
兵庫県生活協同組合連合会

ひょうごの生協
2014

Hyogo Consumer’s Co-operative Union



1995年1月17日、午前5時46分。兵庫県淡路島北部の地下約16kmを震源地と
するマグニチュード7.3の兵庫県南部地震が発生しました。
高齢化社会のもとで発生した都市直下型地震の被害規模は、死者6,400人、行方

不明者3人、負傷者43,800人、全半壊家屋460,357世帯という未曾有の被害をこ
の地域にもたらしましたが、一方で、私たちに「地域社会はこの種の大災害にどう
備えるべきか」を考える機会を与えました。
東西約30km、南北約2～3kmの広い地域で多くの住民が同時に被災し、一刻も

早い救出・救助活動が求められました。地元の警察や消防だけでは対応できず、瓦
礫から自力脱出できなかった人の約8割が近所の住民らによって救出されたと言わ
れています。
震災は自分の命は自分が守ることを教えてくれました。普段から災害に備えて地

域の防災活動に参加し、災害時に地域住民が上手く助け合えるよう準備することが
重要だと学びました。
東日本大震災とそれに伴う福島第1原発事故が発生してから3年が経過しました。

県下の生協では、現在も被災地のニーズを把握しながら仮設住宅での健康チェック
活動、茶話会、現地ボランティアセンターとの交流など、地域コミュニティ再生に
重点を置いた取り組みを継続しています。私たちは、東日本被災地支援活動を通じ
て、地域コミュニティは災害時のみならず、日常の地域住民の暮しを支え、地域の
安心づくりになっていることを、改めて学ぶことができました。
阪神・淡路大震災からすでに19年が経過しました。当時と比べ人口減少と高齢

化が大きく進み、地域住民同士のつながりが難しくなっている状況のもと、大災害
の中でうまく助け合えるのでしょうか。地域のどこに弱点があるのかを棚卸し、不
足部分を補うことでより効果的な防災体制を構築しなければなりません。そのため
には、日頃から地域のつながりを強め、行政や様々な団体と連携し地域の安心づく
りを進めていかなければなりません。
兵庫県は今年4月、毎月17日を「減災活動の日」に制定し、「住宅の耐震化」、「室

内安全」、「備蓄」、「避難」など、4つの減災活動を家庭や地域、職場で県民運動と
して取組むことを発表しました。私たちは、阪神・淡路大震災20年の機会を捉え、
地域社会の中で自助・共助・公助の連携を深め、次の災害に備える具体的な防災・
減災行動を呼び掛けていきたいと考えます。
来年、阪神・淡路大震災20年の節目には、会員生協の皆様とご一緒に「この1年、

地域の安心づくりがすすんだね」と言えるように、生協としての役割をいっそう発
揮していきたいと思います。つきましては、皆様のさらなるご指導ご鞭撻を賜りま
すよう、宜しくお願い申し上げます。
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ごあいさつ
　　 兵庫県生活協同組合連合会会長理事 本田　英一
　　 兵 庫 県 知 事 井戸　敏三
兵庫県生活協同組合連合会の活動
コミュニティ・ネットワークの構築
　　～協同が息づく兵庫のまちづくり～

兵庫県生活協同組合連合会の組織
「協同」の力で支えあう災害支援

兵庫県生活協同組合連合会
会長理事
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来年の1月17日で阪神・淡路大震災から20年の節目を迎えます。

未曾有の被害をもたらした震災からの復旧復興の過程では、内外からいた

だいた温かい支援や励ましが私たちを支えてくれました。

また、避難所や仮設住宅などいたるところで、住民同士が支え合い、助け

合う姿が見られました。

私たちは、震災から、人と人とのつながりや、地域での支え合いの大切さ

を学んだのです。

あれから20年、兵庫県も本格的な人口減少社会を迎えました。

少子化、高齢化と同時に、人口の地域偏在も深刻化しており、地域活力の

維持が喫緊の課題となっています。このような時代であるからこそ、「効率性」

「経済性」のみを重視した成長モデルから、地域の多様性を生かしながら量

の拡大ではなく質の充実をめざす新たな社会モデルへの転換をめざしていか

ねばなりません。創造的復興で示した県民みんなの力を再び結集し、兵庫に

ふるさと意識を持つ人々とともに、安全安心で元気な「ふるさと兵庫」づく

りを進めていきます。

それだけに、「一人は万人のために、万人は一人のために」を理念に、助

け合いの心、共助の精神で地域に根ざした活動を展開してこられた兵庫県生

活協同組合連合会の皆様の役割は、ますます大きなものになっています。

これからも、生協の父・賀川豊彦が教えた「愛と協同の精神」を原点に、

購買事業をはじめ、福祉介護や文化事業、環境問題、防災活動など地域のく

らしを支え、豊かにするさまざまな事業に取り組んでいただくことを期待し

ています。ともに力を合わせて、誰もが誇りと愛着が持てる「安全元気ふる

さと兵庫」の実現をめざして、取り組んでいこうではありませんか。

兵庫県生活協同組合連合会、各会員組合のますますのご発展と、関係の皆

様のご健勝でのご活躍を心からお祈りします。

広げよう！平和の想い
保健・医療・福祉のネットワークづくりにむけて
消費者の声をひろげよう
くらしの安心
組合員相互の助け合い広がる共済の輪
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■会員生協の情報交換の場、研修会などを企画し、
大学・医療・共済の各部会を開催。また異なる分
野の会員生協役職員が学習や情報交換で交流しな
がらすすめていく、「保健・医療・福祉研究会」
や「生活問題研究会」も開催しています。
兵庫県と共催で「監事研修会」を開催。原則運営
に沿った健全な生協運営をすすめています。また、
会員生協を対象に兵協連が主催する「経理学校」、
「税務経理講習会」では、経理担当者の責務の重
要さの認識と、実務能力の向上を図っています。

兵庫県生活協同組合連合会の活動
コミュニティ・ネットワークの構築 ～協同が息づく兵庫のまちづくり～

 会員の組織・経営基盤の強化に貢献します

新春トップセミナー（2014年1月）　日本銀行 神戸支店長 鉢村 健 氏

第9回 初級経理学校（2014年1月）

生活問題研究会「兵庫県立健康生活科学研究所生活科学総合センター」見
学（2014年7月）

兵庫県との共催の「監事研修会」（2013年11月）

大学生協部会 研修会「事業継続計画（＝BCP）」について学ぶ（2014年2月）

■生協活動委員会が中心となり、兵庫県生協連の取
り組み課題の企画・運営を会員生協の参画ですす
めています。

■機関誌『兵協連だより』や広報誌『ひょうごの生
協』、ホームページを通じて、生協の活動と理念
普及に努めています。

 会員生協間の事業・活動の連携と交流を促進します

2013年度兵庫県生協大会（2013年10月）
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■兵庫JCC（兵庫県協同組合連絡協議会）事務局として協同組合間
の交流を図っています。「2012国際協同組合年」をきっかけに、
農協（JA）・漁協（JF）・森林組合・生協が連携して次世代の協同
組合の発展に向けて取り組んでいます。

