
 

 

 

 

 

京都府生活協同組合連合会 

第５５回通常総会  議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜京都府生活協同組合連合会 第５５回通常総会議事録＞ 
 

１．開催日時    ２００８年６月１０日（火）  午後１時３０分 

２．開催場所    登録会館２階 ホール（１） 

        住所：京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町546番地2 

３．代議員総数        ４１人 

４．出席代議員数      ４１人 

                    （内訳）  本人出席     ３６人 

                              委任出席      １人  

                              書面議決       ４人 

５．出席役員 

 （１）出席理事の氏名 

  小林智子、平 信行、小峰耕二、小山敏子、佐藤京子、沼澤明夫、粟飯原利弘、大塚正文、 

小野留美子、笠谷敏子、金谷 薫、酒井克彦、吹田知久、高田艶子、田中 弘、中本式子、 

羽賀省二、廣瀬佳代、松浦順三、三宅智巳 

 （２）出席監事の氏名   

島田 浩、佃 政治、新堀悟史 

 

６．議長選出の経過 

定刻に至り、司会者の副会長理事 平信行が、本日の総会は定款第５０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。あいさつをのべた後、議長の選出方法を 

議場に求めたところ司会者一任とのことにより、理事会より推薦を受けた京都医療生活協同組合の亀井励

代議員が満場一致で議長に選出され、就任した。 

７．議事録署名人、総会運営委員会委員、役員選考委員会委員、役員選挙管理委員会委員及び書記の任命 

  議長が議事録署名人２人、総会運営委員会委員４人、役員選考委員会委員４人、役員選挙管理委員会委 

員３人の選出を、それぞれ議場に求めたところ、いずれも議長一任とのことにより、理事会からの提案を 

受け、議長は次のとおり任命した。 

議事録署名人 京都生活協同組合 岩佐恭子 代議員 

               全京都勤労者共済生活協同組合 井ノ本俊朗 代議員 

総会運営委員会委員 京都大学生活協同組合 張 正英 代議員 

              大学生活協同組合京都事業連合 赤木一成 代議員  

              京都府生活協同組合連合会 佐藤京子 常任理事 

              京都府生活協同組合連合会 酒井克彦 理事 

    役員選考委員会委員 京都橘学園生活協同組合 藤田裕一 代議員 

                乙訓医療生活協同組合 川瀬孝也 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 吹田知久 理事 

役員選挙管理委員会委員 京都府庁生活協同組合 波多野隆幸 代議員 

 京都生活協同組合 山根芳子 代議員 

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

つづいて、議長は書記に辻 雪美（京都生活協同組合職員）、村井勇二（大学生活協同組合京都事業連 

合職員）を任命した。 

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．来賓の祝辞及び紹介並びに祝電紹介 

  (1) 来賓の祝辞及び紹介 

      ・京都府知事 山田啓二氏  代理 府民生活部長 園田能夫氏 

・京都労働者福祉協議会 会長 木村幹雄氏 

  (2)祝電及びメッセージ 

      ・日本生活協同組合連合会のほか７６件の祝電及びメッセージ 

１０．議案提案及び監査報告 

(1)専務理事 小峰耕二が、別添の議案書のとおり第９号議案を除く第１号議案から第１０号議案までを

一括提案した。 

(2)監査報告 

監事 新堀悟史が、別添の監査報告書のとおり監査報告をおこなった。 

(3)監事 佃 政治が、第９条議案を提案した。 

１１．議案審議 

９人の代議員と１人の理事と３人のオブザーバーからの発言を受けた。 

＜発言者と発言テーマ＞ 

京都橘学園生活協同組合 髙松 農 オブザーバー   「京都橘学園生協の学生の活動について」 

生活協同組合コープ自然派京都 柴垣千春 代議員         「コープ自然派京都の活動」 

生活協同組合エル・コープ 山谷恵子 代議員            「事業活動と組合員参加」 

京都大学生活協同組合 水嶋周一 オブザーバー          「無料のままでレジ袋削減」 

京都府立医科大学・府立大学生活協同組合 笠井宏規 代議員 「府医大・府大生協の三大ニュース」 

立命館生活協同組合 武部礼子 代議員    「立命館生協が行うアスリートサポートについて」 

大学生協京滋・奈良地域センター 佐藤真輔 オブザーバー    「大学生協の平和の取り組み」 

京都府庁生活協同組合 今西静生 代議員          「これからの府庁生協のすすむ道」 



やましろ健康医療生活協同組合 上坂光彦 代議員 「『後期高齢者医療制度』廃止・撤廃の取り組み」 

京都医療生活協同組合 清水武彦 代議員       「逆風のなかで健全経営の確保をめざす」 

乙訓医療生活協同組合 川瀬孝也 代議員              「広報誌の発行について」 

京都府生活協同組合連合会 高田艶子 理事     「京都府生協連の男女共同参画の取り組み」 

京都生活協同組合 渡辺明子 代議員     「生協があってよかった、の思いが広がるように」 

 

