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大阪府生協連　2015年度第 6回理事会開催報告

○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2016年 5 月12日㈭
� 15時05分～16時45分
Ⅱ．場　　所� 大阪府社会福祉会館
� 4 階403
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、木田、安本（15時

15分　審議事項 1より出席）
（理 事）� 青松、入船、大内、奥、清水、

武田、間、洞井、前川、松本、
森本晃、矢田部

（監 事）� 松岡特定、吉川
以上、理事総数25名中20名出席、監事総数 3名
中 2名出席
（欠 席 理 事）� 中谷常任、羽多野常任、森本玄

常任、勝山、西村
（欠 席 監 事）� 岡田

Ⅳ．議　　長� 惣宇利会長理事
Ⅴ．議事の経過と要領との結果

　15時05分、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55回通常総会の件

　中村専務理事及び小山事務局長より、第55回通常
総会に関して「2015年度決算について」「2016年度予
算・役員報酬総額について」「役員選任の件につい
て」「役員退任慰労金支給の件について」「総会運営
について」提案がされた。
　また、松岡特定監事より、2015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通知がされ
た。
　討議の結果、第55回通常総会の件について、提案
どおり全員異議なく承認された。
　なお、安本常任理事・柴橋副会長理事・藤井副会
長理事より「2016年度予算での役員退任慰労金の取
扱いについて」、青松理事・間理事・柴橋副会長理事
より「議案の提案者について」意見が出された。

2 　社会福祉問題研修会開催企画の件

　小山事務局長より、社会福祉問題研修会の開催企
画について、提案がされた。
　討議の結果、提案どおり全員異議なく承認された。

3 　理事・監事研修会開催企画の件

　小山事務局長より、理事・監事研修会の開催企画
について、提案がされた。
　討議の結果、提案どおり、全員異議なく承認され
た。
　なお、間理事より、「生協合併に関わる研修会の実
施について」意見が出された。

5 　日本生協連第65回通常総会代議員選出の件

　中村専務理事より、日本生協連第66回通常総会の
代議員の選出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。
　代議員（ 1名）　会長理事　惣宇利紀男

6 　消費者支援機構関西2016年度総会代議員選
出の件

　中村専務理事より、消費者支援機構関西2016年度
総会の代議員の選出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。
　代議員（ 1名）　専務理事　中村　夏美

○報○告○事○項
大阪府生協連

1 　東日本大震災支援企画開催報告

⑴　里帰りバス

［日　　程］� 往路　2016年 3 月18日㈮～
� � � � �19日㈯
� 　　　復路　 3月21日㈪～22日㈫
［参　　加］� 近畿圏内で避難生活をされてい

る方　10世帯19名
� 　　　ボランティア 6名、事務局 2名
［参 加 費］� 無料
［内　　容］

3 ／18㈮
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21：30　大阪府社会福祉会館出発
3／19㈯
4 ：45　東京駅着
7：40　福島・いわき駅着
9：35　福島・郡山駅着
12：10　宮城・仙台駅着
※以降、 3／21の午後までボランティアと事
務局での活動
　南三陸町を宮城県漁協の遠藤さんの案内で
見学
3／20㈰
•�宮城県石巻市大橋地区仮設住宅で、たこ焼
き、バルーンアート、手芸教室、ゲーム大
会による交流
•�女川町の見学
3／21㈪
•�名取市閑上地区の見学
14：50　仙台駅出発
17：10　いわき駅出発
18：45　郡山駅出発
21：30　東京駅出発
3／22㈫
5 ：00　大阪駅到着

⑵　福島の子ども保養プロジェクト「コヨット！

inおおさか2016春」

［日　　程］� 2016年 3 月27日㈰～31日㈭
［参　　加］� 福島県在住の小学生20名
〈性別・学年別〉
女子10名（ 4年 3名、 5年 7名）
男子10名（ 4年 3名、5年 2名、6年 5名）
学生スタッフ12名（大教大 5名、近畿大学
3 名、関学 2 名、 4 月から新大学生の 2
名）、たこ焼きスタッフ 3名（パルコープ）、
事務局 2名

［参 加 費］� 10,000円
［内　　容］

3 ／27㈰
夜　福島県郡山市出発（大型バス 1台）
3／28㈪
午前　滋賀県・コクヨのノート工場の見学
午後　学生スタッフと合流し、大阪万博記�
　　　念公園でレクレーション大会
宿泊　ホテル「アイ・アイ・ランド」（四条
　　　畷市）
3／29㈫
午前　大阪ガス・ハグミュージアム見学
お昼　ハグミュージアムでたこ焼きパーテ
　　　ィ
午後　電車で移動、海遊館見学

宿泊　新大阪ユースホステル
3／30㈬
朝　　電車でUSJへ
終日　USJ
夜　　新日鐵住金製鋼所で夕食と入浴

協力：日鉄住金大阪生協
大阪発
3／31㈭
朝　　福島県郡山市到着・解散

⑶　東日本大震災被災地支援交流会

［日　　時］� 2016年 4 月23日㈯
� 10時30分～13時30分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館
� 4 階403
［参 加 者］� 39名
� 府連（惣宇利・中村・小山）　
［開催概要］�
⑴　お話①「震災の体験を伝え継ぐ」

　やまもと語りべの会　渡邉　修次さん
⑵　お話②「南三陸町の現状等について」

　宮城県漁協志津川支所
　かき部会長　行場　博文さん

⑶　お話を聞いての質問・交流
⑷　被災地産品・支援グッズ等の販売

2 　委員会開催報告

⑴　第 4回文楽・コンサート実行委員会

［日　　時］� 2016年 4 月 6 日㈬
� 10時～10時50分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館
� 4 階406
［出　　席］� 問田（いずみ）、京嶋（エスコー

プ）、中村（パルコープ）、松山
（生活クラブ）、羽村・橋本（か
わち野）、岡田（全労済）、青松・
小山（府連）　以上 9名

［議事概要］�
【夏休み文楽鑑賞のつどい】
•�演目について文楽劇場からの公表が遅れ
ているが、新たな情報として、まず、短
めの演目（旧作）を上演し、その後、解
説「ぶんらくったなあに」を行ってから
休憩、再開後の新版「西遊記」を行う予
定となっていることが報告された。
•�チラシについて、今後、演目の確定、広
報用の画像及びイラストの確定を受け作
成を進めていく。校正については事務局
に一任することが確認された。
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【夏休みファミリーコンサート】
•�チラシのデザインについて、前回委員会
での協議を踏まえ、校正された 2 案と、
カラー 3色を比較検討した結果、色は赤
色とし、以下の修正を加えることが確認
された。なお、曲紹介やプルフィール等
は、センチュリーに校正により変更され
る場合がある旨確認した。
＊�表面：演奏曲のタイトル（白抜き文字）
は太字にするなど目立たせる。第 2部
「クラシックの名曲②」は「みんなで歌
おう！」の下にする。
＊�裏面：背景の虹のイメージは表面にあ
わせてギザギザをまっすぐの線にする。
指揮者プロフィールの最終行、“府連フ
ァミリーコンサート”を“大阪府生協
連「夏休みファミリーコンサート」”と
変更する。ロングラン・アニメ特集の
曲紹介の 2行目の「！」マークを「。」
に、4行目の「。」を「！」マークにす
る。みんなで歌おうの文章の「槙原」
を「槇原」にする。