■同じ協同組合の仲間として、JA兵庫中央会機関誌『協同』、JF兵
庫県漁連機関誌『拓水』と兵庫県生協連機関誌『兵協連だより』と
の記事の相互掲載を継続しています。

■兵庫県、神戸市、近畿厚生局、近畿農政局など、
行政との日常的な連携に努め、「新春賀詞交換会」
や「兵庫県健康福祉部と兵協連理事会との懇談会」
の開催などで交流を深めるとともに県施策や生協
からの意見・要望など情報交流の促進を図ってい
ます。

■兵庫県では、振り込め詐欺や悪質商法等による被
害が後を絶たないことから、被害を防止する運動
を全県で展開するため、消費者の暮らしを支える
生活協同組合による消費者教育・啓発の取り組み
に兵庫県から支援をいただき、各地で講演会や学
習会を開催しています。また、9月からは兵庫県
生協連の全会員生協が啓発チラシで組合員に消費
者トラブル被害防止を呼び掛けています。

■食の安全・安心、食育、消費者問題、環境など、くらしと健
康を守る諸課題に取り組んでいます。

　消費者支援機構関西（KC’s）、ひょうご消費者ネット、コー
プこうべ、兵庫県生協連の4者共催で、毎年「ひょうご消費
者セミナー」を開催しています。

 協同組合間協同（生協・JA・JF・森林組合）の前進をはかります

 行政ならびに関係諸団体との　 連携・交流をすすめます

 くらし・平和・福祉・環境など社会的諸課題に取り組みます

兵庫JCC「協同組合研究・交流会」JA兵庫南（加古川市）にて「そば打ち体験」
で交流（2014年3月）

第92回　国際協同組合デー・兵庫県記念大会
ラジオパーソナリティ 谷 五郎 氏（2014年7月）

兵庫県
「事業者による消費者トラブル
防止事業」
生活クラブ都市生活
「健康な食のデザイン」講演
枝元 なほみ 氏（2014年7月）

兵庫県
「事業者による消費者
トラブル防止事業」
神戸医療生協
「こころの健康講座」
林家 染二 氏
（2014年8月）

「ひょうご消費者セミナー2013」NPO法人　消費者支
援機構関西（KC’S）検討グループメンバー浅田奈津子
さんから、消費者団体訴訟制度と昨年成立した被害回
復の新制度について説明がありました。（2014年3月）

兵庫 JCC「虹の仲間で森づくり」協同組合の仲間約
200人で森の伐採作業を行いました。（2013年12月）
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国際協同組合同盟（ICA）

地域購買生協
職域購買生協
大学生協
医療生協
共済生協
　兵庫労働共済生協
　市民共済生協
労働金庫
兵庫JCC

兵庫県生活協同組合連合会
兵庫県農業協同組合中央会
兵庫県漁業協同組合連合会
兵庫県森林組合連合会

兵庫県生協連

日本生協連 学協部会─学校生協
全国大学生協連─
医療福祉生協連─
コープ共済連─
全労済─

■12月12日・13日の2日間、「大原幽学記念館」（千葉県旭市）、「賀
川豊彦記念 松沢資料館」（東京都世田谷区）、「尊徳記念館・二宮尊
徳 生家」（神奈川県小田原市）を巡る「協同組合の源流を探る旅」
を実施。各協同組合の役職員22名が参加しました。この旅は兵庫
県協同組合連絡協議会（兵庫JCC）創立30周年を契機に、次世代
職員の交流を通じた顔の見える関係づくりから協同組合間連携を積
み重ねることを目的に実施されました。
　　世界で最初の農業協同組合である先祖株組合を組織した大原幽学、
荒廃した農村の復興に取り組み報徳社を組織した二宮尊徳、貧しい
人々の救済に専念したのち救貧活動から防貧活動を目指して労働組
合運動、農民組合運動、生活協同組合運動、無産政党樹立運動に献
身した賀川豊彦ら先人3人の記念館を訪ね、改めて協同組合の原点
に触れ、現代を生きる私たちにとって大切にしなければならない協
同の精神を学び、今後の事業の連携につながる交流も深まりました。

 兵庫JCC創立30周年記念事業

【兵庫JCC＝兵庫県協同組合連絡協議会】
CO-OP（生協）、JA（農協）、JF（漁連）、Jforest（森林組合）など、兵庫県内の協同組合運動相互の連携、そして全国、海外の協同組合運動と
の連携をはかることを目的に1984年7月7日に設立されました。
「人とひとの心がふれあう、暮らしよい兵庫をめざして～協同が息づくまちづくり～」を基本理念に活動しています。

兵庫県生活協同組合連合会は、県下の生協を中心に協同組織体を
会員とする連合会です。「協同互助の精神に基づき、会員の事業の発
展を図り、会員の構成員たる組合員の生活の文化的経済的改善向上
を図ることを目的とする」（定款第一条）

■名　　称 : 兵庫県生活協同組合連合会
■創立総会 : 1950年 8月 9日 ■認　　可 : 1950年10月18日
■所 在 地 : 兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目16-3 県民会館4階
■代　　表 : 会長理事　本田 英一 ■会 員 数 : 35会員
■出 資 金 :  877万円（2014年9月末現在） 

●2014年度　役員一覧

役　職 氏　名 会員生協名・役職名

会 長 理 事 本田　英一 コープこうべ 組合長理事

副会長理事 寺尾　善喜 大学生協阪神事業連合
専務理事

専 務 理 事 三宅　康平 コープこうべ　統括部長

理　　 事

板崎　　聡 神戸医療生協　専務理事

髙橋　秀行 関西学院大学生協  専務理事

福島　　哲 尼崎医療生協　専務理事

新保　雅子 コープこうべ 理事

伴　　智代 コープこうべ 理事

大沼　和世 生活クラブ都市生活  常任理事

酒井　行雄 兵庫労働共済生協　理事長

林田　直喜 兵庫県学校生協　専務理事

本多　義弘 近畿労働金庫兵庫地区
統括本部　本部長

嶋　　秀穂 神戸市民生協　専務理事

監 　 事

藤田　雄三 姫路市民共済生協　理事長

金丸　正樹 ろっこう医療生協　専務理事

木田　克也 コープこうべ　常務理事

説明員の方から「自分もよし、人もよし」と説いた尊徳の偉業をわ
かりやすくお話いただきました（尊徳記念館）

資料に見入る参加者（賀川豊彦記念松沢資料館）
幕末の農村指導者 大原幽学について学びました（大原幽学記念館）

兵庫県生活協同組合連合会の組織
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■被災地を忘れない、息の長い支援活動を続けるため、兵庫県生協連では
2013年9月から宮城県山元町で会員生協のみなさまと被災地支援活動を
行なっています。全国からの支援者や「みやぎ県南医療生協」の方々とと
もに、「健康チェック」や「料理教室」、「秋まつり」などを通じて、被災
された方から震災当時のお話を伺ったり、被害にあった小学校や駅などの
建物を視察しました。復興への道のりはまだまだ続きますが、私たちは、
被災地での経験を多くの方に伝えながら、関心を持ち続けることの大切さ
を学びました。

