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京都府生活協同組合連合会 
京都市中京区烏丸夷川東南角せいきょう会館２階 

TEL．０７５－２５１－１５５１ 
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能登半島地震義捐金にご協力ください！ 
 

石川県生協連は、能登半島地震義援金の口座を 

開設し、協力を呼びかけています。京都府生協連 

は、3月末、義捐金を送りました。 
 

 

 

 
 

京都府生協連ニュース 
 

 

 

生協法改正法案が 3月 14日に国会に提出されました 

「消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律

案」（以下、生協法改正法案）が、2007年 3月 13日

に閣議決定、14日に国会に提出されました。参議院先

議となります。 

生協法改正法案は、2006年 12月に、厚生労働省・

生協制度見直し検討会でまとめられた報告書『生協制

度の見直しについて』の内容をほぼ法文化しています。

全体としては、生協にもとめられる社会的責任および

生協の今日的状況に則して必要な制度上の改善・整備

を総合的にすすめる内容となっています。 

今国会は、４月に統一地方選挙、７月に参議院選挙

がおこなわれるなかで、厚生労働関係法案だけでも多

くの法案が提出され、きゅうくつな審議日程になるも

のと想定されます。生協法改正法案が今国会において

成立することが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生協法改正にむけての検討課題と準備

生協法改正のおもな内容は、①県域規制 ②員外利

用 ③共済 ④ガバナンス（組織運営） ⑤サービス

事業の 5項目にわたっています。そのうち、事業課題

については一定期間の猶予措置がとられると考えられ

ますが、組織運営課題についての実施時期にかんして

は、こんごの政府での作業に注目していく必要があり

ます。猶予措置がとられない課題については 2008年 4

月施行と同時に実施することがもとめられます。 

また、法的な要求事項に属する課題と、選択裁量幅

のある課題とを区別しておくことも大切です。前者に

ついては、法的遵守が問われるものとなります。後者

については、自生協および諸環境をよく見すえながら、

理事会・監事会として議論し、判断していくことが必

要です。それぞれの生協が選択すべき政策検討課題と

して、役員の選出方法、員外理事枠、役員の任期、役

員の報酬などがあげられます。 

今年の秋には政省令・模範定款例改正がしめされる

予定です。自生協の定款や諸規定等の改正について準

備が必要です。 

口座名 「能登半島地震災害義援金」 
  北陸労働金庫 金沢西支店 
  （普）３３４５８２９ 
※全国の労金間での振込み手数料は免除となります。 

 

 
2月 14日、監事・役職員研修会では、日本生協連法規対策室・
宮部好広室長を講師に迎えて「生協法」について学習しました。 

7 月 24 日の理事・役職員研修会でも、「生協法」についての学
習会を予定しています 



 

 

 

 

2007 年 4 月 12 日 

京都府生活協同組合連合会 

会長理事 小林 智子 

 

京都府生協連第５４回通常総会の開催について 

当会定款第 44 条および 47 条にもとづき、京都府生協連第 54 回通常総会を下記の通り、開催いたします。 

記 

1.日 時： 2007 年 6 月 12 日（火）午後 1 時 30 分～5 時 00 分 

2.会 場： 池坊学園 洗心館 6 階第１会議室（京都市下京区四条室町鶏鉾町 491 TEL.075-351-8581） 

3.議 案：  第１号議案  2006 年度活動報告・決算報告承認の件 

第２号議案  2006 年度剰余金処分案承認の件（監査報告） 

第３号議案  2007 年度活動方針・活動計画および予算決定の件 

第４号議案  2007 年度役員報酬限度額決定の件 

第５号議案  議案決議効力発生の件 

第６号議案  役員補充選挙の件 

その他 

 

4.代議員の選出について 

会員規約第 5 条にもとづく 

組合員数が  3,000 人未満の会員  1 人   組合員数が 300,000 人以上の会員  6 人 

組合員数が  10,000 人未満の会員  2 人   連合会生協             1 人 

組合員数が 50,000 人未満の会員  3 人   共済生協              1 人 

組合員数が 100,000 人未満の会員  4 人    

組合員数が 100,000 人以上の会員  5 人 

 

 

 

 

 

