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兵庫県生活協同組合連合会

ごあいさつ
つながる力で未来を創る

平成から令和に元号はあらたまりましたが、誰もが安心してくらせる社会の
実現を目指す生協の役割については、これまでと変わることなくますます重要
になっていくものと思います。
また、世界のあちらこちらで対立と競争に向かう状況が多く見られる中にあっ
て、お互いを尊重することや思いやりを大切な価値観として共有し、助け合い・
支え合う地域社会を創りだしていく私たちの活動と事業への期待は大きくなっ
ています。
具体的には、2015年に設定された SDGs（持続可能な開発目標）における実
践主体の一つとして協同組合が明記されたこと、2016年には社会的課題の解
決に取り組む創意工夫あふれる実践が評価され、ユネスコ無形文化遺産にも登
録されたことなどからも明らかです。
しかしながら、私たちを取り巻く状況をみると、急速にすすむ人口減少と高
齢化、子どもの貧困や格差社会、そして気候変動がもたらす自然災害の増加など、
思わず立ちすくむような課題が山積しています。
これらの複雑に絡み合ったさまざまな課題を生協が単独で解決することは困
難ですが、私たちの強みは「つながる力」を持っていることだと思います。
「一本の木は か細くとも集まれば 広大な草原をなし 一人の力は小さくとも手
をつなげば豊かな協同をつくる」という心強い言葉があります。
まさしく生協は、「お互いがつながる力」「周囲とつながる力」で困難な課題
に立ち向かい、「世代を超える力」で未来をつくることができます。
そのためにも、より多くの人たちに生協への共感とさまざまな活動や事業へ
の参加と利用の環を拡げていくことが大切です。
来年、兵庫県生協連は創立70周年を迎えます。
生協の生みの親である賀川豊彦の思いと歴史を振り返り、あらためて協同の
理念と志を高く掲げながら、つながる力でより良いくらしと協同が息づく地域

兵庫県生活協同組合連合会
会長理事

社会の実現に向けて一歩でも前にすすみたいと思います。
今後ともみなさまのご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
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新時代の兵庫をひらく

令和の幕開けから早くも半年が経とうとしています。未だ脱却できないデ
フレ経済、頻発する自然災害、どの国も経験したことのない人口減少・少子
高齢化、止まらない東京一極集中など、平成で解決できなかった多くの課題
が令和に持ち越されました。こうした課題に的確に対応しながら、経済社会
の高度情報化、生活の質の向上、交流・環流の促進などに取り組み、新たな
時代を拓かねばなりません。
時代の転換期にあるからこそ、県民の創意工夫や参画と協働のもと、前例
にとらわれない積極的な発想で行動し、人口が減少する中にあっても活力を
保ち、将来への希望が持てる地域づくりを進めることが大切です。

昨秋、コープこうべの理事長も務められた野尻武敏先生が他界されました。
幅広い分野で高い見識を備えておられた野尻先生でしたが、とりわけ生協に
対しては熱い思いを持たれ、生前、「生活協同組合が行うのは単なる事業で
はなく、世直しのための重要な運動である」と、その社会的意義の大きさに
ついて語っておられました。
兵庫県生活協同組合連合会の皆様は、「愛と協同の精神」を原点として、
これまでから購買事業にとどまらず、福祉介護や文化、環境、防災など幅広
い分野で地域のくらしを支え、豊かにするための多彩な運動を展開していた
だいています。
昨年の兵庫県政150周年は、子どもたちを含め多くの県民が未来を考え
る機会となりました。未来は、今に生きる私たちが自らの手でつくり上げる
ものです。皆様には、これからも助け合いの心、共助の精神を胸に、新たな
時代を拓く充実した運動を展開され、県民生活の安定と生活文化の向上を先
導いただくことを期待します。
ともに力を合わせ、生活、産業、人、地域、そのどれもが多様性と可能性
にあふれ、健全で元気な「すこやか兵庫」の実現に取り組んでいきましょう。
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兵庫県生活協同組合連合会の活動
地域コミュニティ・ネットワークの構築 〜協同が息づく兵庫のまちづくり〜
会員生協の組織・経営基盤の強化に貢献します
●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しています。また異なる分
野の会員生協役職員が共通の課題に対して、学習や情報交換を行いながらすすめる「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。

第9回労働安全衛生研修・学習会（2019年3月）
「ハラスメントを生まない職場づくり」について学びました。

兵庫県との共催「第21回監事研修会」
（2018年11月）
「年間時系列による監事監査のポイント」について学びました。

新春トップセミナー（2019年1月）
「協同組合間連携を通し、持続可能な社会の実現へ」
日本協同組合学会 会長 田中 夏子 氏

第14回 初級経理学校 (2018年11月 )
「経理実務者に必要な会計処理と実務課題」や「決算関係書類の作成上の留意点」
について学びました。

会員生協間の事業と活動の連携と交流を促進します
●会員生協で構成する「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・
運営を行っています。
●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。
●幅広い世代が「心と体の健康習慣づくり」を促
進できる場と機会づくりのために「ひょうごま
るごと健康チャレンジ」を県下の協同組合が連
携して取り組んでいます。
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2018年度 兵庫県生協大会（2018年10月）
記念講演「食べることと歩くことが出来れば人生は幸せ〜二つのソクイク（息育・
足育）で元気生活〜」
みらいクリニック 院長 今井 一彰 氏