福島県の小学生30人を招待した「福島のこども保養
プロジェクトinよしまキャンプ」。神戸ＹＭＣＡと兵庫
県ユニセフ協会との協働企画で、今年で3回目となり
ます。（コープこうべ・2014年7月）

福島の親子14名を招待し、外遊びや海水浴でリフレッ
シュ。神戸大学生協のレストランで夕食交流会を開
催。（生活クラブ都市生活・2014年7月）

広島市で発生した豪雨による大規模な土砂災害での
復旧に向けた支援活動。堆積した泥をスコップで取
り除く。（尼崎医療生協・2014年8月）

岩手県大船渡市へ「サマーチャレンジ・in・岩手」
として医系学生を派遣、被災者との交流等を行いま
した。（ろっこう医療生協・2014年8月）

ナガワ仮設住宅では、今年1月から2か月に1回、脳
トレと健康チェックを実施しています。
（神戸医療生協・2014年7月）

豪雨被害を受けた丹波市の有機農家生産者を訪問。
土砂で使用不能の農機具や田んぼに土砂が流れ込み
稲が埋没する被害も。収穫の遅れたオクラの袋詰め
を手伝いました。（コープ自然派兵庫・2014年9月）

丹波大雨災害の被災組合員宅の損害調査。
（兵庫労働共済生協・2014年8月）

神戸から絵手紙のタペストリーを贈呈。
（2013年11月）

健康チェックのあとは、地域の方々とミニゲームを楽しみ
ました（2013年9月）

約500人が集った「やまもと花釜秋まつり」会場のJR常磐線 旧山下駅前にて。
「みやぎ県南医療生協」をはじめ、関西からの支援者とともに。（2013年10月）

■全国の生協では阪神・淡路大震災以降、自治体との災害時の緊急支援物資供給
協定の締結や生協間での支援協定、大規模災害に対する備えの学習などを積み
重ねてきました。東日本大震災による被災直後から、被災地のみなさんと復興
への道のりをともに歩む会員生協の支援が現在も、各地で続けられています。
また、地震、台風、土砂災害などの自然災害で被害を受けた被災地にも、会員
生協の支援活動が行われています。

 会員生協 災害支援活動の取り組み

 兵庫県生協連 東日本被災地支援活動

「協同」の力で支えあう災害支援
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■ピースアクションの取り組みとして、8月に「広島被爆ピアノ平和コンサー
ト」を尼崎ピッコロシアター（尼崎市）にて開催し、約200名がつどいま
した。この被爆ピアノは、広島で原爆投下時、爆心地から2.6kmの民家
で被爆。爆風によるガラス片が突き刺さった無数の跡が残っています。現
在は修復され、平和の大切さを伝えるために全国各地でコンサートが開催
されています。来年は戦後70年。参加者は、ピアノの美しい音色に聴き
入り、次世代につなぐ平和への想いを新たにしました。

 ピースアクション2014「広島被爆ピアノ平和コンサート」を開催

ピースアクション2014「広島被爆ピアノ平和コンサート」
（2014年8月）

広島平和行動（阪神医療生協）

■県内の地域生協・医療生協などでは「平和のつどい」や「平
和行進」、「映画会」、「講演会」など多彩な活動を展開。平和
の大切さを伝えています。

 県内各所での「平和」への取り組み

生協では、子どもたちが安心して暮らせる平和な社会の実現を願い、
さまざまな平和の取り組みをすすめています。

■ひまわり医療生協では、「健康づくりの会」を立ち上げ、サークル活動
や勉強会を実施しています。
　「膝・腰の痛みを予防する体操、運動」をテーマに、理学療法士が簡単
な体操を指導。組合員さんや地域の方々が参加し、講師の説明を聞きな
がら、熱心に「いち、に～、さん」と声を合わせて体操を行いました。
説明が分かりやすく、参加して良かったとの声が多く聞かれました。

 広がる健康づくりの取り組み

「健康づくりのためのミニ勉強会」シリーズでは、体操を指
導。健康維持や病気予防のための活発な活動が行われていま
す。（ひまわり医療生協）

訪問看護ステーション花北（姫路医療生協） うはらクリニック（ろっこう医療生協）

 地域の組合員とともに福祉・介護の施設づくりや活動がすすんでいます

病気になったときに安心して利用、相談ができる場として、病院・診療所を中心に、組合員に質の良い医療サービスを
提供しながら、地域とともに保健活動などに取り組んでいます。

■姫路医療生協では、2014年3月19日、「訪
問看護ステーション花北」が「福祉介護セ
ンターすずかぜ」の同敷地内に新築移転し
ました。2階建ての大型訪問看護ステー
ションです。
■ろっこう医療生協では、2014年4月、神
戸市東灘区魚崎北町に「うはらクリニック」
がオープン。地域に密着した家庭医＝ファ
ミリードクターを目指しています。地元の
組合員さんから大変喜ばれています。

広げよう！平和の想い

保健・医療・福祉のネットワークづくりにむけて
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生協では、消費者問題、環境、食の安全など、
暮らしを取り巻くさまざまな問題に取り組んでいます。

キッズクッキング（生活クラブ都市生活）

「乳幼児とパパ・ママの遊んで学ぶ防災講座」を開催。
抱っこひもの代用としてさらし布の巻き方を練習しま
した。（西宮市民共済生協）

各生協のパンフレット

瀬戸内海で獲れた素材のおいしさを
紹介（関西学院大学生協）

セミナー＆ランチの様子（生活クラブ都市生活）

地域の方々とのふれあいを大切に「共済相談会」
（神戸市民生協）

「子どもの緊急時の対応」講習会
（尼崎市民共済生協）

勉強と遊びのより良い生活習慣を身につけます
（コープこうべ）

■生活クラブ都市生活では、2013年度からの第1次中期計画に基づき、「食育」
の取り組みとして、「おうちでごはん」食育プロジェクトの活動をすすめてい
ます。プロジェクトメンバーを中心に、安心安全な食を選ぶ力を養うセミナー
と簡単料理講習をおこなう「食育セミナー＆ランチ」、子どもたちが調理して
いる間に親たちと食の問題を話し合い、できた料理を親子で楽しむ「キッズクッ
キング」、食育をテーマに出会いと交流の場である「食育ひろば」といった活
動に取り組んでいます。

