
 

 

 

 

 

京都府生活協同組合連合会 

第58回通常総会  議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜京都府生活協同組合連合会 第58回通常総会議事録＞ 
 

１．開催日時    2011年６月15日（水）  午後２時00分 

２．開催場所    池坊学園 洗心館 ６階 第１会議室 

        住所：京都市下京区四条室町鶏鉾町 

３．代議員総数        43人 

４．出席代議員数      43人 

                    （内訳）  本人出席      35 人 

                              委任出席      ２ 人  

                              書面議決       ６ 人 

５．出席役員 

 （１）出席理事の氏名 

  小林 智子、中森 一朗、今西 静生、沼澤 明夫、廣瀬 佳代、北村 英和、右近 裕子、 

小野 留美子、児玉 恵美、佐々木 郁子、末廣 恭雄、高田 艶子、田中 弘 

 

 （２）出席監事の氏名   

粟飯原 利弘、斎藤 紀子 

 

６．議長選出の経過 

定刻にいたり、司会者の副会長理事 中森一朗が、本日の総会は定款第52条にもとづく定数を満たす代

議員の出席があり、有効に成立していることを宣言して開会した。司会者が、議長の選出方法を議場にも

とめたところ、司会者一任とのことにより、理事会から推薦をうけた大学生協京都事業連合の赤木一成代

議員が満場一致で議長に選出され、就任した。 

 

７．総会運営委員会委員の選任、書記の指名 

  議長が、総会運営委員会委員の選任を議場にもとめたところ、議長一任とのことにより、理事会からの

提案にもとづき、以下の４人が選任された。 

総会運営委員会委員 京都生活協同組合               有地 淑羽 代議員 

              やましろ健康医療生活協同組合         上坂 光彦 代議員 

              京都府生活協同組合連合会           沼澤 明夫 常任理事 

              京都府生活協同組合連合会           右近 裕子 理事 

     

つづいて議長は、書記に、道下保夫（京都生活協同組合職員）、疋田利政（大学生活協同組合京都事業 

連合職員）を指名した。 

 



 

８．会長理事あいさつ 

  理事会を代表して、会長理事 小林智子があいさつをした。 

 

９．来賓の紹介および祝辞ならびに祝電等の紹介 

  (1)来賓の紹介および祝辞 

      ・京都府知事 山田啓二氏代理 府民生活部部長 金谷 浩志氏 

・京都労働者福祉協議会会長 細田一三氏代理 事務局長  稲葉 伸二氏 

  (2)祝電およびメッセージ 

      ・日本生活協同組合連合会のほか、76件の祝電およびメッセージ 

 

１０．議案提案および監査報告 

 (1)事務局長 坂本 茂が、別添の議案書のとおり、第１号議案を提案した。 

(2)監査報告 

監事 粟飯原利弘が、別添の監査報告書のとおり監査報告をおこなった。 

(3)副会長理事 中森一朗が、第２号議案を提案した。 

(4)会長理事 小林智子が、第３号議案を提案した。 

(5)事務局長 坂本 茂が、第４号議案、第５号議案を提案した。 

１１．議案審議 

以下、10人の代議員およびオブザーバー等から発言をうけた。 

＜発言テーマと発言者＞ 

・「地域づくり」 

生活協同組合生活クラブ京都エル・コープ 上総 紫香子代議員 

・「食は環境に影響され、環境は食に影響されます。社会的課題に対しても発言し続けます」 

生活協同組合コープ自然派京都 坂本 真有美 代議員 

・「京都生協の１年間をふりかえる」 

京都生活協同組合 平野 裕子 代議員 

・「経営改善での取組みと今後の課題」 

同志社生活協同組合 毛利 雅彦 オブザーバー 

・「地域連携と組合員参加で鹿肉カレーを開発しました」    

京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合 千種 浩香 代議員 



・「立命館生協第 85 回通常総代会について」 

立命館生活協同組合 増田 暁仁 代議員 

・「『あってよかった！』と言われる府庁生協をめざして」 

                                京都府庁生活協同組合  佐々木 芳彦 代議員 

・「京都医療生協の『60年のあゆみ』を発行しました」 

京都医療生活協同組合 あざみ  祥子 代議員 

・「国民皆保険制度 50 年 医療は『自立』『自助』か？」            

 やましろ健康医療生活協同組合 上坂光彦 代議員 

・「さらなる発展をめざして」 

                                          乙訓医療生活協同組合 鈴木 文章 代議員 

 