協同組合間協同（生協・JA・JF・森林組合）の前進をはかります
●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。
・様々な社会問題を協同組合としてい
かに解決するかを考え実践する「虹
の仲間づくりカレッジ」を実施して
います。
・各協同組合の理解と交流の促進を目
的に「協同組合研究・交流会」を開

「虹の仲間づくりカレッジ」
（2019年7月）
次世代を担う協同組合の職員同士の交流と
学びを目的とした全3回の連続講座に22人が
参加。
講演「いのち・暮らし・社会の危機に対し、
協同組合は、何を構想し、どう行動するの
か 〜SDGs の発想を生かし、乗り越える〜」
日本協同組合学会 会長 田中 夏子 氏

第97回 国際協同組合デー・兵庫県記念
大会（2019年7月）
記念講演「私たちの選択が未来を変える〜
エシカル消費のすすめ〜」
一般社団法人 エシカル協会 代表理事
末吉 里花 氏

催しています。
●同じ協同組合の仲間として、ＪＡ兵庫

「協同組合研究・交流会」(2018年11月 )
「ネクスト100」をテーマに、①コープこ
うべ「コープは〜とらんどハイム本山」②
甲南 大学「iCommons」③「阪 神友 愛食
品（株）
」④兵庫県立「尼崎の森中央緑地」
の4か所を、社会的課題や次世代を見据え
た生協の最新の取り組みとして視察し、協
同組合間の相互理解を深めました。

中央会機関誌『協同』
、ＪＦ兵庫漁連
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 JCC ＝兵庫県協同組合連絡協議会】

生協、JA( 農協 )、JF( 漁協 )、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。

行政並びに関係諸団体との連携と交流をすすめます
●兵庫県、神戸市、厚労省、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「兵庫県企画県民部と兵庫県生協連
理事会の懇談会」の開催などで交流を深める
とともに、県施策への生協からの意見・要望
など情報交流を促進しています。
●兵庫県では、振り込め詐欺や悪質商法等によ

第18回兵庫県企画県民部と兵庫県生協連理事会との懇談会
（2019年8月）

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しています。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、今年も兵庫県から支
援をいただき、各地で講演会や学習会を開催
しています。

消費者教育講演会「ちょっと待ってその写真 SNS に上
げないで！〜ソーシャルサイトのリスク〜」
甲南大学生活協同組合（2018年10月）

くらし、平和、福祉、環境など社会的諸課題に取り組みます
●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（KCʼ 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。
「ひょうご消費者セミナー2018」
（2019年3月 )
講演「世の中うまい話はない！〜消費者被害は、こう始まる〜」
弁護士 菊地 幸夫 氏
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兵庫県生活協同組合連合会の組織
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

●2019年度

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しています。
（定款第1条）
名

役

氏

認

表 : 会長理事

木田 克也

木田

克也

コープこうべ

秀行

関西学院大学生協

専 務 理 事

松岡

久雄

コープこうべ

本部長

岡本

孝子

コープこうべ

理事

頴川

久美

コープこうべ

理事

大沼

和世

生活クラブ生協

藤井

貴浩

大学生協事業連合

松永

俊一

神戸医療生協

常務理事

福島

哲

尼崎医療生協

専務理事
専務理事

可 : 1950年10月18日

（2019年3月末現在）

日本生協連─
全国大学生協連─
医療福祉生協連─
コープ共済連─
こくみん共済coop ─

国際協同組合同盟（ICA）

会員生協名・役職名

髙橋

会 員 数 : 33会員

出 資 金 : 847万円

（2019年6月24日現在）

副会長理事

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

名

会 長 理 事

称 : 兵庫県生活協同組合連合会

創立総会 : 1950年 8月 9日

役員一覧

職

理

事

組合長理事
専務理事

監事
理事

兵庫県生協連

菅原

隆喜

神戸市民生協

購買生協
大学生協
医療生協
共済生協
兵庫労働共済生協
労働金庫

西谷

圭一

兵庫労働共済生協 専務理事

本多

義弘

近畿労働金庫兵庫地区
本部 本部長

金丸

正樹

ろっこう医療生協

中川

寿子

コープこうべ

岡村

卓治

姫路市民共済生協

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

監

事

顧問

常勤理事
理事長

「県政150周年記念知事表彰」を受賞
●県政150周年を迎えた兵庫県から、永年にわたり県民の消費生活の向上に努めた団体として、兵庫県生活
協同組合連合会が、知事表彰を受けました。（2019年3月）

部会・研究会の活動
●部会・研究会では、テーマを決め、学習会や会員生協の情報交換を行っています。

共済生協部会
「地域社会における防災活動」について
（2018年11月）
講師 辻 正 氏・福井 智加 氏
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保健・医療・福祉研究会
生活協同組合しまね
有償たすけあいシステム「おたがいさま」見学
（2018年11月）