　 1年を経て、延べ500人以上の組合員が参加しています。
　 名谷センター2階の組合員会議室を改装し、「生活クラブ食育スタジオ」を開設。
セミナーや料理講習ができるようテーブルやイスを入れ替え、明るくリラック
スした雰囲気で過ごせるよう工夫しています。

■コープこうべでは、神戸市東灘区で子育て支援事業（学童保育）「Terakoya」
が始まりました。「親の安心を大切に」「子どもが主役の成長の場に」「地域の
絆を大切に」の3つをコンセプトに、働く保護者の安心と子ども達の学びや遊
びを応援しています。

■兵庫県内には神戸市民生協、尼崎市民共済生協、姫路市民共済生協、西宮市民
共済生協の4つの市民共済生協と兵庫労働共済生協（全労済）があります。火
災・医療・生命・交通傷害など地域に密着した多種多様な共済事業をはじめ、
暮らしに役立つ講習会などもおこなっています。また、大学生協では、学生生
活の24時間をバックアップする「学生総合共済」があり、万一の災害時にそ
なえ、組合員のくらしの安心を支える共済の輪が広がっています。

■関西学院大学生活協同組合は、摂津播磨地区漁協青壮年部連合会と協力
し、魚食普及につなげたい活動として昨年10月より県産の魚種（イカナゴ、
カキ、明石ダコ、ハモ、足赤エビやシラス等）を使って、「LoveSea丼」
「LoveSeaセット」と銘打った企画メニューを1～2ケ月間隔で3～4日間、
食堂で提供しています。

 次世代への消費者教育の取り組み

 いざという時の暮らしの安心を支える共済

 兵庫県漁協と大学生協との連携企画

消費者の声をひろげよう

くらしの安心
組合員相互の助け合い広がる共済の輪
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兵庫県学校生活協同組合

県内の公立学校に勤務されている（または退職
された）教職員によって組合員を構成する職域生
協です。「安全・安心」を基本理念に、組合員の
生活を総合的にサポートすることを目指し、食品
や雑貨の共同購入をはじめ、各種イベントや展示
会を実施するなど、広く組合員の要望に応える取
り組みを行っています。

西宮市職員生活協同組合

県下唯一の市役所生協として、購買・保険・利用・
住宅の各事業を4本柱に組合員の福利厚生に努め
ています。
設立後40年を過ぎ、今後とも組合員の生活に

ゆとりや心の豊かさなど質的、量的向上に資する
生協活動をひきつづき展望します。

生活協同組合コープ自然派兵庫 生活協同組合連合会コープ自然派事業連合

安全な食品を求める共同購入会の活動を母体と
して2002年に生協としての活動を始めました。「田
んぼから食卓へいのちをつなげよう」の理念のもと、
食と暮らしの安心・安全を守る輪を広げることを
めざして共同購入事業（個人宅配・班配達）を行
なっています。
農業など食の安全に関する問題はもちろん、脱

原発やTPP、憲法など、これからの組合員の暮ら
しを左右する問題についても重点課題として取り
組んでいきます。

関西四国9府県の地域・職域生協で構成される
連合会です。「国産派宣言」を掲げ、組合員と産
地・生産者との結びつきを強めたいと考えています。
また日本の農業だけでなく地域社会全般を崩壊さ
せるTPPに反対し、原発に依存しない社会を目
指しています。
2014年6月に神戸西区の本部敷地内に独自の
パン工場を開設。国産米・国産小麦を使ったオリ
ジナル食パン「コウノトリの未来」は、やわらかさ
と味のよさで好評を博しています。

神戸大学生活協同組合

食堂・購買・書籍・旅行サービス・共済など、神
戸大学内に約20店舗を構え、組合員への勉学研
究から日常生活まで、総合的な福利厚生事業の提
供を行っています。今年は、工学部の食堂・購買
施設の全面改装を、大学附属の中学・高校に購買
店の新設を、それぞれ年末前後オープンに向けて
予定しており、益 、々幅広く支持される生協であ
るよう努めてまいります。

尼崎信用金庫職員生活協同組合

尼崎信用金庫職員（組合員）の福利厚生の充実
を図ることを目的としていますので、組合員の多
様なニーズに応え、より安全により品質の良い商
品の供給を心掛けていきます。

所在地●神戸市東灘区住吉本町1丁目3-19
http://www.kobe.coop.or.jp

所在地●神戸市西区見津が丘3丁目8番5号
http://www.shizenha.ne.jp/hyogo/

所在地●神戸市中央区北長狭通4丁目7-34
http://www.kouseikai.or.jp/public/seikyo/kain/kaimono/sekyo/

所在地●西宮市山口町上山口上芦原78-2
http://www.toshiseikatsu.coop/

所在地●西宮市六湛寺町10-21
http://nishinomiya-coop.jp/

所在地●神戸市灘区六甲台町
http://www.kucoop.jp

所在地●宝塚市上佐曽利字大垣内16-1

所在地●神戸市西区見津が丘3丁目8番5号
http://www.shizenha.ne.jp

所在地●尼崎市開明町3丁目30番

コープこうべは、1921年（大正10年）に社会
運動家・賀川豊彦の指導により誕生した神戸購買
組合と灘購買組合を前身としています。1991年（平
成3年）に現在の「生活協同組合コープこうべ」に
改称、2011年度には大阪北生協と合併し、現在
組合員数167万人（大阪北エリアを含む）の生協
となりました。「愛と協同」の精神を原点に、組
合員のくらしを支え、豊かにする様々な事業や活
動を展開しています。

山村の一集落に誕生した生協売店は、村人の生
活は言うに及ばず、農・園芸産業全体を支え続け、
50有余年の歴史を積み重ねてきました。しかし、
時代の変遷に伴う、就労形態や暮らしのありよう
の変化、人口の減少は、「経営」を難しくしてきて
います。
これからは、村づくりに生協が存在することの
役割を考える時であり、高齢者世帯からの小さな
要望にも確実に応えていける態勢を整えておくべ
きだと考えています。

1986年の生協創立以来、「食」「環境」「暮らし」
の安全安心を、他人任せにしないで、協同の力で
創り出すことに取り組んできました。
生活クラブ生協ですすめる“健康な食デザイン・

ビオサポ”活動で、「健康な食べ物」に加えて「健
康な食べ方」提案に取り組んでいます。
おうちでごはん食育プロジェクトでは、食育ス

タジオを開設し、食に関わるセミナー＆ランチ、キッ
ズクッキング、食育ひろばの活動も始まり、地域
にしっかり根付いた生協活動を実践していきます。

生活協同組合コープこうべ 生活クラブ生活協同組合都市生活佐曾利消費生活協同組合
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兵庫県立大学生活協同組合

2004年の兵庫県立大学移行に伴い、神戸商科
大学生活協同組合と姫路工業大学生活協同組合
が2007年に合併して誕生した大学生協です。
兵庫県立大学６キャンパスに、ショップ、食堂