京都府生協連役員補充選挙について 

会員生協の役員人事に関連する一部役員の辞任等により、京都府生協連定款第 19 条および 21 条ならびに役員選

挙規約にもとづいて、下記のとおり、京都府生協連第 54 回総会において京都府生協連役員選挙をおこないますの

で、ここに公示いたします。なお、役員選挙規約第 5 条により重複立候補はできません。 

記 

1.  選挙を実施する日時  2007 年 6 月 12 日（火）午後 

2.  選挙を実施する場所  池坊学園 洗心館 6 階 第 1 会議室 

3.  選挙する役員  理事若干名 

   （１）役員辞任にともなう欠員補充 

   （２）その他、必要におうじた補充 

   （３）ただし、補充する数については今期の理事定数（20 名）を上まわらない範囲とする。 

4.  役員に立候補できる者 

   （１）会員生協の役員 

   （２）京都府生協連理事会の推薦をうけた者 

5.  選挙する役員の任期  第 55 回総会まで 

6.  立候補の届け出 

京都府生協連の役員に立候補しようとする者は、所定の用紙により、2007年 6月 11 日（月） 
午後 5時までに、京都府生協連会長理事に届け出ること。    

 
以上         

公 示 



京都の協同組合運動の発展を願い、毎年開催さ

れている国際協同組合デー京都集会が今年も開

催されます！ 

 

◆ 主 催：京都府協同組合連絡協議会 

（ＪＡ京都中央会・ＪＦ京都府漁業協同組合連合

会・京都府森林組合連合会・京都府生活協同組合

連合会） 

◆ 開催日：２００７年７月４日（水） 

10：15～16：00 

＜午前の部：女性交流会＞ 

◆ 会 場：キャンパスプラザ京都 ２階ホール 

◆ 時 間：10：15～11：55 

◆企画内容：四連からの活動報告・交流 

 

※ 昼食会場：５階第１講義室 

「京の健康おばんざい弁当」（予定） 

 

＜午後の部：全体集会＞ 

◆ テーマ：「京都の農林水産業の未来を開くため    

に～協同組合の役割を考える」 

◆ 会 場：キャンパスプラザ京都  

            ５階第１講義室 

◆ 時 間：13：00～16：00 

◆ 企画内容： 

＜研究最前線からの報告（予定）＞ 

・ どこまで農薬を少なくできるか 

・ 虫が森林（もり）を枯らす 

・ 資源と環境にやさしい底曳網 

・ 「セリシン」絹からのおくりもの 

＜四連からの活動報告＞ 

   ～協同組合の若き担い手が語る 

※参加費無料 

＜問合せ先＞ 

●京都府生協連まで  TEL075-251-1551 

 

 

 

 

戦後 62年、日本国憲法制定 60周年の節目の今

年、憲法を変えて日本の国のあり方をおおもとか

ら変えようとする動きがつよまってきています。

私たちは国民の一人として、こうした動きに関心

をもち、自分の意見をしっかりもつことがもとめ

られています。 

京都府生協連では、年間を通して平和活動をつ

よめていきます。憲法問題については、一人ひと

りが自分の意見をもって主体的に判断できるよ

う、学習会の開催や情報提供につとめています。 

「核兵器も戦争もない平和な世界を」の想いを

ひろく社会にアピールする企画として「ピースパ

レード」に取り組みます。また、地域での多彩な

ピースアクション企画を支援し、経費の一部を援

助します。 

 

 

 

 