生活問題研究会
「ひょうごまるごと健康チャレンジ2018
フ大会」にて「味覚テスト」を実施
（2018年9月）

キックオ

「協同」の力で支えあう災害支援
●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。2018年7月に発生した西日本豪雨でも発災直後から支
援活動に取り組んでいます。また、地震や台風、土砂災害などの自然災害で被害を受けた全国の被災地にも、会員生協の支
援活動が行われています。

「西日本豪雨関連支援活動」

「東日本被災地支援」

広島県と岡山県倉敷市へ泥かき等の支援を行いました。 みやぎ県南医療生協の「わいわい山元まつり」でたこ
広島へ4回（延べ17名）、倉敷へ3回（延べ11名）実施 焼きを販売。現地の人たちと交流を行いました。
しました。
神戸医療生活協同組合（2018年10月）
神戸医療生活協同組合（2018年7月〜8月）

「大人のリフレッシュツアー」

福島の方を神戸へお招きする「大人のリフレッシュツ
アー」を開催。今回で4回目となりました。
生活クラブ生活協同組合都市生活（2018年12月）

兵庫県生協連

「兵庫労済創立60周年記念チャリティイベント
『ミュージカル KINJIRO ！』」

来場者に総額118,467円の募金をいただき、日本赤十
字社を通じて被災地にお届けしました。
こくみん共済 coop（2019年3月）

「西日本豪雨・台風21号で被災した提携生産者へ
のお見舞い」

組合員から集めたカンパ金を、野菜の提携生産者にお
見舞金として贈呈しました。
生活クラブ生活協同組合都市生活（2018年12月）

「『たけのこ』の竹林整備」

真備町の名産である「たけのこ」の竹林整備を行いま
した。
兵庫県内の10の高校より70名の学生が参加しました。
生活協同組合コープこうべ（2019年3月）

東日本被災地支援活動

●被災地への息の長い支援活動を続けるため、兵庫県生協連では一般社団法人クリエイト兵庫と連携して、2013年から
宮城県亘理郡山元町で会員生協のみなさんと被災地支援活動を行っています。
2018年度は、10月と3月に全国からの支援者や「みやぎ県南医療生協」の方々、会員生協のみなさんとともに「わい
わい山元まつり」の支援や「被災地視察」を実施しました。8年が経過し、お困りごとやご要望も多様化する中、2019
年度も引き続き10月と3月に支援活動を行います。被災地と被災された方々に寄り添い、今後も支援活動への参加を呼
び掛けていきます。

山元町「わいわい山元まつり」（2018年10月）

花釜区交流センターでの交流（2019年3月）

浪江町「希望の牧場」（2019年3月）
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広げよう！平和の想い
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。

ピースアクション2019 第1弾
「
『舞鶴引揚記念館』
を訪ねて」
を開催
●2019年度のピースアクションは、3回にわたり身近な戦争遺跡を訪ねます。
8月21日、第1弾として39名が「舞鶴引揚記念館」と「赤れんが博物館」を
訪ね、平和への尊さを学びました。
今回訪れた「舞鶴引揚記念館」は、1988年（昭和63年）に建設されました。
舞鶴が戦後13年にわたり引揚者を迎え入れていた歴史や、抑留の史実を後世に
継承し、平和への尊さを広く発信するために造られた施設であるため、
「引き揚げ」
や抑留場所であった「シベリアでの生活」について詳しく学ぶことができました。
また「赤れんが博物館」は、1903年（明治36年）に、旧舞鶴海軍の魚雷倉庫
として建設されました。館内には「歴史を証言するれんが」として、
「アウシュビッ
ツ＝ビルケナウ強制収容所」のれんがや、
「原爆ドーム」のれんがを展示してお

「舞鶴引揚記念館」参加者全員で記念撮影

り、れんがの歴史を学ぶとともに、世界の平和について学ぶことができました。
第2弾「
『鶉野飛行場』を巡る」を10月に、第3弾「戦争遺跡ウォーク」を
2020年3月に開催し、平和への取り組みをすすめていきます。

「赤れんが博物館」館内の説明を聞く参加者
「舞鶴引揚記念館」引き揚げについて学ぶ参加者

「舞鶴引揚記念館」語り部のはなしを聞く参加者

県内各所での「平和」への取り組み
●県内の購買生協・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。

消費者の声をひろげよう
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。

次世代の消費者教育の取り組み
●大学生協事業連合 関西北陸地区では、「消費者（大学生等）・事業者・行政」三者によるワークショップ「三者（みんな）
のチカラで STEP UP ⤴」が開催され、「社会や環境を意識した行動（エシカル消費）のために大学生と協働で実践できる

こと」をテーマに115名が参加しました。大学生自身が企画・運営するこのワークショップは、これまでも消費者市民社
会の実現に向け、三者が地域における役割や連携による取り組みを考えてきましたが、今回は、これから1年間の三者の消
費者教育活動の指針を作り出そうと試みました。今回出された企画・提案の中から厳選して2019年度に実施し、ワークショッ
プで生まれたアイデアの実践を通じて消費者市民社会の実現を目指していきます。