店舗を設置し、附属中学・附属高等学校から大学
まで、約7,500人の組合員に支えられた事業を展
開しています。
また、学生のキャリアサポート事業を大学と連

携して進めており、多様な組合員に対応した事業
展開を行っています。

神戸市外国語大学消費生活協同組合

神戸市外国語大学および神戸市看護大学の組合
員の皆様に購買・旅行サービス・書籍・各種検定
講座・食堂・共済など小規模ですがさまざまなサ
ポートを行っています。最近では大学のニーズに合っ
た留学や検定などの業務にも力を注いでおり、組
合員の皆様が有意義なキャンパスライフを送って
いただけるようにスタッフ一同心がけております。
今年3月には食堂の全面リニューアルを行いまし
た。同時に神戸市看護大学への店舗運営も行って
います。

甲南大学生活協同組合

甲南学園からの依頼を受けて、2014年9月に甲
南大学生協とファミリーマートとのコラボレーショ
ンで新店舗が開店しました。今までのコープ商品
と無印商品やファミリーマートの商品が同時に購
入できるようになります。さらに営業時間も長く利
用していただけるようになり組合員の皆さんの生
活の向上のためによりよい店舗を運営していきます。
毎日立ち寄りたくなるお店になるよう、生協役員・
スタッフ一丸となって取り組んで参ります。

関西学院大学生活協同組合

関西学院は2014年に創立125周年を迎えました。
記念事業の一つとして建て替えられた中央講堂の中
に生協の新たな店舗が出来、9月からオープンしま
した。
大学では2008年度から2010年度まで毎年新学

部が開設され、2015年度には理工学部（神戸三田
キャンパス）に3つの新学科が出来る予定です。日々
発展を続ける学院の中で、組合員の勉学研究・日常
生活・キャリア形成をサポートし貢献することを使
命として、未来に繋がる着実な事業運営と、組合員
の活発な活動の舞台となる生協を目指しています。

大手前大学生活協同組合

西宮市にある「さくら夙川キャンパス」と伊丹市
にある「いたみ稲野キャンパス」の2つのキャンパ
ス内で書籍購買店を運営しています。
文具、パソコン関連商品や日用品、お弁当やパ

ン、お菓子、飲料などを幅広く品揃えし、組合員
の方が有意義なキャンパスライフを送れるように
サポートしています。
今後、引き続き、組合員の方からの大学生協に

対する大きな期待に応えるために「組合員の声」
を大事にし、魅力ある生協を目指してスタッフ一同、
日々努力していきます。

神戸親和女子大学生活協同組合

2016年には大学が創立50年を迎えます。その
ような中で、大学も様々な取り組みを行い学生の
獲得に力を入れています。学生のニーズも多種多
様化しており、大学も学生の声に敏感です。生協
もそのような声に応えることができるよう、さら
に発展していきたいと思います。小規模な生協で
すが、小回りの利く生協であり、即時に対応がで
きることが強みだと思います。今後も大学と一緒
に学生のサポートをしていきたいと思います。

神戸薬科大学生活協同組合

2013年の春にショップ・食堂共に新施設へ移
転、新規オープンし、約1年半が経過しました。
その間、各新店舗について愛称の募集や、いろい
ろな場面で組合員のみなさんから多くの声をいた
だくことができました。今年度はその声をどのよう
に活かすかを課題とし、取り組みを進めています。
今後もさらに組合員に必要とされる生協になる
ため、スタッフ一同努力して参ります。

甲南女子大学生活協同組合

大学とともに学生生活をサポートするために、
大学や学生団体と協力して組合員とともに店舗
作りに取り組んでいます。2013年9月には食堂
部 CloverCafé、2014年3月には書籍購買部
CloverShopがそれぞれリニューアルとなり、「利用
しやすいお店」、「学生参加型のわくわくするお店」
をキーワードにすることで、今までのお店にはない「企
画・多目的スペース」としての展開が生まれました。
今後も大学との協力関係を築きながら、組合員

の「声」に応えられる生協として、利用環境の改
善と組合員満足度の向上を目指します。

園田学園女子大学生活協同組合

1995年に設立し、19年になります。大学だけ
でなく中高の食堂運営の受託等学園全体をサポー
トしています。2013年度で懸案だった累積赤字
を全て解消し、経営正常化の第一歩を踏み出すこ
とができました。
「園田学園女子大学生協は、その活動を通じて、
学園、大学の活性化に貢献します。」「園田学園女
子大学生協は、組合員と共に充実した学園、大学
生活を創ります。」これらのミッションを具体化す
べく、引き続き取り組んで参ります。

所在地●西宮市上ケ原一番町1-155関西学院内
http://www.kgcoop.jp

所在地●神戸市西区学園西町8丁目2-1
http://uhcoop.jp

所在地●西宮市御茶家所町6-42
http://www.hanshin.coop/otemae/

所在地●神戸市東灘区岡本9丁目6-4
http://www.knu.jp/

所在地●神戸市北区鈴蘭台北町7丁目13-1
http://www.hanshin.coop/shinwa

所在地●神戸市東灘区森北町6丁目2-23
http://www.hanshin.coop/konan-wu/

所在地●神戸市西区学園東町9丁目1番地
http://www.hanshin.coop/kcufs/

所在地●神戸市東灘区本山北町4丁目19-1
http://www.hanshin.coop/kpu/

所在地●尼崎市南塚口町7丁目29-1
http://www.hanshin.coop/sonoda/
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兵庫医療生活協同組合

1972年に県下の労働組合や関係団体により兵
庫医療生活協同組合が設立されました。

宝塚医療生活協同組合

中長期計画4年目。4月に西宮市今津に組合員
センター「あったか庵」を開所し、6月「ケアサポー
ト今津」が移動、11月に西宮で初めての「ヘルパー
ステーション」開所予定で準備中です。陽だまり
会館隣地購入を決定し、新たな「高松・陽だまり」
建設に向けて動きだしました。7市1町の定款地域、
組合員12,000人超、「まちづくり・健康づくり・
助け合い活動」を重点に、事業と運動、ネットワー
クの「わ」を広げていきます。

姫路医療生活協同組合

姫路医療生協は現在、医療3、介護38、合計
41事業所を運営しています。
2014年1月には、JRひめじ別所駅前に福祉介
護センター別所を開設しました。当センターには、
居宅介護支援、訪問看護、訪問介護、福祉用具レ
ンタルの4事業所が入っています。
各事業所と地域の支部等が連携し、「超高齢社

会に対応し、誰もが“その人らしく、気持ちよく生
きる”ことができるまちづくり」をスローガンに“事
業を通じた社会貢献”をすすめています。

阪神医療生活協同組合

ろっこう医療生活協同組合

組合員の力と夢が結集した「うはらプロジェクト」
＝3事業所が、この秋、神戸市東灘区魚崎北町に
完成しました。「うはらクリニック」は今年4月に
開院。サービス付き高齢者向け住宅「うはらハウス」
は9月、小規模多機能型居宅介護事業所「うはら
多機能ホーム」は10月に、それぞれ開所しました。
組合員ふやし、出資金ふやしの取り組みも続けな
がら、順調に、患者さん、利用者さんに利用され、
多くの組合員に喜ばれているところです。