★ピースパレード 

6月 21日（木）午後 祇園石段下～四条通～河原

町通～御池通～京都市役所までの目抜き通りを

「パレード」します。風船やプラカード、鳴り物、

被り物などなどで楽しさもいっぱい。だれでも参

加できます。 

★ 経費の一部援助 

（援助対象は 07 年 3 月 1 日～12 月 31 日までの企画） 

2007 ピースアクションに賛同する企画にたい

して、１人 100 円、上限 5000 円の援助をします。

（ただし１グループ 1 回、5 人以上の企画） 

＜問合せ先＞ 

● 京都生協の組合員 

京都生協組織運営部まで TEL075-672-6304 

● 京都生協以外の組合員 

京都府生協連事務局まで  TEL075-251-155



＜京都府生協連・会員生協関連＞ 

＜行政・他団体関連＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JUON NETWORK 

第９回 総会・記念イベント 
JUON NETWORKは１９９８年、都市と農山漁村の人びとをネ

ットワークで結ぶことにより、環境の保全改良、地方文化の

発掘と普及、過疎過密の問題の解決に取り組むことを目的と

して全国大学生活協同組合連合会の呼びかけにより設立さ

れた特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）です。設立より８年

が経過し、現在会員は個人会員５０５名、団体会員１０１団

体となっています。 

 現在は森林保全活動として、国産間伐材製「樹恩割り箸」

の普及推進や森林環境教育プログラム「森林の楽校（もりの

がっこう）」（２００６年度は秋田、群馬、埼玉、新潟、富山、

岐阜、兵庫、徳島、香川、高知、長崎）、「森林ボランティア

青年リーダー養成講座」（東京）等を開催しています。また、

高齢化する農家のお手伝いの活動や、都市と農山漁村を結ぶ

人材育成のための資格検定制度「エコサーバー」等の実施も

おこなっています。 

 

≪総会・記念イベント≫ 

◆日 時 ２００７年６月１６日（土）〜１７日（日） 

◆会 場 コープイン京都 

（京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル井筒屋町４１１） 

◆スケジュール 

＜6月 16日＞   14：00～21：30 

第９回総会・分科会・活動紹介など 

＜6月 17日＞ 

・ オプションコース・京町家ガイドツアー他 

◆参加費 

・ 宿泊参加：9,000円（予定） 

・ 日帰り参加：4,000円（予定） 

◆問合せ・申込み先 

特定非営利活動法人 JUON(樹恩) NETWORK（担当：鹿住） 

TEL03-5307-1102 FAX03-5307-1091 

E-mail:juon-office@univcoop.or.jp 

 

 

レイチェル・カーソン生誕 100年記念行事  
＜京都企画＞ 

≪レイチェル・カーソン生誕１００年記念のつどい ≫ 

◆主 催 レイチェル・カーソン日本協会 

◆日 時 ２００７年５月２７日（日） 13：00～ 

◆会 場 池坊短大「こころホール」  

     （京都市下京区四条室町鶏鉾町４９１） 

◆開会あいさつ  

レイチェル・カーソン日本協会理事長 上遠恵子  

  「レイチェル・カーソン生誕１００年事業の報告」 

（「レイチェルへの手紙」結果発表をふくめて）  

◆シンポジウム  

―レイチェル・カーソン生誕 100 年によせて― 

講演１ 公害は終っていない  前滋賀大学学長 宮本憲一  

講演２ 水俣で受け取った胎児からのメッセージ  

                  医師 板井八重子  

講演３ 環境文学の視座から  高知大学教授 上岡克己  

 

◆参加自由・無料  

 

※ 特別企画 

映画「赤貧洗うがごとく 田中正造と野に叫ぶ人々」 

午前１０時３０分から同会場にて上映  

        

≪思文閣美術館での企画 ≫ 

・思文閣美術館での写真展等企画  

５月１９日（土）～５月２６日（土）  

・上遠恵子講演会 ５月２６日（土）13：00～14：30  

≪前夜祭≫ 

 ５月２６日（土）  18：30～ コープイン京都 

（会費制 5,000 円）  

◆問合せ先 NPO 法人コンシューマーズ京都 

TEL075－251－1001（原）まで 

京都府生協連もこの事業に協賛しています。

今年も、食べて！飲んで！歌って！  

そして 大いに語りあいましょう！ 

第１２回 やましろ健康まつり 
主 催：やましろ健康医療生活協同組合 

日  時：５月２０日（日） １０時～１５時  

   ところ：あさくら診療所（宇治市大久保町山ノ内 19-1）  ※駐車場はありません 

    ●青空コンサート ●健康チェック（体脂肪・血圧・骨密度測定）  

●歯のコーナー ●健康・医療・法律相談   

●大抽選会 ◎大バザー などを予定しています！ 

   ご近所・ご家族お誘いあわせのうえ、ぜひおこしください。連絡先：0774-46-5151 

 

 


