと願います。
　今後とも宜しくお願いいたします。

コープ自然派ピュア大阪
組合員理事　井上眞由美私が思う男女共同参画
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ス ケ ジ ュ ー ル

3 月

3 日	 近畿農政局との意見交換会

3日	 経済産業省「関西電力値上げに関わる公聴会」

5日	 ジェンダーフォーラム協議会学習講演会

8日	 コヨット！ in おおさか2015春参加者説明会

9日	 第 3 回文楽・コンサート実行委員会

16日	 第 1 回生協大会実行委員会

17日	 学習会「消費者裁判手続特例法ってなあに？！」

19日	 第 6 回理事会

21日	 近畿地区生協府県連協議会

24日	 介護保険制度改定関わる大阪市との懇談会

25日	 温暖化防止ネットワーク関西世話人会

26日	 福島県里帰りバス（大阪→福島）

27日	 コヨット！ in おおさか2015春（～30）

31日	 福島県里帰りバス（福島→大阪）

4 月

2 日	 第 4 回文楽・コンサート実行委員会

12日	 平和学習会『核兵器のない世界』をめざして

24日	 第 4 回組織活動委員会

24日	 NPT再検討会議日本生協連代表団出発

5 月

1 日	 NPT再検討会議日本生協連代表団帰国

14日	 第 7 回理事会