安心して暮らせる地域社会を目指す理念のもと
事業と運動を進めています。
医療事業8、介護事業18、福祉事業2の28事
業を運営しています。組合員活動は、グループ活
動を中心に健康や趣味を通じて地域でふれあいを
広げる活動を続けています。出資金がはじめて2
億円を超えました。
2014年度は、理事会の中に設置した事業計画
や組合員活動を討議し、実行する事業委員会を中
心に組合員と職員が一体となって組合員自治と事
業方針づくりを進めていきます。

尼崎医療生活協同組合

「人とつながり支え合う」「いのちの平等」を
掲げ、尼崎医療生協は事業と運動をすすめてい
ます。2012年3月、念願の組合員5万人を達成。
（旧）尼崎医療生協、東尼崎医療生協、戸ノ内医
療互助会の3法人合併して尼崎医療生協となり、
2014年は40周年に。組合員、地域住民の協同
や願いを形にしながら、地域の医療・保健・介護・
福祉を支えています。

神戸医療生活協同組合

安心して住み続けられる健康と福祉のまちづく
りをめざし、三つの輪「健康の輪」「助け合いの輪」
「世直しの輪」の理念のもと、5万人を超える組合
員とともに、480班（51支部）・13事業所（病院1、
診療所3、歯科診療所4、訪問看護ST3、デイサー
ビスセンター1、本部）を拠点に事業と運動にとり
くんでいます。2015年春に神戸協同病院に緩和
ケア病棟を開設するため、「緩和ケア病棟開設特
別増資」（出資金2.5億円　純増1億円）を展開中
です。

神戸市立工業高等専門学校生活協同組合 生活協同組合連合会 大学生協阪神事業連合〔神戸事務所〕

今年で設立から7年目を迎えました。組合員数
約1,300人と規模の小さな生協ですが、学生・教
職員から構成される組合員の要望は多岐に渡りま
す。その要望に答えることが出来るよう、スタッフ
一丸となり日々奮闘しております。今後も学内の
福利厚生を担う立場として、学校の発展と組合員
の学内生活の向上に貢献できるよう邁進してまい
ります。

就職活動時期の変化など学生を取り巻く環境や、
大学内における市場化の急進展など大学をめぐる
環境の変化に対応すべく、昨年度に策定した第2
期中期計画の具体化を進めています。激変する事
業環境の中で、協同組合であることを体現する重
要性がますます問われていることを再認識し、組
合員の出資・利用・参加に支えられた組織である
ことを忘れず、会員生協とともに組合員のための
組織づくりと地域社会への貢献を目指します。

所在地●神戸市西区学園東町8丁目3番地

所在地●尼崎市南武庫之荘11丁目12-1
http://www.amagasaki.coop

所在地●宝塚市鹿塩1丁目18-6
http://www.takarazuka-mcoop.net/

所在地●神戸市長田区腕塚町2丁目2-10
http://www.kobe-iseikyo.or.jp

所在地●神戸市兵庫区新開地6丁目1-12-201

所在地●神戸市灘区水道筋6丁目7-11
http://www.rokko-mcoop.or.jp/

所在地●神戸市中央区宮本通7丁目1-13
http://www.hanshin.coop/

所在地●尼崎市小中島3丁目13番16号
http://www.hansiniseikyo.or.jp

所在地●姫路市双葉町10
http://www.himeji-mcoop.or.jp
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尼崎市民共済生活協同組合

神戸市民生活協同組合

姫路市民共済生活協同組合

兵庫労働共済生活協同組合

西宮市民共済生活協同組合

近畿労働金庫 兵庫地区統括本部

たじま医療生活協同組合 ひまわり医療生活協同組合

1995年設立以来、創立20周年に当たる来年
2015年を4,000人組合員で迎えようと仲間ふやしに
取り組んでいます。今年7月末で3,650人を超えました。
組合員活動においては、ハイキング、グラウンドゴル
フなどの健康づくりや、手芸、パソコン教室など趣味
や、ひとり暮らしの高齢者が集う班会など地域でのふ
れあいを広げる活動を進めています。2012年8月よ
り始まった「子育て支援」の一環として診療所に来ら
れる赤ちゃんを抱っこするボランティアも定着してき
ました。現在、組合員とともに安心して住み続けられ
る地域をめざして「総合計画」の策定を進めています。

6月に第2回総代会（通算第15回）を開催しまし
た。
この一年、組合員の自主組織である健康づくり
の会の活動がより一層活発となり、地域の消防署
の協力による救急救命講習会、腰痛・膝痛予防体
操、気功教室、料理教室などの開催、広告看板の
制作・設置など、多岐にわたって活躍しています。
今後も地域の皆さんから頼りにされる診療所・
介護センターをめざし、より一層尽力してまいりま
す。

ろうきんは労働金庫法に基づいた協同組織の金
融機関です。労働組合や生活協同組合など働く人
の団体を主な会員として、会員に所属する組合員
の方はもちろんのこと、職場に組合がなくても勤
労者の方であれば、どなたでも直接ご利用いただ
くことができます。これからも福祉金融機関とし
て生活応援の立場から様々な金融サービスを提供
してまいります。

当組合では、火災共済・交通傷害共済・終身共
済・医療共済・生命共済の共済事業を中心に、組
合員のくらしの安全を提供しております。又、共
済事業に加え、子会社で各種保険を取扱うことに
より、組合員のニーズに対応できるよう努めてお
ります。
今後も、地域に根付いた生協として、法令順守

に努め、組合員のくらしと安全に貢献できるよう、
より良い保障サービスの提供に努めます。

当組合は、主に火災や医療などの共済事業を
行っております。
10月より医療共済の保障終了年齢を80歳から

85歳に引き上げを行い、また、入院保障につい
て継続5日以上であったのを、1日目からとさせて
いただきます。
今後も、市民・組合員の皆様の「安心・安全の

暮らしの備え」として、身近で信頼される地域生
協となるよう、事業の企画・運営に努めてまいり
ます。

昨今の社会情勢は少子高齢化や人口減少などに
よる社会保障や経済状況への不安が高まっていま
す。このような中、当組合では常に組合員の立場
を考えながら、「生協」の理念である相互扶助と
いう共済制度をもとに、火災共済、交通等傷害
共済を実施いたしております。また多様化する組
合員のニーズに対応し、借家人賠償責任保険や生
命共済を実施するなど、今後もより良いサービス
を提供できるよう取り組んでまいります。