•�花束贈呈担当生協については、次回委員
会（ 7／ 6）で確認することとした。

⑵　第 2回生協大会実行委員会

［日　　時］� 2016年 4 月13日㈬
� 10時～11時35分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館
� 4 階406
［出 席 者］� 安嶋（いずみ）、近藤（よどが

わ）、原口（かわち野）、矢田部・
� 中村・小山（府連）　以上 6名
［議事概要］

⑴　昼食の対応について協議した。
•�2015年度企画同様に昼食は用意せず、展
示会場での試食・試供品等の配布をもっ
て対応する。試食・試供品の発注に係る
経費は府連に請求いただく。
•�また、各生協の「お昼を越える会議や行
事等で、お弁当を用意しない時の食事代
相当の支給ルール」等に則して、各生協
において参加者に食事代を支給された場
合、支給合計金額を府連に請求いただく。
ルールを設けていない生協については、
現行ルールを定めている生協の事例を勘
案し、一人600円を上限とする範囲に限っ
て支給された場合、支給合計金額を府連
に請求いただく。
•�各試食の数量は統一するように調整する。

また内容が重複しないよう事前に調整を
行う。

⑵　子どもの一時預かりについて以下確認し
た。
•�子どもの一時預かりスペースを設ける。
スタッフの派遣はいずみ市民生協に要請
する。スタッフ人件費は府連負担とする。

⑶　テーマと企画概要について協議した。
•�テーマと企画概要について、各委員より
意見が出された。協議の結果、テーマは
「地域とのつながり」とし、地域とのつな
がりの大切さや生協への期待等について
講演いただき、その後、会員生協の事例
報告を 3本程度行うこととした。
•�講演者については、上野千鶴子さん、上
野谷加代子さん、堀田力さん、牧里毎治
さんを候補に依頼することが確認された。
会員報告は次回協議することとした。
•�また講演や活動報告への質疑応答等の意
見交流のあり方について、 1階パフォー
マンススペースの運営方法に関して継続
して協議することとした。

⑷　次回委員会開催日について
•�次回第 3回委員会について、 7月 7日㈭
の午前中としていたが、当日の午後 2時
～ 4時もしくは近隣の日程であらためて
調整の上、決定することとした。

⑶　第 4回組織活動委員会

［日　　時］� 2016年 4 月21日㈭
� 14時～16時30分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館
� 4 階406
［出 席 者］� 浦田・野村（いずみ）、楠（よど

がわ）、足立（パルコープ）、� �
中村（自然派）、木村（きづが
わ）、辻（全労済）、奥・清水・
武田・中村・小山（府連）� �
� 　以上12名

［議事概要］

⑴　熊本県地震の被害状況、地元生協の状況
及び全国の生協からの支援活動等、各生協
の取り組み状況について報告・交流がされ
た。
⑵　大阪府生協連のこの間の特徴的な取り組
みについて報告がされた。
⑶　2016年度の組織活動委員会の活動につい
て協議し、以下の方向性を確認した。
•�食育をテーマとした取り組みをすすめる。
地域・医療・大学の各分野別生協の食・
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食育活動を学び交流する企画を検討する。
地域生協では、いずみ市民生協のコープ
ラボ　たべる＊たいせつミュージアムの
見学会、医療生協では、すこしお生活の
活動について、大学生協では大学生の食
をめぐる状況等を学ぶことを検討し、ま
ず 7月の第 1回委員会で、すこしお生活
活動について学習する。
•�各生協の組合員活動の更なる推進に寄与
することを目的に、人と人との支えあい
や地域でのつながりの大切を学ぶことを
テーマに、ボランティア全般の基礎的学
習、コミュニケーション能力を高めるこ
とを学べる企画等を検討する。

日本生協連、他生協等

3 　日本生協連・コープ共済連近畿地区総会議
案検討会議参加報告

［日　　時］� 2016年 4 月 7 日㈭
� 13時～17時
［場　　所］� 新大阪江坂東急REIホテル
� 3 階ウッドルーム
［出 席 者］� 22生協・連合会、コープ共済連、

日本生協連　計71名
［内　　容］

⑴　開会・議長選出　関西地連事務局長
� � 　　　小林紀久子
　　議長京都生協　副理事長　　川村　幸子
⑵　日本生協連挨拶　会長　　　浅田　克己
⑶　議案提案　日本生協連統括専務理事
� � 　　　嶋田　裕之

同専務理事� 　　　和田　寿昭
コープ共済連専務理事� 　　�荻原多加資

⑷　議案論議　発言11本
⑸　閉会挨拶　コープ共済連理事長
� � 　　　佐藤　利明
⑹　議長退任・閉会

4 　関西地連第 5回運営委員会参加報告

［日　　時］� 2016年 4 月 7 日㈭
� 10時～12時
［場　　所］� 新大阪江坂東急REIホテル
� 3 階「ウッドルーム」
［出　　席］� 運営委員32名、
� 日本生協連・理事監事13名

［議　　題］

■理事会報告事項

《全体概況報告》

1 ．日本生協連2016年 2 月度概況報告
《コープ共済連関連》

2 ．コープ共済連2016年事業進捗状況（ 2月度）
《運営・組織関連》

3 ．一般活動報告（その他）
4．エネルギー政策に関わるこの間の意見提出
と結果の概要について
5．「わが家の電気・ガス料金しらべ」調査につ
いて�
6 ．2015年度全国生協監事懇談会開催報告
7．第 4回監事監査実態調査報告書について
8．2016年秋のテレビCMの制作について
9．第 1回消費税増税対策事業交流会で出され
たご意見について
10．平成28年輸入食品監視指導計画（案）への
意見提出について
11．2020環境政策の到達点と達成に向けた後半
期の課題と方針
12．生協による被災地支援活動について（ 1～
2月）

《事業関連》

13．「CO・OP商品政策（2016年度版）」の改定
について
14．新「お申し出管理システム」クイックプロ
Ⅱの展開について
15．食品表示自主基準の改定について
16．㈱ダイコーによる廃棄商品の不正転売問題
を受けての再発防止策について

《管理関連》

17．執行役員の選任について
18．㈱地球クラブへの債務保証（差入保証先の
追加）について
19．㈱地球クラブへのコープ東北の出資につい
て
20．「内部統制システム構築に関する基本方針」
改定について
21．2015年度日本生協連の対外・渉外関係の状
況報告について
22． 3 月21日付組織変更と幹部人事について
　■関西地連

1 ．組織整備事項報告
2．2015年度関西地連主要活動日誌報告
3．2015年度第 4回関西地連運営委員会（ 1／
28）報告
4．会議・学習会等の開催報告
5．関西地連供給速報（2016年 2 月度）
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6 ．東海支所および関西第 1支所、第 2支所の
供給実績（2016年 3 月度）
7．関西地連2016年度会議等の開催日程
8．2016年度の事務局体制
【協議事項】

