
 

 

 

 

 

 

京都府生活協同組合連合会 

第60回通常総会  議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜京都府生活協同組合連合会 第60回通常総会議事録＞ 

 

１．開催日時    2013年６月18日（火）  午後１時30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      42人 

                    （内訳）  本人出席      34 人 

                              委任出席      １ 人  

                              書面議決       ７ 人 

 

５．出席役員 

 (1)出席理事の氏名 

上掛利博、中森一朗、大島芳和、横山治生、今西静生、廣瀬佳代、小野留美子、上総紫香子、 

鯉迫裕子、坂本真有美、田中 弘、日岡豊子、姫野恭博、渡邉明子 

 (2)出席監事の氏名   

末廣恭雄、湯浅美恵子 

 

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小林

和美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               川村幸子 代議員 

              乙訓医療生活協同組合             櫻田忠衛 代議員 

              京都府生活協同組合連合会           廣瀬佳代 常任理事 

              京都府生活協同組合連合会           上総紫香子 理事 

  つづいて議長は、書記に、吉岡克巳（京都生活協同組合職員）、山原 縁（大学生協京都事業連合 



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 上掛利博があいさつをした。 

 

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 小林裕明 氏 

・京都労働者福祉協議会会長 細田一三 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、74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)専務理事 横山治生が、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 末廣恭雄が、別添の監査報告書のとおり、監査報告をおこなった。 

(3)専務理事 横山治生が、別添の議案書のとおり、第２号議案を提案した。 

(4)専務理事 横山治生が、別添の議案書のとおり、第３号議案を提案した。 

(5)専務理事 横山治生が、別添の議案書のとおり、第４号議案を提案した。 

(6)専務理事 横山治生が、別添の議案書のとおり、第５号議案を提案した。 

(7)専務理事 横山治生が、別添の議案書のとおり、第６号議案を提案した。 

 

11．議案審議 

以下、12人の代議員・理事・オブザーバーから11件の発言をうけた。 

＜発言テーマと発言者＞ 

・「2012年度の京都生協の特徴的な取り組み」        京都生活協同組合 岩佐恭子 代議員 

・「脱原発活動について」     生活協同組合生活クラブ京都エル・コープ 柳澤とよ子 代議員 

・「2012年度食育活動」                  生活協同組合コープ自然派京都 栗林眞知子 代議員 

・「京都大学との相互協力関係に関する協定の締結について」 

 ＜理事＞中森一朗（京都府生活協同組合連合会副会長理事） 

・「今出川新棟の新店の状況と新学期の取り組み」   

＜オブザーバー＞五藤 実（同志社生活協同組合専務理事） 

＜オブザーバー＞岡田志穂（同志社生活協同組合副学生委員長） 

・「ＴＡＢＬＥ ＦＯＲ ＴＷＯの取り組み」            

京都府立医科大学府立大学生活協同組合 橋本健太 代議員 



・「京都医療生協再建の戦い」             京都医療生活協同組合 あざみ祥子 代議員 

・「健康づくり講座の取り組み」                      乙訓医療生活協同組合 赤塚賢一 代議員 

・「府庁生協あんなこと こんなこと―現状と課題―」  京都府庁生活協同組合 篠塚和則 代議員 

・「2012国際協同組合年記念 大学生協寄付講座『協同組合論』の取り組み」           

＜オブザーバー＞名和又介（大学生協京都事業連合理事長） 

・「京都消費者力向上委員会の活動」   

＜オブザーバー＞右近裕子（京都府生活協同組合連合会 生協活動推進専門委員）                

                        

12．発言へのまとめ 

専務理事 横山治生が、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  2012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、満場一致の賛成で原案を可

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       ０人 

          賛    成       41人 

  (2) 第２号議案  2013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、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       41人 

(3) 第３号議案  会員規約の一部変更の件 

        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、決定した。 

          反    対       ０人 

          態度保留       ０人 

          賛    成      41人 

  (4) 第４号議案  2013年度役員選任の件 

        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      41人 

 

  (5) 第５号議案  2013年度役員報酬決定の件 

        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       41人 

(6) 第６号議案  議案決議効力発生の件 

        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      41人 

 

14.役員就任の承諾について 

  2013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 小野留美子（乙訓医療生活協同組合 専務理事） 

        理事 上総紫香子（生活協同組合生活クラブ京都エル・コープ 常任理事） 

        理事 加藤節子（やましろ健康医療生活協同組合 常務理事） 

        理事 児玉恵美（京都工芸繊維大学生活協同組合 専務理事） 

        理事 五藤 実（同志社生活協同組合 専務理事） 

        理事 坂本真有美（生活協同組合コープ自然派京都 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 鯰江賢光（京都生活協同組合 常務理事） 

理事 日岡豊子（京都生活協同組合 理事） 

        理事 渡邉明子（京都生活協同組合 理事長） 

理事 上掛利博（員外） 

          理事 廣瀬佳代（員外） 

          理事 横山治生（員外） 

監事 酒井克彦（立命館生活協同組合 専務理事） 

監事 湯浅美恵子（京都生活協同組合 常任理事） 



 

 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 沼澤明夫（大学生活協同組合京都事業連合 専務理事） 

以下の役員は、業務都合により、８月11日から就任することをもって承諾をした。 

理事 坂本 茂（員外） 

 

15．第60回通常総会アピールの提案 

理事 坂本真有美より、第 60回通常総会アピール「人が人として大切にされる平和な社会をめざして、

協同組合の基本的価値を社会に広げましょう！」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00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。 

   

  2013年６月18日 

 

                                       京都府生活協同組合連合会 第60回通常総会 

 

                                         議事録作成担当  会長理事  上掛利博         

 

                                         議      長        小林和美         