当組合は、火災共済・交通共済・生命共済の
各事業を実施しております。「相互扶助・助けあい
の精神」を理念とし、組合員のための共済として、
安心・安全の生活確保の為に事業推進を行ってお
ります。
今後も、「迅速で丁寧な説明・親切な対応」を
目標に、安心の保障をより多くの人々に届けられ
るよう、地域に根ざした「顔の見える市民共済」
として事業を実施してまいります。

兵庫労済（全労済兵庫県本部）は、1960年に
労働組合運動を源とする「自分たちの手で、真に有
利な共済を」の声に応えて創立され、1976年には
全国の共済生協とともに「全労済」の設立に加わり、
「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」
という理念のもと事業活動を行っています。
本年は、2015年1月に阪神・淡路大震災20年

を迎えるにあたり、震災体験を風化させることなく、
災害に備える重要性を伝え・広めていくことをつう
じて、「万一の災害発生時に不幸な組合員を一人も
出さない」ことを目標に、無保障者ゼロを目指し
た様々な活動を展開しています。

所在地●豊岡市今森465-1
http://tajima-coop.com/

所在地●尼崎市昭和通2丁目6-68 尼崎市中小企業センター7階
http://www.amagasaki-kyosai.jp/

所在地●神戸市中央区中町通4丁目1-1
http://www.zenrosai.coop/hyogo

所在地●神戸市中央区雲井通5丁目3番1号 サンパル8階
http://www.kccs.or.jp/

所在地●西宮市本町5番33号
http://www.shiminkyosai.jp

所在地●尼崎市西立花町2-14-8
http://www.e-sora.net/himawari/

所在地●姫路市安田4丁目1番地 姫路市役所北別館内
http://www.himeji-siminkyosai.or.jp

所在地●神戸市中央区橘通4丁目2-10
http://www.rokin.or.jp/
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会員生協一覧
種 別  生協名 代表者氏名 住　所 郵便番号 電話番号

地域購買

生活協同組合コープこうべ 山口　一史 神戸市東灘区住吉本町1丁目3-19 658-8555 078-856-1003

佐曾利消費生活協同組合 中村　　豊 宝塚市上佐曾利字大垣内16-1 669-1202 0797-91-0003

生活クラブ生活協同組合都市生活 山下　尚子 西宮市山口町上山口上芦原78-2 651-1421 078-904-3260

生活協同組合コープ自然派兵庫 山口　邦子 神戸市西区見津が丘3丁目8番5号 651-2228 078-998-1671

生活協同組合連合会 コープ自然派事業連合（注） 小泉　佳久 神戸市西区見津が丘3丁目8番5号 651-2228 078-998-0850

職域購買

西宮市職員生活協同組合 掛田　紀夫 西宮市六湛寺町10-21 662-0918 0798-35-3036

兵庫県学校生活協同組合 池田　啓子 神戸市中央区北長狭通4丁目7-34 650-0012 078-331-9305

尼崎信用金庫職員生活協同組合 山﨑　正純 尼崎市開明町3丁目30番 660-0862 06-6412-5470

大　　学

神戸大学生活協同組合 滝川　好夫 神戸市灘区六甲台町 657-0013 078-871-3691

関西学院大学生活協同組合 冨田　宏治 西宮市上ケ原一番町1-155関西学院内 662-0891 0798-53-7001

神戸市外国語大学消費生活協同組合 岡本　崇男 神戸市西区学園東町9丁目1番地 651-2187 078-794-8191

甲南大学生活協同組合 安西　敏三 神戸市東灘区岡本9丁目6-4 658-0072 078-451-1371

兵庫県立大学生活協同組合 友野　哲彦 神戸市西区学園西町8丁目2-1 651-2197 078-795-0939

神戸薬科大学生活協同組合 畑　　公也 神戸市東灘区本山北町4丁目19-1 658-8558 078-441-7521

神戸親和女子大学生活協同組合 神吉　　脩 神戸市北区鈴蘭台北町7丁目13-1 651-1111 078-595-0303

大手前大学生活協同組合 山田　信義 西宮市御茶家所町6-42 662-0961 0798-33-4900

園田学園女子大学生活協同組合 垣東　弘一 尼崎市南塚口町7丁目29-1 661-8520 06-6422-5794

甲南女子大学生活協同組合 原田　隆司 神戸市東灘区森北町6丁目2-23 658-0001 078-435-5270

神戸市立工業高等専門学校生活協同組合 大淵　真一 神戸市西区学園東町8丁目3番地 651-2102 078-795-4051

生活協同組合連合会 大学生協阪神事業連合〔神戸事務所〕（注） 小山　修平 神戸市中央区宮本通7丁目1-13 651-0063 078-262-5670

医　　療

神戸医療生活協同組合 道上　哲也 神戸市長田区腕塚町2丁目2-10 653-0036 078-641-1651

尼崎医療生活協同組合 船越　正信 尼崎市南武庫之荘11丁目12-1 661-0033 06-6436-9500

阪神医療生活協同組合 中村　大蔵 尼崎市小中島3丁目13番16号 661-0972 06-6494-8394

兵庫医療生活協同組合 竹本　貞雄 神戸市兵庫区新開地6丁目1-12-201 652-0811 078-577-1031

宝塚医療生活協同組合 茅野　涼一 宝塚市鹿塩1丁目18-6 665-0054 0798-57-3137

姫路医療生活協同組合 荻野　俊夫 姫路市双葉町10 670-0832 079-285-3398

ろっこう医療生活協同組合 村上　正治 神戸市灘区水道筋6丁目7-11 657-0831 078-802-3424

たじま医療生活協同組合 千葉　　裕 豊岡市今森465-1 668-0851 0796-24-7007

ひまわり医療生活協同組合 三木岸一郎 尼崎市西立花町2-14-8 660-0054 06-6412-8219

共　　済

神戸市民生活協同組合 久元　喜造
神戸市中央区雲井通5丁目3-1
サンパル8階

651-0096 078-241-2261

尼崎市民共済生活協同組合 稲村　和美
尼崎市昭和通2丁目6-68
尼崎市中小企業センター7階

660-0881 06-6481-0005

姫路市民共済生活協同組合 藤田　雄三
姫路市安田4丁目1番地
姫路市役所北別館内

670-0955 079-222-8877

西宮市民共済生活協同組合 河野　昌弘 西宮市本町5番33号 662-0914 0798-23-5566

兵庫労働共済生活協同組合（全労済） 酒井　行雄 神戸市中央区中町通4丁目1-1 650-0027 078-371-6502

生協以外
の会員

近畿労働金庫兵庫地区統括本部 本多　義弘 神戸市中央区橘通4丁目2-10 650-0016 078-371-1201

連 合 会 兵庫県生活協同組合連合会 本田　英一
神戸市中央区下山手通4丁目16-3
県民会館4階

650-0011 078-391-8634

※注）コープ自然派事業連合・大学生協阪神事業連合は計値に含まない　※地域・職員・大学生協は供給高を表記
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（数値は2014年3月31日現在）