1 ．運営委員会のもとに設置した委員会の2016
年度委員等の推薦について
2．関西地連2015年度まとめと2016年度重点課
題（案）について
※関連報告：各委員会等の2015年度まとめと
　2016年度計画について　

会員及び友誼団体等

5 　医療生協健康チャレンジ実行委員会報告

〇第 1回

［日　　時］� 2016年 3 月24日㈭
� 13時～15時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館
� 5 階506
［出　　席］� きづがわ、かわち野、北野田、

けいはん、ヘルス、大東四條畷、
なにわ、阪南、福島、南大阪、
よどがわ保健、府連

［概　　要］� 別紙参照
〇第 2回

［日　　時］� 2016年 4 月22日㈮
� 13時～15時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館
� 5 階506
［出　　席］� きづがわ、かわち野、けいはん、

ヘルス、大東四条畷、なにわ、
福島、ほくせつ、よどがわ保健、
府連

［概　　要］� 別紙参照

6 　消費者支援機構関西（KC’s）報告

〇KC’sの事例から学ぼう　広告表示、勧誘や契約

　時の落とし穴セミナー

［日　　時］� 2016年 3 月18日㈫
� 10時30分～12時45分
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館
� 5 階503
［共　　催］� KC’s、全大阪消団連、なにわの

消費者団体連絡会、大阪府生協
連

［出　　席］� 57名　
［内　　容］

　このセミナーは、「適格消費者団体」や「消

費者団体訴訟制度」について理解を深めると
ともに、幅広い世代の消費者被害の「差し止
め訴訟」など過去の事例から学ぶセミナーで
した。
⑴　開会・挨拶
　大阪府生活協同組合連合会　会長

� 　　惣宇利　紀男
⑵　コント「健康食品広告」
⑶　寸劇「貸衣装解約金」
⑷　寸劇「専門学校学納金返還」　
　ちゃうかちゃわん（大阪大学演劇サークル）
⑸　コント、寸劇の解説
　弁護士・KC’s検討委員会委員長
� � 　　　　五條　操
　各事例の問題点、勧誘時や契約時の落とし
穴について解説し、併せて適格消費者団体で
あるKC’sの差止活動について紹介しました。
さらに、今年10月から施行される消費者裁判
手続特例法についても専門学校のコントをも
とに解説しました。
⑹　○×クイズ　事例解説
⑺　大阪府内の被害状況等報告
　大阪府消費生活センター所長

��増井　健人氏（当時）
⑻　まとめ・閉会挨拶
　消費者支援機構関西（KC’s）理事長

　　　　榎　　彰徳
〇 3月度理事会

［日　　時］� 2016年 3 月23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14／15名、監事 1 ／ 2 名、

検討委員会・事務局等 4名
［概　　要］

⑴　KC’s受付情報対応 ;情報内容を確認した
⑵　インターネット宿泊サイト；「再申し入
れ」を、執行することを確認した。
⑶　不当表示；①S社に対して「再申入れ兼
再要請」を執行することを確認した。②Z
社に対して「再お問い合わせ」を一部文章
を追加して執行することを確認した。
⑷　コインパーキング；「回答書」を、一部文
言修正し、執行することを確認した。
⑸　特定適格消費者団体認定申請にむけて、
定款変更案議論し、修正をメール決裁し、
臨時総会で確認することを決定した。

〇臨時総会

［日　　時］� 2016年 4 月26日㈬
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� 17時～17時30分
［場　　所］� 日本生協連関西地連
� 4 階・会議室
［出　　席］� 当日出席19票、書面議決63票、

委任状18票　
［概　　要］

1 号議案　定款変更の件
本総会は、表決権総数105票で 1 ／ 2 以上で
成立。
定款変更は第54条で出席した正会員の有する
表決権の 2／ 3
　以上の賛成により採択された。

〇 4月度理事会

［日　　時］� 2016年 4 月26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14／15名、監事 2 ／ 2 名、

検討委員会・事務局等 6名
［概　　要］

⑴　KC’s受付情報対応 ;情報内容を確認した
⑵　結婚相談所；「申入れ（その 4）兼お問い
合せ（その 4）」を、執行することを確認し
た。
⑶　遠隔操作プロバイダ；①D社に対して
「通知書」を執行することを確認し、回答を
待って消費者への啓発文書をだすことを確
認した。②F社に対して「再々要請兼お問
い合わせ（その 4）」一部文章を修正して執
行することを確認した。
⑷　家賃遅延損害金；「ご連絡（お問合せ活動
終了通知）案」を、一部文言修正し、執行
することを確認した。
⑸　生命保険、独立行政法人郵便貯金・簡易
生命保険管理機構に対する「お問い合わせ」
及び、損害保険会社と国税庁に対する「ア
ンケート」案を執行することを確認した。
⑹　検討グループの担当検討委員について
⑺　「お問い合わせ」「申入れ」「差止請求裁
判」における活動方針・情報公開ルールの
変更について
⑻　2015年度事業報告、2016年度事業計画の
原案、通常総会について

7 　なにわの消費者団体連絡会報告

○ 4月度幹事会

［日　　時］� 2016年 4 月20日㈬
� 15時～16時45分
［場　　所］� KC’s事務所内会議室

［出　　席］� 7 団体
［議　　題］

⑴　平成28年度～29年度　事務局体制の件
⑵　平成27年度収支決算案の件
⑶　平成28年度予算案の件
⑷　雪印メグミルク（株）「ヨーグルト（乳酸
菌）の機能とその表示について」学習会
　振り返り
⑸　その他報告

8 　全大阪消費者団体連絡会報告

○常任理事会

［日　　時］� 2016年 4 月 1 日㈮
� 15時～17時30分
［場　　所］� 消団連　会議室
［出　　席］� 7 団体 8名　
［概　　要］

⑴　報告事項
　 1）消費者の権利を確立する運動
•�府内自治体消費者行政調査のまとめか
ら、高齢者被害防止、消費者市民社会の
形成をテーマに取り組みを検討する。
•�消費者庁等の徳島県移転問題では、56消
費者団体、37弁護士会、 3司法書士会か
ら反対の意見書が出された。（ 3 ／16現
在）

　 2）消費税の増税に反対する活動
•� 3 ／11　国会要請行動を行った。社民党
の吉田党首、日本共産党の大門参議院議
員に紹介議員になっていただき、街頭行
動で集めた増税反対の署名を提出した。

　 3）全国消費者大会
•� 3 ／11-12　第54回全国消費者大会が開
催され489名参加。「民主主義をあきらめ
ない！消費者の対話、選択、行動で一歩
前へ」をテーマに全大会と、「消費者市民
社会」「気候変動パリ協定と電力自由化」
「TPP」「社会保障」「東日本大震災と被災
地」をテーマとした分科会が行われた。