１２．発言へのまとめ 

専務理事 小峰耕二が、発言された内容を踏まえ、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、採決を行う旨、採決は挙手により行う旨が宣せられ、採決に入

った。 

 (1) 第１号議案  第１０次中期計画決定の件 

     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        ４０人 

            （議長は、議決に参加せず。以下同じ） 

  (2) 第２号議案  2007 年度活動報告・決算報告承認の件 

      議長が第２号議案について賛否を議場に諮ったところ、次のとおり満場一致の賛成で、原案を可決、 

承認した。 

          反    対         ０人 

          態度保留         ０人 

          賛    成        ４０人 

  (3) 第３号議案  2007年度剰余金処分案承認の件 

      議長が第３号議案について賛否を議場に諮ったところ、次のとおり満場一致の賛成で、原案を可決、 

承認した。 

          反    対         ０人 

          態度保留         ０人 

          賛    成        ４０人 

  (4) 第４号議案  2008年度活動方針・活動計画および予算決定の件 

      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        ４０人 



(5) 第５号議案  2008 年度役員報酬限度額決定の件 

      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        ４０人 

  (6) 第６号議案  定款の一部変更の件 

議長が第６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        ４０人 

(7) 第７号議案  役員選挙規約廃止と役員選任規約設定の件 

議長が第７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        ４０人 

(8) 第８号議案  役員報酬規約の名称変更をともなう一部変更の件 

議長が第８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        ４０人 

(9) 第９号議案  監査規約の名称変更をともなう一部変更の件 

議長が第９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、承認した。 

          反    対         ０人 

          態度保留         ０人 

          賛    成        ４０人 

(10) 第１０号議案  議案決議効力発生の件 

議長が第１０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        ４０人 

(11) 第１１号議案  役員選挙の件 

議長は、第１１号議案 役員選挙について、役員選考委員会と役員選挙管理委員会からの報告を求



めた。 

    役員選考委員会より、候補者が紹介（名簿についてはその後事務局より配布）され、役員選考委

員会の委員長 藤田裕一より、今回の選挙は定款第２３条にもとづく任期満了に伴うものであると

の説明の後、理事１８人、監事３人の立候補者については、定款２１条にてらし適格であること、

および役員選挙規約第４条にてらし立候補の手続きが適正であったとの報告があった。 

    つづいて役員選挙管理委員会の委員長 波多野隆幸より、理事・監事とも定数の範囲内の立候補

であることから、役員選挙規約第８条にもとづき、立候補者２１人を無投票当選とすること、役員

の任期については、定款の一部変更にともない、２００９年に開催される通常総会までの１年間で

あるとの報告があった。 

＜当選者＞ 理事 粟飯原 利弘（龍谷大学生活協同組合 専務理事） 

理事 今西 静生（京都府庁生活協同組合 専務理事） ※新任 

        理事 右近 裕子（員外） ※新任 

        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 笠谷 敏子（京都生活協同組合 常任理事） 

        理事 金谷 薫（全京都勤労者共済生活協同組合 専務理事） 

        理事 小林 智子（京都生活協同組合 理事長） 

        理事 小峰 耕二（京都生活協同組合 常務理事） 

        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（生活協同組合エル・コープ 理事長） ※新任 

          理事 高田 艶子（員外） 

          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） ※新任 

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 廣瀬 佳代（員外） 

理事 三宅 智巳（同志社生活協同組合 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） ※新任 

監事 末廣 恭雄（京都府立医科大学・府立大学生活協同組合 専務理事） ※新任 

監事 羽賀 省二（京都教育大学生活協同組合 専務理事） ※新任 

        監事 眞柄 征市（乙訓医療生活協同組合 理事） ※新任 

当選者が紹介され、新役員全員がその場で就任の承諾をした。 



 

１４．第５５回通常総会アピールの提案 

理事の三宅智巳より、第５５回通常総会アピール「大きく変化する情勢について認識を深め、生活協同

組合として よりいっそうの社会的責任をはたしましょう！」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。 

 

１５．議長解任・閉会 

以上をもって、本総会の全議案が終了したので、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及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成を担当した

理事と、定款第５５条の規定により、議長及び本総会において議事録署名人として選出された代議員２人

が署名押印する。 

 

    ２００８年 ６月１０日 

                                       京都府生活協同組合連合会 第５５回通常総会 

 

                                         議事録作成担当 会長理事                  

 

                                         議      長                          

 

                                         議事録署名人                        

 

                                             同                              