ワークショップ参加者全員で記念撮影（2019年2月）
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ワークショップの様子

みんなで健康づくり
「すべての人に健康と福祉を（SDGs目標③）
」を目標に、誰もが生涯にわたり健康で、生き生きとくらせる社会の実現
を目指します。

ひょうごまるごと健康チャレンジ2019
●これまで、各医療生協が取り組みをすすめてきた「健康チャレンジ」。
2018年度から医療生協の枠を超え、県下の生協や協同組合が一緒に
なって取り組む「ひょうごまるごと健康チャレンジ」を実施しています。
「心と身体の健康習慣づくり」を後押しする取り組みとして、行政や
諸団体等との連携を通して、県民の健康づくりに繋げています。
2019年8月1日〜12月31日

※期間中の30日間

参加無料で好きなコースにエントリーし、目標を決めてチャレンジ。
終了後は「結果報告はがき」を提出（WEB エントリー・結果報告も可能）
【はじめさんコース】

WEB エントリーが
おすすめです

①あいうべ体操
②外出やおしゃべり
③禁煙や適度な飲酒

健康チャレンジは

④正しい手洗い

WEB からもエン

【はかるさんコース】

トリーおよび報告

⑤食べ方をはかろう
⑥血圧をはかろう

ができます。

⑦歩数と体重をはかろう

https://health-challenge.jp/hyogomarugoto

【いどむさんコース】
⑧チャレンジする内容を自由に設定しましょう

くらしの安心

広がる組合員相互の助け合い（共済）の輪

いざという時の暮らしの安心を支える共済
●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（こ
くみん共済 coop）があります。
自転車事故等の日常生活の賠償事故への備え
や、火災・医療・生命・交通傷害・マイカー
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行ってい
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。

各生協のパンフレット
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生活協同組合コープこうべ

所在地 神戸市東灘区住吉本町1丁目3-19
https://www．kobe.coop.or.jp
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年に「生活協同組合コ
―プこうべ」に改称、2011年度には大阪北生協
と合併し、現在、組合員数は170万人（大阪北エ
リア含む）
。2年後の2021年、創立100周年を迎
えます。今、私たちは次の100年に向けて「未来
につながる、地域づくり・ひとづくり」をすすめて
います。

生活協同組合連合会コープ自然派事業連合

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 西宮市山口町上山口上芦原78-2
http://hyogo.seikatsuclub.coop/

生活協同組合コープ自然派兵庫

所在地 神戸市西区見津が丘4丁目10番5号
http://www.shizenha.ne.jp/hyogo/

安 全な食品を求める共同購入会を母体として
1986年の生協設立から今日まで、
「食」
「環境」
2002年に生協として活動をはじめました。
「田ん
「暮らし」の安全安心を、他人任せにせず、協同の
ぼから食卓へいのちをつなげよう」の理念のもと、
力で創り出すことに取り組んできました。
食とくらしの安心・安全を守る輪をひろげることを
F
（Food・食べもの）・E
（Energy・エネルギー）
・
めざして共同購入事業（個人宅配・班配達）を行っ
C
（Care・福祉）の地域循環をつくりだす「F・E・
ています。
C 自給ネットワークづくり」をすすめています。生
誰もが有機農産物を食べられる社会をめざして
活クラブ生協のビオサポ活動、電気の共同購入、
そして「たすけあい」の地域づくりを兵庫で具体化 「国産オーガニック」を推進し、脱原発や憲法問
題などに取り組み安心してくらせる社会をめざして
していきます。
います。

西宮市職員生活協同組合

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

尼崎信用金庫職員生活協同組合

所在地

尼崎市開明町3丁目30番

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、組合員と生
産者との結びつきを強めたいと考えています。農
業だけでなく地域社会全般を崩壊させる可能性が
高い TPP に反対し、原発に依存しない社会を目
指しています。国産小麦・国産米を使ったパン工
房では国産有機原料のパンに加え惣菜パン開発
にも取り組んでいます。また、友好生協との連帯
事業である( 株 )コープ食材製造の
「生協の食材セッ
ト」も順調な伸びを続けています。

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目指します。

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。

神戸大学生活協同組合

関西学院大学生活協同組合

神戸市外国語大学消費生活協同組合

所在地 神戸市灘区六甲台町
http://www.kucoop.jp
神戸大学は、神戸市灘区に5キャンパス、東灘区、中央
区、須磨区にそれぞれキャンパスを構える広域な大学です。
神戸大学生協は全てのキャンパスに食堂とショップがあり、
キャンパス内に21店舗を構えています。各店舗はキャンパス
の特性（文系・理系、複合学部キャンパス、男女の割合等）
により、求める商品・サービスも少しずつ異なります。
また、平成28年度からはこれまでのセメスター制 ( 前期・
後期）からクォーター制を導入しました。このクォーター制
を利用し、語学留学等に行く機会が増えたのではと思いま
す（ギャップタームの利用）
。生協としましても、これまでの
支援・サービス活動から新たな展開を求められており、しっ
かり組合員のニーズにお応えできるように日々努力しています。
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生活クラブ生活協同組合都市生活