⑵　主な協議事項
　 1）総会議案について
　 2）機関紙の編集・拡大等について
　 3）全国消団連の総会議案に対する意見に
　　ついて
　 4）第24期CASA地球環境大学の共催につ
　　いて
　 5）年金者組合からの申入れの対応につい
　　て

［日　　時］� 2016年 5 月10日㈫
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� 15時～17時00分
［場　　所］� 消団連　会議室
［出　　席］� 6 団体 7名　
［概　　要］

⑴　報告事項
　 1）消費者の権利を確立する運動
•�2016年度の活動について、高齢者の消費
者被害防止をテーマに地域の福祉関係者
と被害防止の取り組み等について調査し
提言をまとめ。見守り活動の現状調査を
実施する。

　 2）食の安全を守り食料主権を確立する活
動
•�2016年度の活動について、「消費者庁、消
費者委員会での食品表示規制、広告等の
あり方の検討の進捗に即して学習や意見
発信」「TPPを前提とした制度や国内措
置の変更等の進捗に即して学習や意見発
信」「遺伝子操作による食品開発とその状
況について学習」とした。

　 3）消費税の増税に反対する活動
•� 5 ／31に「学習会「考えよう！消費税10
％～ホントに公正？このまま実施でいい
の？～」を開催する。
•�10％増税中止を求める団体署名は920団
体（ 5／10現在）。5／16の週に記者発表
を予定。

　 4）環境にかかわる問題
•�2016年度の活動について「電力・ガス自
由化に関して、各社の電源構成、エネル
ギー選択、再エネ選択の為に必要な施策、
家計負担などの調査・学習を計画する。
•�自治体施策へは、温暖化問題で住民が参
画できる取り組みの調査と要望。水銀廃
棄物の適正処理の要望を検討。

⑵　主な協議事項
　 1）総会議案について
　 2）機関紙の編集・拡大等について
　 3） 5月度理事会運営について
　 4）2015年度決算
　 5）意見募集への対応について
•�健康食品に関する景品表示法及び健康増
進法上の留意事項について
•�第三期消費者基本計画の2016年度行程表
改定素案について

　 6）大阪自治体問題研究所の理事再任につ
いて

9 　大阪省エネラベルキャンペーン実行委員会
報告

［日　　時］� 2016年 4 月19日㈫
� 10時30分～11時30分
［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　2015年冬のキャンペーンで実施した「消
費者意識調査ハガキアンケート」の結果に
関して、家電量販店 4社の協力による製品
購買者へのハガキを配布し、17枚の返却が
あった。ラベル認知度は60％。またKデン
キでは、実行委員会作成のチラシと冊子を
購入者に配布いただき、チラシと冊子の使
い具合と購入者の反応について、Kデンキ
担当者にアンケート調査をし、概ね好評だ
った。
⑵　2015年度の会計報告がされた。
⑶　2016年度のすすめ方について協議し、夏
のキャンペーンについては、ラベルの店頭
張り出しがほぼ定着したため、従来のモニ
タリング活動を行わず、消費者への啓発活
動にシフトし、家電量販店の店頭でラベル
のアンケート調査を実施することとした。
冬のキャンペーンおよび今後の実行委員会
のあり方については、10月の委員会で協議
することとした。

行政等

10　第 2回大阪府消費者保護審議会参加報告

［日　　時］� 2016年 3 月29日㈫
� 14時～16時
［場　　所］� 府立労働センター
� 7 階　709号室
［出　　席］� 14名（18名中）
［議　　題］

⑴　大阪府消費者教育マップの策定について
⑵　平成28年度大阪府消費生活センター予算
の概要について
⑶　平成27年度上半期の消費生活相談概要に
ついて
⑷　その他　
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大阪府生協連　2015年度第 7回理事会開催報告

○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2016年 6 月21日㈫
� 11時30分～12時15分
Ⅱ．場　　所� シティプラザ大阪
� 3 階コッツウォルズ
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、中谷、羽多野、森本玄、

安本
（理 事）� 青松、入船、大内、奥、勝山、

清水、武田、間、洞井、前川、
松本、森本晃、矢田部

（監 事）� 松岡特定
以上、理事総数25名中22名出席、監事総数 3名中 1
名出席
（欠 席 理 事）� 北川常任、木田常任、西村
（欠 席 監 事）� 岡田、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55回通常総会の件

　小山事務局長より、第55回通常総会に関して「代
議員等の出席状況について」「総会役員等について」
「総会当日の運営について」提案がされた。
　討議の結果、全員異議なく承認された。

2 　2016年度会費額確定の件

　小山事務局長より、2016年度の会費額について提
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。

○報○告○事○項
日本生協連、他生協等

1 　日本生協連第66回通常総会参加報告

［日　　時］� 2016年 6 月17日㈮
� 10時30分～14時30分
［場　　所］� ホテルイ―スト21東京
［出席状況］� 定数656名中、655名の出席
� （実出席436名、委任出席 9 名、

書面出席210名）
［議　　事］� 開会宣言、資格審査報告、議長

選出
� 議事運営委員選出、書記指名
� 日本生協連会長挨拶
� 来賓挨拶
� 議事運営提案
� 議案一括提案
� 監査報告
� （昼食休憩）
� 全体討論（発言16名）
� 総括答弁
� 議案採択
� 議長解任
� 閉会挨拶
［議　　案］�
第 1 号議案　2020年ビジョン第 2期中期方針
� （第13次全国生協中期計画）承

認の件
第 2号議案　2015年度事業報告書および決算
　　　　　　関係書類承認の件
第 3号議案　2016年度事業計画および予算決
　　　　　　定の件
第 4号議案　定款の一部変更の件
第 5号議案　役員報酬決定の件

［採決結果］

　 反対 保留 賛成
第 1号議案 0 8 過半数
第 2号議案 0 6 過半数
第 3号議案 0 8 過半数
第 4号議案 0 6 過半数
第 5号議案 0 8 過半数
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会員及び友誼団体等

2 　医療生協おおさかまるごと健康チャレンジ
2016実行委員会参加報告

〇第 3回

［日　　時］� 2016年 5 月27日㈮
� 13時～15時
［場　　所］� 大阪府社会福祉会館
� 5 階506
［出　　席］� きづがわ、北野田、けいはん、

堺、ヘルス、大東四條畷、なに
わ、羽曳野、阪南、福島、ほく
せつ、南大阪、よどがわ保健、
府連

［概　　要］

⑴　行政後援名義申請の進捗状況について
•� 1 府・20市町、20教育委員会が承認

⑵　申込・報告ハガキの料金受取人払いの申
請について
•� 6 ／ 3 までに各生協で手続する。

⑶　取組み目標
•�全体で11,000名の参加登録を目標とす
る。

⑷　宣伝組織について
•�地域生協への協力を呼びかける。
•�後援承認行政の施設等にチラシ・ポスタ
ー掲示の要請。
•�府連総会で発言。

⑸　WEBからの申込の検討について
•�費用対効果から今回は見送る。

⑹　厚生労働省スマートライフプロジェクト
について
•�各生協で団体登録の申請を検討する。

⑺　取組み結果の集計について
•�統一フォーマットで集計する。書式等は
次回協議。

⑻　パンフレット・ポスターの件について
•� 5 月末校了で作成する。

⑼　粗品について
•�報告書提出者には、個人はボールペン、
グループはタオルの粗品を配布する。

3 　消費者支援機構関西（KC’s）報告

○理事会

［日　　時］� 2016年 5 月20日㈮
� 18時～21時10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・事務局等 6名