１２．発言へのまとめ 

会長理事 小林智子が、発言された内容をふまえ、まとめをおこなった。 

 

１３．議案別議決の結果 

 議長より、以上をもって審議を終了し、採決をおこなう旨、採決は挙手によりおこなう旨が宣せられ、 

採決に入った。 

 (1) 第１号議案  2010年度活動報告・決算関係書類等承認の件 

     議長が第１号議案について賛否を議場に諮ったところ、次のとおり、賛成多数で原案を可決、承認

した。（議長は、議決に参加せず。以下同じ） 

          反    対       ０人 

          態度保留       ２人 

          賛    成       40人 

             

  (2) 第２号議案  2011年度活動方針・活動計画および予算決定の件 

      議長が第２号議案について賛否を議場に諮ったところ、次のとおり、賛成多数で原案を可決、決定 

した。 

          反    対       ０人 

          態度保留     ２人 

          賛    成       40人 

 

 

  (3) 第３号議案  2011年度役員選任の件 

      議長が第３号議案について賛否を議場に諮ったところ、次のとおり、賛成多数で原案を可決、決定 



した。 

          反    対       ０人 

          態度保留       ２人 

          賛    成      40人 

 

  (4) 第４号議案  2011年度役員報酬限度額決定の件 

      議長が第４号議案について賛否を議場に諮ったところ、次のとおり、賛成多数で原案を可決、決定 

した。 

          反    対       ０人 

          態度保留       ２人 

          賛    成       40人 

 

(5) 第５号議案  議案決議効力発生の件 

      議長が第５号議案について賛否を議場に諮ったところ、次のとおり、満場一致の賛成で原案を可決、 

決定した。 

          反    対       ０人 

          態度保留       ０人 

          賛    成      42人 

          

１４.役員就任の承諾について 

 2011年度役員選任議案の議決をうけて、以下の役員は、その場で就任の承諾をした。 

 理事 今西 静生（京都府庁生活協同組合 専務理事） 

 理事 大島 芳和（京都生活協同組合 常務理事） 

 理事 大塚 正文（京都橘学園生活協同組合 専務理事）  

        理事 小野 留美子（乙訓医療生活協同組合 専務理事） 

        理事 上掛 利博（京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合 理事） 

        理事 酒井 克彦（立命館生活協同組合 専務理事） 

        理事 佐々木 郁子（生活協同組合生活クラブ京都エル・コープ 理事長） 

        理事 田中  弘（京都医療生活協同組合 専務理事） 

理事 中森 一朗（京都大学生活協同組合 専務理事）  

理事 沼澤 明夫（大学生活協同組合京都事業連合 専務理事） 

理事 日岡 豊子（京都生活協同組合 理事） 

        理事 渡辺 明子（京都生活協同組合 副理事長） 



 理事 右近 裕子（員外） 

        理事 小林 智子（員外） 

        理事 高田 艶子（員外） 

          理事 廣瀬 佳代（員外） 

監事 毛利 雅彦（同志社生活協同組合 専務理事） 

監事 湯浅 美恵子（京都生活協同組合 理事） 

         

 以下の役員からは、役員選任規約第９条２により就任の承諾がされた。 

理事 大川 肇（全京都勤労者共済生活協同組合 専務理事） 

理事 行松 龍美（やましろ健康医療生活協同組合 専務理事） 

 

１５．第58回通常総会アピールの提案 

理事 高田艶子より、第 58回通常総会アピール「人と人がつながり、笑顔があふれ、信頼が広がる新し

い社会の実現をめざしていきましょう！」が提案され、本総会の意思として採択することを拍手で承認し

た。 

 

１６．議長解任・閉会 

以上をもって、本総会の全議事が終了したので、午後４時45分、議長は閉会を宣言した。 

 

 

   上記の議決の経過の要領およびその結果を明確にするため、本議事録を作成し、定款第58条により、

議事録作成を担当した理事と議長が記名押印する。 

 

    2011年６月15日 

                                       京都府生活協同組合連合会 第58回通常総会 

 

                                         議事録作成担当 会長理事  小林 智子         

 

                                         議      長       赤木 一成         

 

                                      