所在地 西宮市上ケ原一番町1-155関西学院内
http://www.kgcoop.jp
関学生協は、西宮上ケ原キャンパス・神戸三田
キャンパス・西宮聖和キャンパスで、食堂・書籍・
購買・旅行・住宅・共済・キャリア形成支援などの
事業を行っています。大学が2014年度の文部科
学省「スーパーグローバル大学創成支援事業」に
採択されるなど、大学のグローバル化やアクティブ・
ラーニングの推進といった動きの中で、生協も大
学に貢献できるように努力していきたいと思います。

所在地 神戸市西区学園東町9丁目1番地
http://www.hanshin.coop/kcufs/
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。
食 堂と購買の 全面リニューアルを行いました。
同時に神戸市看護大学の店舗運営を行っています。

甲南大学生活協同組合

所在地 神戸市東灘区岡本9丁目6-4
http://www.knu.jp/

兵庫県立大学生活協同組合

所在地 神戸市西区学園西町8丁目2-1
http://www.uhcoop.jp

神戸薬科大学生活協同組合

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

甲南学園は2019年4月、創設100周年を迎え
ました。学園創立100周年記念オリジナル商品「牛
ノスキ焼」を、西村ゼミと甲南大学生協で共同制
作しました。
また、甲南大学生協は、2020年1月に、生協
設立から50年を迎えます。設立当初から昨年度
新たに始めた事業まで、これまでの歩みをまとめ
た50年誌を編纂中です。
これを機に更に、組合員の皆さまの大学生活を
応援し支えられるような店づくりを、スタッフ一同
努力して参ります。

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6,600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。

2013 年 春 の 新 施 設 移 転 後、ショップ・食 堂
ともに順調に利用を増やすことができています。
ショップでは組合員の声から旅行業の取扱いを拡
大、提供できるサービスが増え、さらに便利にな
りました。食堂ではピーク時の混雑緩和の取り組
みの強化、学内寮食堂の改装も行いました。
神戸薬科大学生協は組合員との近さが特徴です
が、今後も組合員の声を活かし、常によりよい店
舗づくりに取り組み、毎日利用してもらえるような
お店となるようスタッフ一同努力して参ります。

神戸親和女子大学生活協同組合

大手前大学生活協同組合

園田学園女子大学生活協同組合

所在地 神戸市北区鈴蘭台北町7丁目13-1
http://www.hanshin.coop/shinwa
神戸親和女子大学生協は、小さな大学生協で
はありますが、休み時間には多くの組合員が食堂、
書籍購買店を利用してくださり、非常に活気があ
ります。
先生を目指されている組合員が多く、授業や学
外実習、そしてボランティアやクラブ・サークル活
動等と多忙なキャンパスライフを送られています。
そのような組合員のキャンパスライフを支持する
ために、職員一同が創意工夫をもって運営に取り
組んでいます。

甲南女子大学生活協同組合

所在地 神戸市東灘区森北町6丁目2-23
http://www.hanshin.coop/konan-wu/index.html
甲南女子学園100周年事業の一環として建てられた10
号館には、2018年度開設の医療栄養学部関連の教室や
実習室、研究室に加え、広々とした学生フリースペースが
設けられています。この10号館では、学生の「声」を実
現し、生協の関連会社によるファミリーマートの運営も始
まりました。組合員に提供できるサービスがさらに広がり、
大学生活をより楽しく、より便利に過ごしていただけるよう、
スタッフ一同日々努力を重ねています。いよいよ、2020
年には甲南女子学園創立100周年を迎えます。これから
も大学がさまざまな変化を遂げる中、学生の豊かなキャ
ンパスライフの実現のため、生協の立場から貢献し、組
合員満足度の向上を目指して取り組んでまいります。

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

所在地 尼崎市南塚口町7丁目29-1
https://sonoda.u-coop.net/

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。

95年に設立し、大学内での事業以外に中学高
等学校の食堂運営も受託し、学園全体をサポート
しています。加入して良かったと思って戴けるよう、
組合員の優位性を実感してもらえる取組みを行っ
てゆきます。
「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
生協を創ります」
これらのミッションを具体化すべく、引続き取組
んで参ります。

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 大学生協事業連合 関西北陸地区

所在地

神戸市西区学園東町8丁目3番地

当生協は全国でも数少ない高等専門学校の生
協です。学内では15歳から22歳までの学生が学
びを共にしており、生協に求められる役割は決し
て少なくありません。限られた経営資源の中で、
組合員からの多岐にわたる要望にお応えできるよ
う、日々、試行錯誤しております。
また、恒久的な課題にしている「学校になくて
はならない生協」を実現すべく、より一層、学校
との連携・協業の意識を強め、勉学への貢献と福
祉厚生の充実に取組んでまいります。