［概　　要］

⑴　KC’s受付情報対応 ;情報内容を確認した
⑵　欠陥住宅・リフォーム；「ご連絡」（ 3／
28回答期限の書類未着連絡）の執行を確認
した。
⑶　インターネット予約サイト；「再々申入れ
兼再々お問合せ」について一部字句の修正
を行い執行することを確認した。
⑷　不当表示；「ご連絡」について一部字句の
修正を行い執行することを確認した。
⑸　携帯抱き合せ販売・大学通信教育；「お問
い合わせ」を利害相反の関係で榎理事長、
島川理事が退席し、議長を飯田副理事長に
交代し審議した。送付先を事務方に変更し
執行することを確認した。
⑹　検討グループの担当検討委員の互選結果
について
⑺　2015年度事業報告・2016年度事業計画案
について
⑻　通常総会について

［日　　時］� 2016年 6 月 9 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14／15名、監事 2 ／ 2 名、

検討委員会・事務局等 6名
［概　　要］

⑴　KC’s受付情報対応 ;情報内容を確認した
⑵　2016年度検討委員会年年間日程について
⑶　日本マイクロソフト（株）に対する
Windows10に関する要請について一部字句
の修正を行い執行することを確認した。
⑷　2015年度事業報告・2016年度事業計画案
について
⑸　通常総会について

4 　なにわの消費者団体連絡会報告

○ 5月度幹事会

［日　　時］� 2016年 5 月18日㈬
� 13時30～16時
［場　　所］� KC’s事務所内会議室
［出　　席］� 7 団体
［議　　題］

⑴　平成28年度計画について
⑵　第13回総会の件
⑶　その他報告
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○第13回総会

［日　　時］� 2016年 6 月16日㈭
� 10時30分～11時45分
［場　　所］� 大阪府消費生活センター
� セミナー室
［出　　席］� 8 団体
［議　　題］

⑴　第 1号議案　平成27年度活動報告、収支
　　　　　　　　計算書
⑵　第 2号議案　平成28年度活動計画案、予
　　　　　　　　算案
⑶　第 3号議案　平成28年度～平成29年度事
　　　　　　　　務局改選の件
⑷　来賓として、大阪府消費生活センター濱
本所長、関西消費者協会惣宇利理事長、消
費者支援機構関西榎理事長が出席された。

○ 6月度幹事会

［日　　時］� 2016年 6 月16日㈬
� 13時～15時
［場　　所］� 大阪府消費生活センター
� セミナー室
［出　　席］� 8 団体
［議　　題］

⑴　「調査・研究」の今後の進め方について調
⑵　活動計画について　
⑶　 7月度幹事会開催日時について
⑷　その他

5 　全大阪消費者団体連絡会

○常任理事会

［日　　時］� 2016年 6 月 2 日㈭
� 14時～16時
［場　　所］� 消団連　会議室
［出　　席］� 6 団体 7名　
［概　　要］

⑴　報告事項
　 1）消費者の権利を確立する運動
•� 6 ／13に地域の高齢者見守り活動につい
て大阪府の福祉部局のヒヤリングを実施
する。

　 2 �）食の安全を守り食料主権を確立する活
動
•� 8 ～ 9 月に遺伝子組換え食品に係る学習
会を「遺伝子組換え操作やゲノム編集技
術の仕組みや開発食品・作物の状況」「組
換え食品の安全性の評価の仕組み」「遺伝
子組換え食品の表示制度」の 3つのテー
マで 3回程度の連続学習会を計画する。

　 3）消費税の増税に反対する活動

•� 5 ／31に「学習会「考えよう！消費税10
％～ホントに公正？このまま実施でいい
の？～」を開催し59名の参加があった。
•�10％増税中止を求める団体署名は 5／18
に927団体分を提出し記者発表した。その
後増え930団体まで到達した。

⑵　主な協議事項
　 1）総会議案について
　 2）機関紙の編集・拡大等について
　 3）消費者支援機構関西の総会代議員選出
　　　と理事候補者の推薦について

6 　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23回定例会参加報告

［日　　時］� 2016年 5 月31日㈫
� 13時30分～16時
［場　　所］� 大阪弁護士会館
� 10階会議室
［参　　加］� 約25名
［概　　要］

⑴　ホッとネットおおさか避難者交流会（ 5
／22）の結果について
⑵　ホッとネットおおさか里帰り・ボランテ
ィア東北～大阪交流バスについて
⑶　ホッとネットおおさか「東日本大震災に
かかる県外避難者の避難状況と支援策に関
する調査」速報
⑷　当事者団体からの報告
⑸　参加団体からの報告
⑹　ワークショップ
⑺　事務局からの報告

7 　大阪みどりのトラスト協会報告

○第10回理事会

［日　　時］� 2016年 6 月 1 日㈬
� 13時30分～16時
［場　　所］� ATCビル11階セミナールーム
［出　　席］� 理事：石井会長、林、小田、�

前迫、平田常務、惣宇利、監事：
池上、オブザーバー：諸岡、大
阪府農林水産部（ 2 名）事務
局：建石、他 4名

［内　　容］

⑴　報告事項
•�平成27年度の業務執行状況の報告
（決算見込み）
　当期経常増減額　�▲12,841,000円
　正味財産期末残高　344,364,541円
（寄付金4,050万円）
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⑵　議決事項
第一号議案　平成27年度事業報告について
第二号議案　平成27年度決算について
第三号議案　寄付金取扱規程の改正につい

て
第四号議案　第 5回定時評議員会招集（ 6

／22）について
新評議委員・理事・監事の推
薦について
（基本は重任で）

　（特記事項）
•�平田常務理事の退任
•�大阪府では「森林環境税」を28年 4 月か
らスタート

行政等

8 　大阪食育推進ネットワーク会議参加報告

［日　　時］� 2016年 5 月25日㈬
� 15時～16時30分
［場　　所］� 大阪赤十字会館 4階401会議室
［構成団体］� 大阪外食産業協会、大阪食品衛

生協会、近畿百貨店協会、大阪
府医師会、大阪府飲食旅館生活
衛生組合連合会、大阪府栄養士
会、大阪府学校給食会、大阪府
学校保健会、大阪府漁業協同組
合連合会、大阪府歯科医師会、
大阪府市長会、大阪府小学校長
会、大阪府食生活改善連絡協議
会、大阪府私立幼稚園連盟、大
阪府生活協同組合連合会、大阪
府畜産会、大阪府町村長会、大
阪府調理師会、大阪府農業会
議、大阪府農業協同組合中央
会、大阪府「農の匠」の会、大
阪府PTA協議会、大阪府保育
士会、大阪府保健医療財団大阪
がん循環器病予防センター、大
阪府保健所長会、大阪ヘルシー
外食推進協議会、関西消費者連
合会、管理栄養士養成施設、近
畿農政局大阪地域センター、健
康おおさか21・食育推進企業
団、日本チェーンストア協会関
西支部、フィットネス21事業団　
計32団体