FAX番号 設立登記年月日 組合員数(人) 出資金高(千円) 事業高(千円) 供給 共済 医療

078-856-1227 1921.05.26 1,435,930 36,336,851 224,453,577 ● ●

0797-91-1169 1961.03.17 72 2,140 8,649 ●

078-904-3382 1986.12.01 13,242 973,539 2,494,691 ● ●

078-998-1672 2002.12.04 19,439 470,356 2,464,808 ● ●

078-998-0851 2002.12.26 ※（連合会）8 899,500 11,380,413 ● ●

0798-35-3094 1969.01.04 4,161 6,211 157,381 ● ●

078-331-9959 1972.07.24 69,030 103,444 1,180,611 ● ●

06-6412-9022 1977.11.24 2,608 2,608 75,123 ●

078-882-5740 1957.12.21 19,027 353,384 2,516,326 ● ●

0798-53-5755 1959.12.22 28,106 418,376 2,982,068 ● ●

078-797-2464 1966.09.20 2,381 45,394 313,881 ● ●

078-451-8647 1970.07.09 10,392 285,948 1,183,090 ● ●

078-795-0998 2007.09.01 7,465 161,845 848,010 ● ●

078-453-3568 1992.12.21 1,913 56,515 268,412 ● ●

078-595-0565 1992.12.22 1,882 38,155 109,372 ● ●

0798-33-4140 1994.06.23 2,625 52,385 110,873 ● ●

06-6422-5889 1995.09.04 2,639 37,205 226,209 ● ●

078-435-5271 1996.08.08 4,380 87,135 232,763 ● ●

078-795-4052 2007.12.21 1,384 13,900 105,586 ● ●

078-252-7783 1985.08.31 ＊（連合）11 192,500 16,054,976 ● ●

078-641-1654 1963.06.04 52,377 1,762,261 4,413,821 ●

06-6436-9511 1969.09.13 53,046 1,933,038 6,711,047 ●

06-6494-8395 1970.02.25 14,890 201,245 1,913,460 ●

078-577-5784 1972.07.08 2,699 61,599 110,067 ●

0798-57-5667 1972.12.06 12,147 215,866 659,962 ●

079-284-2647 1974.08.01 21,411 382,250 4,000,485 ●

078-802-1649 1981.04.08 20,883 539,580 1,025,434 ●

0796-24-7010 1995.09.13 3,646 62,475 287,324 ●

06-4869-6991 2000.04.03 1,155 53,020 143,482 ●

078-241-2271 1955.03.18 233,938 681,593 1,484,769 ●

06-6482-2409 1955.12.27 52,374 376,613 402,180 ●

079-222-8820 1956.08.20 73,350 298,556 204,564 ●

0798-35-0041 1960.07.25 54,053 698,329 200,005 ●

078-366-2207 1960.11.04 471,912 2,772,795 96,615 ●

078-371-2273 1950.12.15 （近畿）1,530,363 （近畿）15,993,062（融資高）1,243,193,533

078-392-2059 1950.12.15 ※（連合会）35 8,770 指導連絡調整

※兵庫労働共済生活協同組合は、５月末決算の数値
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協同組合原則は、協同組合がその価値を実践に移すための指針である。

（第1原則）自発的で開かれた組合員制
協同組合は、自発的な組織である。協同組合は、性別による、あるいは社
会的・人種的・政治的・宗教的な差別を行なわない。協同組合は、その
サービスを利用することができ、組合員としての責任を受け入れる意志の
ある全ての人々に対して開かれている。

（第2原則）組合員による民主的管理
協同組合は、その組合員により管理される民主的な組織である。組合員は
その政策決定、意志決定に積極的に参加する。選出された代表として活動
する男女は、組合員に責任を負う。単位協同組合では、組合員は（一人一
票という）平等の議決権をもっている。他の段階の協同組合も、民主的方
法によって組織される。

（第3原則）組合員の経済的参加
組合員は、協同組合の資本に公平に拠出し、それを民主的に管理する。そ
の資本の少なくとも一部は通常協同組合の共同の財産とする。組合員は、
組合員として払い込んだ出資金に対して、配当がある場合でも通常制限さ
れた率で受け取る。
組合員は、剰余金を次の目的の何れか、または全てのために配分する。
●準備金を積み立てることにより、協同組合の発展のためその準備金の少
なくとも一部は分割不可能なものとする
●協同組合の利用高に応じた組合員への還元のため
●組合員の承認により他の活動を支援するため

（第4原則）自治と自立
協同組合は、組合員が管理する自治的な自助組織である。協同組合は、政
府を含む他の組織と取り決めを行なったり、外部から資本を調達する際に
は、組合員による民主的管理を保証し、協同組合の自主性を保持する条件
において行なう。

（第5原則）教育、訓練および広報
協同組合は、組合員、選出された代表、マネジャー、職員がその発展に
効果的に貢献できるように、教育訓練を実施する。協同組合は、一般の
人々、特に若い人々やオピニオンリーダーに、協同組合運動の特質と利点
について知らせる。

（第6原則）協同組合間協同
協同組合は、ローカル、ナショナル、リージョナル、インターナショナル
な組織を通じて協同することにより、組合員に最も効果的にサービスを提
供し、協同組合運動を強化する。

（第7原則）コミュニティへの関心
協同組合は、組合員によって承認された政策を通じてコミュニティの持続
可能な発展のために活動する。

協同組合のアイデンティティに関するICA声明

価　　値

協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、そし
て連帯の価値を基礎とする。それぞれの創立者の伝統を受け
継ぎ、協同組合の組合員は、正直、公開、社会的責任、そし
て他人への配慮という倫理的価値を信条とする。

定　　義

協同組合は、共同で所有し民主的に管理する事業体を通じ、
共通の経済的・社会的・文化的ニーズと願いを満たすために
自発的に手を結んだ人々の自治的な組織である。

協同組合原則
世界で初めて近代的な意味での生協をつくった、ロッチデールの人々の、貧しいけれども情熱的な事業と運動の中から「ロッチ
デール原則」と呼ばれる生協の運営規則が芽生えました。その後、この原則は、各国の協同組合運動の中に取り入れられるととも
に整理され、6つの協同組合原則としてまとめられるようになりました。そして、95年9月、イギリスのマンチェスターで開催さ
れたICA(国際協同組合同盟)100周年記念大会では、「コミュニティへの関心」を加えた新しい7つの協同組合原則が採択されまし
た。この協同組合原則は、どんな社会・経済制度のもとでも、すべての協同組合が守っていくとされる普遍的な原則です。

一人は万人のために　万人は一人のために
誰もが安心して暮らせる社会をきずくこと。
それが、生協運動の理想です。
助けあいのこころ。
それが、みんなで力をあわせてつくった生協の精神です。

一人は万人のために
 　万人は一人のために

この冊子は、再生紙に
植物油インキで印刷しています。
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