所在地 大阪市淀川区西宮原2丁目7-15 大学生協大阪会館
https://u-coop.net/
2018年11月に北海道・東北・東京・東海・九州
と組織合併を行いました。全国の仲間と一緒になっ
たことで、より一層大学という組織の中で何がで
きるか、何をすべきかを模索しているところです。
引きつづき、
『会員生協のビジョンを実現に』のテー
マは変わらずに、より会員生協の経営と組織運営
に貢献する組織を目指してまいります。
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神戸医療生活協同組合

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

所在地 尼崎市南武庫之荘11丁目12-1
https://hansiniseikyo.or.jp

阪神医療生活協同組合

所在地 尼崎市長洲本通1丁目16-17
https://hansiniseikyo.or.jp

神戸医療生協は、2020年度に創立60周年を
迎えます。健康づくりや助け合い、世直しのとり
くみを通じて、安心してくらせるまちづくりをすす
め、地域の期待に応えられる医療生協をつくるた
めに、第8次三か年計画をスタートさせました。く
らしの視点で医療と介護に一体的にとりくむとと
もに、組合員参加をつよめ、医療と介護の質の向
上にとりくみ、組合員と地域の要求で新たな事業
を創造していきます。

尼崎医療生協は、1974年の3法人合併より45
年を超え、
「人とつながり支えあう」
「いのちの平等」
を掲げて、保健医療介護の事業活動と運動をすす
めています。2017年より尼崎医療生協第四次5カ
年計画を策定し、地域住民と組合員のニーズに応
える「医療生協の地域包括ケア」の実践をすすめ
るべく準備しています。地域住民、組合員の協同
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。

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６、介護事
業１５、福祉事業３の２４事業を運営しています。
組合員同士の連携と互いの助け合いをめざす活
動としてふれあい支えあいグループを広げています。
また、支えあい活動の推進として地域支えあいの
会 やまびこ が、地域の団体やグループとも連
携し取り組みを広げています。

宝塚医療生活協同組合

姫路医療生活協同組合

ろっこう医療生活協同組合

所在地 宝塚市御所の前町15-21
http://www.takarazuka-mcoop.net/
○地域ニーズに沿い 安定した経営構造を維持し
た 事業展開を具体化しよう
○ 憲法を活かし 人権意識を高める 社保・生協
活動を推進しよう
○誰もが集えるまちづくりを 協同の営みではかっ
ていこう
をスローガンに無床診療所２、介護事業７を事業
運営しています。阪神間を定款地域に、組合員約
14千人、出資金3.3億円、支部11。組合員センター
３ヶ所、班は１７０を超え、年間２千回超の班会
開催など活発な地域活動を行なっています。

たじま医療生活協同組合

所在地 豊岡市今森465-1
http://tajima-coop.com/
少子高齢化がより進む但馬地域で、「住み慣れ
た地域で誰もが安心して住み続けられるまちづくり」
のため、くらしと健康に価値ある存在として、診
療所・介護事業所・くらしの助け合いの会「なんなっ
と」の活動を通じ、地域のネットワークを広げて
います。暮らしの中で困ったことがあれば、組合
員の枠を超えての医療・介護・生活支援ができる
よう地域包括ケアのネットワークづくりをめざして
いきます。
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尼崎医療生活協同組合

所在地 姫路市双葉町10
http://www.himeji-mcoop.or.jp
姫路医療生協は「その人らしく、気持ちよく生
きる」を基本理念に、地域包括ケアを推進してい
ます。2019年4月には、小規模多機能事業所か
らの転換型で「看護小規模多機能事業所」を2か
所開設しました。在宅サービスにおける医療的ケ
アや在宅看取りニーズにさらにお応えします。同
時に組合員サービス部（地域担当部署）の事務所
を新築移転し、名称も地域サービス部に変更し、
「地域サービスセンター」を開設しています。

ひまわり医療生活協同組合

所在地 尼崎市西立花町2-14-8
http://himawari.coop/himawari/
組合員の自主組織「ひまわり健康づくりの会」
が中心になり、様々な活動を行ってきました。
地域の民生委員・児童委員有志やボランティア
グループの方々とともに「ほっとぷらっとの会」
（子
ども食堂）を結成し、月2回、地域の子どもたち
や高齢者の方々に、温かい食事とゆったりと過ご
せる場所を提供しようと活動してきました。支援
の輪が広がるなか、それをさらに地域づくりの輪
へと発展させるべく頑張ってまいります。

所在地 神戸市灘区水道筋6丁目7-11
http://www.rokko-mcoop.or.jp
昨 年 度、兵 庫 県 内 の 生 協 が 協 同 で 取り組 ん
だ「ひょうごまるごと健康チャレンジ2018」では
1,015名が登 録し健 康づくりに参加をしました。
今年度も「ひょうごまるごと健康チャレンジ2019」
に参加をし、健康づくりや生活習慣の見直し・改
善につなげます。また新しい介護予防運動の「ス
クエアステップ」にも取り組み、組合員・地域住
民の転倒予防や居場所づくりにつなげます。