［出　　席］� 22団体、府連（小山）

［議　　題］

⑴　大阪食育推進ネットワーク会議（以下　
ネットワーク会議と言う）について
•�おおさか食育フェスタの実施を継続して
いくため、農水省へ補助金申請すること
とし、申請要綱を満たすためにネットワ
ーク会議設置要綱を一部改正した（事業、
監事の選任等）。

⑵　役員の選任について
新たに監事 2名を置き、以下の役員を選
任した。
会長　　山田委員（日本チェーンストア
　　　　協会関西支部）
副会長　津塩委員（大阪府農業協同組合
　　　　中央会）
監事　　藤原委員（大阪府栄養士会）
監事　　小山委員（大阪府生協連）

⑶　平成27年度事業報告について
⑷　平成28年度事業計画及び収支予算につい
て
⑸　平成27年度の各団体の取組報告及び平成
28年度の各団体の取組予定について
•�会長から大阪府食生活改善連絡協議会と
大阪府生協連の 2団体に報告の指名があ
った。大阪府生協連からは、いずみ市民
生協の「たべる＊たいせつミュージアム」
の活動について報告をした。

⑹　その他

9 　平成28年度第 1回おおさかスマートエネル
ギー協議会参加報告

［日　　時］� 2016年 5 月27日㈮
� 10時～12時
［場　　所］� 大阪府咲洲庁舎
� 18階　大会議室
［出席団体］� 関西経済連合会、大阪商工会議

所、関西電力、大阪ガス、オリ
ックス、大阪市、堺市、豊中市、
経済産業省、環境省、大阪府エ
ネルギー政策課、関西消費者連
合会、なにわの消費者団体連絡
会、大阪府生協連（小山）

� 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
［議　　題］

⑴　今年度の大阪府・大阪市の施策について
⑵　今夏の電力需給見通し等について
⑶　国の政策動向について



12 　� 　　� 　 13

⑷　各団体の取組み紹介
⑸　今年度の協議会のテーマ及び進め方等に
ついての意見交換

10　豊かな環境づくり大阪府民会議第45回総会
参加報告

［日　　時］� 2016年 6 月 4 日㈯
� 第 1 部　10時30分～12時
� 第 2 部　13時～14時30分
［場　　所］� 第 1 部：大阪府咲洲庁舎
� 　　　　38階会議室
　� 第 2 部：大阪南港ATCITM棟
� 　　　　11階
［出　　席］

〈学識経験者〉
大阪産業大学大学院工学研究科教授

��尾崎　博明（議長）
大阪教育大学教育学部教授

��石川　聡子（副議長）
大阪産業大学大学院人間環境学研究科教授

� � 　　�花田眞理子
大阪学院大学国際学部教授　　　三輪　信哉
大阪大学大学院工学研究科准教授

　　　　山口　容平
大阪府立大学大学院人間社会学研究科准教授

　　　　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〉
地球環境関西フォーラム、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〉
国際ロータリー第2660地区、なにわの消費者
団体連絡会、日本野鳥の会大阪支部、大阪府
生協連（小山）

〈行政〉
大阪府（事務局）、大阪市、堺市、八尾市（市
長会会長市）、

［議　　題］

〈審議事項〉
⑴　今年度の実施事業について

〈報告事項等〉
⑵　大阪府における環境施策の取組み状況に
ついて

〈第 2部〉
大阪南港エコフェスタ2016の共催事業とし
て実施
⑶　講演「ご家庭ですぐにできる！得する！
　　　　　おすすめエコアクション」」
　消費生活アドバイザー・うちエコ診断士
　　　　　　　　　　　　　　村上なつき氏
⑷　事業紹介・活動報告
①　2015おおさか環境賞受賞団体活動報告
•�大阪工業大学城北水辺クラブ
•�「淀川生態系の復活を目指して」
•�コープこうべ大阪北地区活動本部
•�「コープこうべ大阪北地区の環境保全
活動」

②　府民会議学識委員による講評

11　大阪府平成28年度消費生活協同組合指導
検査日程

　今年度実施される14生協の検査日程が報告された。
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大阪府生協連　2016年度第 1回理事会開催報告

○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2016年 6 月21日㈫
� 15時40分～15時45分
Ⅱ．場　　所� シティプラザ大阪
� 2 階ロビー
Ⅲ．出 席 者

（理 事）� 惣宇利、柴橋、藤井、中村、
入船、江口、大内、奥、勝山、
木田、篠原、清水、武田、中谷、
長里、西村、羽多野、洞井、�
前川、松本、森本、矢田部、�
渡邉

（監 事）� 関戸、谷川、吉川
以上、理事総数25名中23名出席、監事総数 3名
中 3名出席
（欠 席 理 事）� 今宮、北川

Ⅳ．議　　長� 惣宇利理事
Ⅴ．議事の経過の要領との結果

　惣宇利理事が議長として、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 　新理事会体制の件

　惣宇利理事より、新理事会体制について、会長理
事を惣宇利理事に、副会長理事を柴橋理事、藤井理
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（ 7／14）で選任する
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。
　　会長理事　　惣宇利紀男
　　副会長理事　柴橋　圭介
　　副会長理事　藤井　克裕
　　専務理事　　中村　夏美

2 　代表理事の選任の件

　惣宇利会長理事より、会長理事、専務理事を代表
理事と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。
　惣宇利会長理事、中村専務理事が代表理事となる
ことを承諾した。
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松尾議長（自然派ピュア大阪）

第 1回理事会報告

議案提案（中村専務理事）

全議案が可決承認されました 6名から発言いただきました

惣宇利会長理事からの開催挨拶

退任役員のご紹介

ご来賓ご挨拶（大阪府　長澤課長）

新任役員のご紹介

　 6月21日（火）、シティプラザ大阪にて、第55回通常総会を開催しました。

　 5つの議案を討議し、6名の代議員・オブザーバーから「医療生協の合併について」「医療生

協　おおさかまるごと健康チャレンジ2016について」「給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費

負担軽減を求める活動について」「食育、子育て支援、地域生活支援等の事業と活動について」

「大学生協事業連合の合併について」「電力事業について」ご意見ご発言が出され、活発な討議

が行われ、採決の結果、全ての議案が原案通り賛成多数で可決承認されました。

　今回の総会では任期満了による役員選任を行い、理事25名、監事 3名が選任されました。

　ご出席いただいた会員生協代議員、オブザーバーの皆様、ご来賓の皆様、また、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、ありがとうございました。

第 55回 通常総会を開催しました
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【第55回通常総会開催概要】