神戸市民生活協同組合

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
神戸市民生協は、現在火災・医療等の共済事
業、個人賠償責任補償等の保険代理事業及びコー
プ共済の受託共済事業を行っております。
当生協では「神戸市民・兵庫県民のみなさまに
信頼され選ばれる生協であるために」をビジョン
に掲げ、そのための行動として「安心」のお届け、
「地
域」に貢献及び「人材」の育成の3つをアクション
プランとして取り組んでおります。
今後も、地域に根ざした生協として事業運営を
行ってまいります。

尼崎市民共済生活協同組合

姫路市民共済生活協同組合

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 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

尼崎市民共済は、昭和30年に個人の力では防
ぎきれない災害を共同の組織により相互扶助の精
神に則りできるだけ安い掛け金で共済しあうこと
を目的に創立され、現在は、火災共済、交通等傷
害共済、日本コープ共済連の生命共済の3共済商
品を組合員の皆さまに提供しております。
今後も、地域に根差した共済組合として、組合
員の皆さまへ安心・安 全をお届けするとともに、
組合員相互の生活文化の向上を図るため活動を展
開してまいります。

当組合は、火災共済・交通共済・生命共済・個
人賠償責任補償の各事業を実施しております。基
本理念である「相互扶助・助け合いの精神」に基
づき、地域の皆様に安心・安全をお届けするため
に事業推進を行っております。
今後も「迅速・丁寧な対応」を心がけ、安心の
保障をより多くの人々に届けられるよう、
「顔の見
える身近な市民共済」として、きめ細かい・丁寧
な対応に努めてまいります。

兵庫労働共済生活協同組合

近畿労働金庫 兵庫地区本部

所在地 神戸市中央区中町通4丁目1-1
http://www.zenrosai.coop/hyogo
兵庫労済（こくみん共済 coop 兵庫推進本部）
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。

西宮市民共済生活協同組合

所在地 西宮市本町5番33号
http://www.shiminkyosai.jp
当組合では、火災共済・交通傷害共済・医療生
命共済等の共済事業を中心に組合員の暮らしの安
心・安全を提供しております。また、生損保商品
を取り扱う子会社を併設し、組合員のあらゆる補
償ニーズに対応できるよう努めております。今後
も地域に根付いた共済生協として法令遵守に努め、
組合員の暮らしの安心・安全に貢献できるよう取
り組んでまいります。

所在地 神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランド
センタービル・オフィス棟14階
https://www.rokin.or.jp/

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
はもちろんのこと、職場に組合がなくても勤労者
であれば、どなたでも利用できます。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。
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会員生協一覧
（数値は2018年度末）