　［日　　時］　　2016年 6 月21日（火）　14時～15時40分

　［場　　所］　　シティプラザ大阪　 3階旬（北）

　［開催要領］　　⑴　開会宣言

　　　　　　　　⑵　議長選任

　　　　　　　　⑶　会長理事挨拶

　　　　　　　　⑷　議長選任

　　　　　　　　⑸　総会役員選任

　　　　　　　　⑹　来賓祝辞、来賓紹介

　　　　　　　　⑺　議事日程提案・採決

　　　　　　　　⑻　議案審議

第 1号議案　2015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　2016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　役員退任慰労金支給の件

第 5号議案　議案決議効力発生の件

　　　　　　　　⑼　閉会

　［出席状況］　　代議員　　代議員総数44名の内、出席42名

　　　　　　　　　　　　　（本人出席32名、書面出席10名）

　　　　　　　　傍聴　　　　　　　　47名

　　　　　　　　来賓　　　　　　　　10名

　　　　　　　　理事・監事・顧問　　27名

　［総会役員等］　議長　　　　　　　　　松尾　由美　代議員（コープ自然派ピュア大阪）

　　　　　　　　議事運営委員　　　　　奥　　　章　理事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田崎　貞男　代議員（堺医療生協）

　　　　　　　　資格審査委員　　　　　松本　裕志　代議員（大阪電気通信大学生協）

　　　　　　　　書記　　　　　　　　　堀口　悦永　府連事務局

　［議案提案］　　第 1～ 5号議案一括　　中村　夏美　専務理事

　　　　　　　　監査報告　　　　　　　松岡　幸子　特定監事

　［発 言 者］　　 4生協 6名より発言

　　　　　　　　鳴瀬　芳夫　代議員（大東四條畷保健生協）

　　　　　　　　　「医療生協かわち野生協と大東四條畷保健生協の合併について」

　　　　　　　　大和　久子　代議員（ヘルスコープおおさか）

　　　　　　　　　「14医療生協で取組む～おおさかまるごと～健康チャレンジ2016について」

　　　　　　　　前川　和弘　傍聴者（関西大学生協）

　　　　　　　　　「給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担軽減を求める活動について」

　　　　　　　　問田　千栄　代議員（大阪いずみ市民生協）

　　　　　　　　　「食育、子育て支援、地域生活支援等の事業と活動について」
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　　　　　　　　藤江　正俊　代議員（大学生協阪神事業連合）

　　　　　　　　　「関西と北陸の大学生協事業連合の合併について」

　　　　　　　　森　　　晃　傍聴者（大阪いずみ市民生協）

　　　　　　　　　「電力事業の状況について」

　［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。

　［ご 来 賓］　　長澤　研一　様（大阪府府民文化部　男女参画・府民協働課長）

　　　　　　　　林　　浩一　様（大阪市市民局市民部長）

　　　　　　　　西川　明尚　様（堺市市民人権局　市民生活部長）

　　　　　　　　多賀　雅彦　様（大阪労働者福祉協議会副会長）

　　　　　　　　小林紀久子　様（日本生活協同組合連合会関西地連事務局長）

　　　　　　　　内藤　　晃　様（大阪府漁業協同組合連合会事業課長）

　　　　　　　　山口　　潤　様（近畿労働金庫大阪地区統括本部専任役）

　　　　　　　　榎　　彰德　様（ＮＰＯ法人消費者支援機構関西理事長）

　　　　　　　　岡本　孝子　様（なにわの消費者団体連絡会事務局長）

　　　　　　　　飯田　秀男　様（全大阪消費者団体連絡会事務局長）

　［新 体 制］

　　　　　　　　会長理事　　　惣宇利紀男　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　　藤井　克裕　大阪いずみ市民生活協同組合　理事長

　　　　　　　　専務理事　　　中村　夏美　員外（常勤）

　　　　　　　　理事（新任）�����今宮　正信　日鉄住金大阪生活協同組合　理事長

　　　　　　　　理事　　　　　入船　行由　近畿大学生活協同組合　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　　　　　大内　淳次　生活協同組合エスコープ大阪　常務理事

　　　　　　　　理事　　　　　奥　　　章　大阪きづがわ医療福祉生活協同組合　専務理事

　　　　　　　　理事　　　　　勝山　暢夫　大阪いずみ市民生活協同組合　専務理事

　　　　　　　　理事　　　　　北川　俊彦　生活協同組合おおさかパルコープ　専務理事

　　　　　　　　理事　　　　　木田　克也　生活協同組合コープこうべ　専務理事

　　　　　　　　理事（新任）　　篠原　　聡　よどがわ保健生活協同組合　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　　　　　武田智津枝　生活協同組合おおさかパルコープ　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（新任）　　長里　広美　大阪いずみ市民生活協同組合　理事

　　　　　　　　理事　　　　　西村　明彦　生活協同組合コープ自然派ピュア大阪　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　　　　　洞井　金桂　大阪学校生活協同組合　専務理事

　　　　　　　　理事　　　　　前川　光治　大阪よどがわ市民生活協同組合　理事長

　　　　　　　　理事　　　　　松本　陽子　大阪いずみ市民生活協同組合　副理事長
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　　　　　　　　理事　　　　　森本　玄輔　全大阪労働者共済生活協同組合　専務理事

　　　　　　　　理事　　　　　矢田部佳子　生活協同組合コープこうべ　理事

　　　　　　　　理事（新任）　　渡邉　和典　大阪府立大学生活協同組合　専務理事

　　　　　　　　監事（新任）　　関戸　雅弘　大阪大学生活協同組合　専務理事

　　　　　　　　監事（新任）　　谷川　英子　医療生協かわち野生活協同組合　専務理事

　　　　　　　　監事　　　　　吉川　卓次　泉南生活協同組合　専務理事

　【退任役員】

　　　　　　　　常任理事　　　安本　正男

　　　　　　　　理事　　　　　青松　美子

　　　　　　　　理事　　　　　間　　正幸

　　　　　　　　理事　　　　　森本　晃一

　　　　　　　　特定監事　　　松岡　幸子

　　　　　　　　監事　　　　　岡田　憲明
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新任役員のご挨拶

　私ども、日鉄住金大阪生活協同組合は、昭和22年（1947年）

9月に創設され、来年で70周年を迎えようとしている大変古い

生協です。その長い歴史の中で、生協としての位置付けや役割、

また組合員からのニーズというのも時代の変遷と共に少しずつ

移り変わってきておりますが、職域（企業内）生協として、そ

こに働く方々の会社生活や労働福祉に寄与していくという基本

的な事業精神は、何ら変わるものではありません。

　今後もその事業精神の下、職域生協としての役割を果たして

いくとともに、大阪府生協連の一員としての責任を果たすべく

努力して参りますので、よろしくお願い致します。

理事　今宮　正信
�日鉄住金大阪生活協同組合�
�　　 　　理事長　 　　　�

　この度の第55回通常総会で理事に就任いたしました、よどが

わ保健生活協同組合の篠原　聡です。

　地域では、少子高齢化が叫ばれて久しく、環境問題、食糧問

題などの多くの課題に直面しています。医療・介護・福祉を取

り巻く情勢も例外ではなく、来年度から本格的にスタートする

「地域包括ケア」の時代に向けて、「生協」ならではの経験と結

びつきを活かした取り組みが求められています。

　よどがわ保健生協に入職して28年。微力ではありますが、こ

の間培った医療生協運動での経験を活かし、少しでも大阪の生

協の発展に寄与したいと思っています。また、今年度取り組む

「おおさかまるごと健康チャレンジ2016」の推進役としても力を尽くす所存ですので、今後のご

指導をよろしくお願いいたします。

理事　篠原　　聡
�よどがわ保健生活協同組合�
�　　　　専務理事　　　　�

　この度、大阪府生協連通常総会において、理事をさせて頂く

ことになりました、大阪いずみ市民生協の長里です。

　私は今まで、大阪府生協連の生協大会、ジェンダーフォーラ

ム講演会、消費者問題学習会など、多くの学びの場に参加させ

て頂きました。その中で、大阪府に地域生協、医療生協、大学

生協など多くの生協があることも知りました。

　今後は、これら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、意見を出し

て行きたいと思います。よろしくお願いします。

理事　長里　広美
�大阪いずみ市民生活協同組合�
�　　　 　　理事　　　 　　�



18 　� 　　� 　 19

　この度、 6月21日の通常総会で監事に選任いただきました大

阪大学生活協同組合専務理事の関戸です。大阪府連の活動に微

力ながらお手伝いをさせていただければと思います。よろしく

お願いいたします。

　かつては学内の福利厚生事業の大部分を大学生協が担ってい

た時代が長く続いていました。個々の大学生協がそれぞれの「職

域」で事業活動を行ってきた歴史の中で、地域連帯、事業連帯

を形成し、今に至っています。今年 9月には、「富山、石川、福

井：北陸事業連合」、「京都、滋賀、奈良：京都事業連合」、「大

阪、和歌山、兵庫：阪神事業連連合」の 3つの事業連合が新しく関西北陸事業連合となります。

この広域連帯も、我々大学生協を取り巻く環境が大きく変化していることと無縁ではなく、一

つ一つの大学生協がそれぞれ自主自立して運営していくことと合わせ、大学生協の組織と事業

基盤をより強固にしていくことを目指しています。

監事　関戸　雅弘
�大阪大学生活協同組合�
�　　　専務理事　　　�

　第55回通常総会で、大阪府連の理事に就任いたしました大阪

府立大学生協の渡邉和典と申します。何分不慣れでありますが、

大阪府連の活動の発展に少しでもお役に立てるように努力いた

します。ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

　さて、私は大学生協に入協して24年目になります。「生協の魅

力って何なのだろう？」と考えることがあります。そのひとつ

に「出会い」かなって思っています。こうして大阪府連に関わ

ることができ、大学生協の事業連帯もこの 9月に関西北陸事業

連合として広域になり、そして大学も府立大・市立大の統合へ

向けた議論がされています。広がる出会いの場を大切にしなが

ら皆さまと共に頑張っていきたいと思います。

理事　渡邉　和典
�大阪府立大学生活協同組合�
�　　　　専務理事　　　　�

　医療生協かわち野生活協同組合の谷川英子でございます。前

任の松岡幸子専務理事の退任に伴い、後任として専務理事に就

任、この度、今総会で大阪府生協連の監事の任を拝命致しまし

た。私たちの理念であります、「協同」と「連帯」の力で、いの

ちと人権をまもる医療・介護と健康づくりに真摯に取り組んで

参りたいと思っております。微力ながら、精一杯監事としての

役目を果たし、大阪府生協連の活動・活躍の為に一役を担って

いく所存でございます。皆様の温かいご指導とご鞭撻の程、何

卒よろしくお願い申し上げます。

監事　谷川　英子
�医療生協かわち野生活協同組合�
�　　　　専務理事　　　　�
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　私がジェンダーフォーラム協議会に参加させて頂くことにな

った時に思い出したのが今から 5年前に受けた講座でした。そ

の講座を受けて初めて、私は言葉としてのジェンダー、そして

ジェンダーの持つ深い意味を学習していくことになりました。

講座では、社会の中で女性がどのように見られているか、存在

しているのか、何故そのように位置付けられているのかを様々

な視点から考えました。その過程で私は自分が固定化された視点を持っているのに気づかされ

ました。女性は仕事の有無に関係なく妻であり母親であるのが幸せだと考えていることや男性

優位の社会に疑問を持っていないのに気づかされました。それからジェンダーと平行してフェ

ミニズムについても考える機会がありました。フェミニズムは男女同権主義と定義できますが、

根底にあるのは人権です。アメリカの公民権運動から派生して育っていきました。

　エスコープ大阪の活動に種の自給、食の自給があります。その活動で映画「いのちの種を抱

きしめて」を上映しました。環境学者で人権運動家のヴアンダナ・シヴァは映画の中であなた

が蒔いた穀物の種が千粒の種を与えてくれる。その千粒の半分を食べ、一部を保存し交換し…。

暮らしはそうやって続いていくと話しています。でも今世界中で種子ビジネスが広がり始めて

います。知的所有権によって種子を所有する新しいビジネス、その為に考えられたのが遺伝子

組み換え作物（ＧＭ作物）です。ヴアンダナは種を守ることは農民を守ること、地域を守るこ

と、個人を大切にすることだと語りかけます。一人一人の持つ主権を大切にすれば生物多様性

と地域住民の暮らしを守ることに繋がっていきます。ジェンダーを知れば、フェミニズムや人

権、ダイバーシティ（多様性）、LGBT（性的マイノリティ）への理解を深め、自分を大切にす

ること、他社を大切にすることに広がると私は思います。

� � � � � � � � � � 2016年 5 月10日

生活協同組合エスコープ大阪
理事　糸川江里子ジェンダーフォーラム協議会に参加して
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ス ケ ジ ュ ー ル

7 月

6 日　第 5回文楽・コンサート実行委員会

7日　第 3回生協大会実行委員会

13日　第 1回組織活動委員会

14日　第 2回理事会

15日　会報No323発行

19日　消費者支援機構関西理事会

20日　第 1回ジェンダーフォーラム協議会

20日　日本生協連第 1回県連活動推進会議（～21日）

26日　第 1回理事・監事研修会

27日　第 1回大規模災害対策協議会

28日　社会福祉問題研修会

28日　第 1回関西地連運営委員会

29日　夏休み文楽鑑賞のつどい

30日　夏休みファミリーコンサート

8 月

4 日　第 4回生協大会実行委員会

10日　東日本大震災支援「お盆里帰りバス」（～16日）

20日　福島の子ども保養プロジェクト「コヨット！inおおさか2016夏」（～24日）

22日　消費者支援機構関西理事会

29日　第28回近畿地区生協・行政合同会議

31日　第 6回文楽・コンサート実行委員会

9 月

1 日　第 2回大規模災害対策協議会

15日　会報No324発行

21日　第 2回ジェンダーフォ－ラム協議会

28日　消費者支援機構関西理事会

29日　第 2回関西地連運営委員会