種別

購

大

医

共

買

学

療

済

生協名

連 合 会

郵便番号

電話番号

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

一史

神戸市東灘区住吉本町1丁目3-19

658-8555

078-856-1003

078-856-1227

1921.05.26

※1,459,641

※32,039,729

※225,184,702

●

●

生活クラブ生活協同組合都市生活

小谷

里香

西宮市山口町上山口上芦原78-2

651-1421

078-904-3260

078-904-3382

1986.12.01

13,743

1,041,628

2,483,342

●

●

生活協同組合コープ自然派兵庫

正橋裕美子

神戸市西区見津が丘4丁目10番5号

651-2228

078-998-1671

078-998-1672

2002.12.04

36,261

896,789

4,623,059

●

●

生活協同組合連合会 コープ自然派事業連合

神野

利夫

神戸市西区見津が丘3丁目8番5号

651-2228

078-998-0850

078-998-0851

2002.12.26

（連合会）7

1,839,700

15,530,684

●

●

西宮市職員生活協同組合

青山

弘

西宮市六湛寺町10-21

662-0918

0798-35-3036

0798-35-3094

1969.01.04

4,318

6,102

132,926

●

●

尼崎信用金庫職員生活協同組合

岩村

弘

尼崎市開明町3丁目30番

660-0862

06-6412-5470

06-6412-9022

1977.11.24

2,499

2,499

3,370

●

神戸大学生活協同組合

西野

友年

神戸市灘区六甲台町

657-0013

078-871-3691

078-882-5740

1957.12.21

19,844

362,017

2,572,004

●

●

関西学院大学生活協同組合

髙岡

裕之

西宮市上ケ原一番町1-155関西学院内

662-0891

0798-53-7001

0798-53-5755

1959.12.22

30,535

449,908

3,025,078

●

●

神戸市外国語大学消費生活協同組合

中嶋

圭介

神戸市西区学園東町9丁目1番地

651-2187

078-794-8191

078-797-2464

1966.09.20

2,999

57,005

383,444

●

●

甲南大学生活協同組合

都染

直也

神戸市東灘区岡本9丁目6-4

658-0072

078-451-1371

078-451-8647

1970.07.09

10,455

282,766

1,077,082

●

●

兵庫県立大学生活協同組合

加納

郁也

神戸市西区学園西町8丁目2-1

651-2197

078-795-0939

078-795-0998

2007.09.01

6,781

146,660

923,093

●

●

神戸薬科大学生活協同組合

松家

次朗

神戸市東灘区本山北町4丁目19-1

658-0003

078-441-7521

078-453-3568

1992.12.21

1,790

52,515

305,203

●

●

神戸親和女子大学生活協同組合

大島

剛

神戸市北区鈴蘭台北町7丁目13-1

651-1111

078-595-0303

078-595-0565

1992.12.22

1,570

31,015

116,679

●

●

大手前大学生活協同組合

久木

一直

西宮市御茶家所町6-42

662-0961

0798-33-4900

0798-33-4140

1994.06.23

2,203

43,865

98,921

●

●

園田学園女子大学生活協同組合

小田桐良一

尼崎市南塚口町7丁目29-1

661-0012

06-6422-5794

06-6422-5889

1995.09.04

3,063

41,530

224,021

●

●

甲南女子大学生活協同組合

湯淺

章子

神戸市東灘区森北町6丁目2-23

658-0001

078-435-5270

078-435-5271

1996.08.08

4,391

86,490

243,021

●

●

神戸市立工業高等専門学校生活協同組合

小森田

敏

神戸市西区学園東町8丁目3番地

651-2102

078-795-4051

078-795-4052

2007.12.21

1,368

13,690

125,793

●

●

生活協同組合連合会
大学生協事業連合 関西北陸地区

中森

一朗

532-0004

06-7659-9799

06-6396-4530

1985.08.31 （連合会）
1,420,000 （連合会）2,960,000 （連合会）165,800,000

●

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

078-641-1654

1963.06.04

57,028

1,906,201

4,640,135

●

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

06-6436-9511

1969.09.13

57,126

2,133,417

6,501,046

●

阪神医療生活協同組合

中村

大蔵

尼崎市長洲本通1丁目16-17

660-0803

06-6494-8394

06-6494-8395

1970.03.24

15,759

207,238

1,764,481

●

宝塚医療生活協同組合

砂盛

光偉

宝塚市御所の前町15-21

665-0041

0797-69-6121

0797-69-6223

1972.12.06

13,718

331,838

686,425

●

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

079-284-2647

1974.08.01

20,641

439,737

4,830,621

●

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

078-802-1649

1981.04.08

17,359

569,885

1,268,940

●

たじま医療生活協同組合

安木

洪

豊岡市今森465-1

668-0851

0796-24-7035

0796-24-7010

1995.09.13

4,462

64,965

367,427

●

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

06-6411-0600

06-6411-0160

2000.04.03

1,255

52,277

105,561

●

神戸市民生活協同組合

油井

洋明

651-0096

078-241-2265

078-241-2271

1955.03.18

213,727

737,830

1,331,640

●

尼崎市民共済生活協同組合

本田

良生

660-0881

06-6481-0005

06-6482-2409

1955.12.27

36,554

262,168

328,706

●

姫路市民共済生活協同組合

岡村

卓治

670-0955

079-222-8877

079-222-8820

1956.08.20

76,068

295,508

283,761

●

西宮市民共済生活協同組合

岸本

正

西宮市本町5番33号

662-0914

0798-23-5566

0798-35-0041

1960.07.25

56,770

689,817

182,486

●

酒井

行雄

神戸市中央区中町通4丁目1-1

650-0027

078-371-6502

078-366-2207

1960.11.04

※471,768

※2,755,154

※98,488

●

近畿労働金庫兵庫地区本部

本多

義弘

神戸市中央区東川崎町1-3-3
神戸ハーバーランドセンタービル・オフィス棟14階

650-0044

078-371-1201

078-371-2273

1950.12.15

兵庫県生活協同組合連合会

木田

克也

650-0011

078-391-8634

078-392-2059

1950.12.15

※購買生協（コープこうべを除く）、大学生協は供給高を表記
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所

山口

兵庫労働共済生活協同組合

の会員

住

生活協同組合コープこうべ

（こくみん共済 coop）
生協以外

代表者氏名

大阪市淀川区西宮原2丁目7番15号
大学生協大阪会館

神戸市中央区雲井通5丁目3-1
サンパル8階
尼崎市昭和通2丁目6-68
尼崎市中小企業センター7階
姫路市安田4丁目1番地
姫路市役所北別館内

神戸市中央区下山手通4丁目16-3
県民会館4階

※「コープこうべ」は兵庫県内の数値

（近畿）1,575,259 （近畿）15,950,658 （融資高）1,331,309,253

（連合会）33

8,470

指導連絡調整

※「兵庫労働共済生活協同組合」は 5 月末の数値
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協同組合のアイデンティティに関する ICA 声明
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与」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。

定

義

価

値

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、

協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、そし

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

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

自発的に手を結んだ人々の自治的な組織である。

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。

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 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 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 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 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。

（第 7 原則）コミュニティへの関与
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

●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

可能な発展のために活動する。

に、世界的な協同組合運動の新しいシンボ
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り、 新 た に コ ー プ マ ー ク を 作 成 し ま し た。
このマークは、使用する協同組合が世界的な

それが、生協運動の理想です。

協同組合運動の一員であることを示し、他の

助けあいのこころ。

事業体との違いについて認知度を高めていく

それが、みんなで力をあわせてつくった生協の精神です。

ことを目的としています。
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