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2015年4月27日から、ニューヨークで開催された核兵器不拡散条約（NPT）再
検討会議にあわせて、生協では、4月24日～5月1日まで45生協91人の生協代表
団を派遣しました。現地では、日本原水爆被害者団体協議会が派遣する48人と合
わせて139人の合同代表団を結成し、被爆者の方と共に、世界に向けて被爆の実
相を伝える活動や、核兵器廃絶に向けた取り組みをすすめました。
そして、被爆者をはじめ、国連・日本政府関係者など100人が参加した平和首

長会議主催の「ヒロシマ・ナガサキ　アピール集会」では、核兵器禁止条約の交渉
開始を求める署名89万筆の目録を、国連軍縮担当次席上級代表に手渡しました。
被爆者の皆さんは「1発目が広島、2発目が長崎。そして、万が一にも、3発目

の核兵器が発射されると人類は破滅する。絶対にそうさせてはならないし、その本
当の悲惨さを語れるのは自分たちしかいない」という悲愴な思いで活動をされまし
た。決して諦めることなく、地道に活動をされておられることに、心から敬意を表
したいと思います。
2015年8月、70回目の広島、長崎の『原爆の日』。
そして、『終戦の日』を迎えました。　
戦争が終わった後も、長く人々を苦しめる核兵器は、正に非人道的兵器であり、

地球上から根絶すべきであると思っております。
70年を経た今、私たちに必要なことは、「被爆や戦争」の記憶を語り継いでいく

ことです。　
これからも、皆様とご一緒に、平和問題について考えてまいりたいと思います。
今から64年前の1951年（昭和26年）に、日本生活協同組合連合会が設立され

ました。その時の、創立宣言をご紹介させていただきます。

【平和と　より良き生活こそ　生活協同組合の理想であり、
この理想の貫徹こそ　現段階において　われわれに課せられた　最大の使命である】

　戦後70年の節目を迎えるにあたり、あらためてこの創立宣言を大切にすると
同時に、皆様とご一緒に継承していかなければならないと考えております。
　地域の組合員が、平穏で、安心してくらせる。
また、くらしの困りごと、くらしの課題を解決していくための大前提は、【平和】

であること、組合員の“平和への思い・ねがい”は、生協の最も根本的な運動です。
そして、【より良き生活】の実現に向けて、生協運動をすすめていかなくてはな

らないと思っております。
会員生協の皆様、そして、行政・諸団体の皆様と、ご一緒に『平和とより良き生活』

の実現と、【自助、互助、共助、公助】の地域社会づくりに、お役立ちができるよう、
生協としての役割をいっそう発揮したいと考えます。
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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あの阪神・淡路大震災から20年。兵庫は内外から多くのご支援や励まし

をいただきながら、創造的復興をめざし懸命の努力を積み重ねてまいりまし

た。被災者の生活支援や、高齢者の見守り、災害に強いまちづくりなど、手

探りの挑戦が続くなか、被災者をはじめボランティアなど、多くの皆さんの

知恵と努力、そして何より人と人との支え合いによって幾多の困難を乗り越

えてきたのです。

兵庫は今、震災からの創造的復興を礎に、新しい地域づくりをめざし歩み

始めました。人口減少や東京一極集中など、成熟社会の様々な課題が顕在化

するなか、兵庫らしさを生かした「地域創生」の取り組みを本格化させてい

ます。

日本の縮図といわれ、多様性を持つ本県では、地域の多様性を尊重し、人

や地域の絆によって共に支え合うという価値観を育んできました。大都市か

ら農山漁村まで、個性豊かな地域がそれぞれの機能を分担しながら連携し、

活力を持って自立できる兵庫をつくらなければなりません。

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される協同組合の役割

は、ますます大きくなっています。

これからも、生協の父・賀川豊彦が教え育んだ「愛と協同の精神」を継承

し、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、豊かにする様々な事業に取り組んでいただくことを大いに

期待しています。

ともに力を合わせ、「安全で元気なふるさと兵庫」の創造をめざして取り

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
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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。

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

会員生協間の事業と活動の連携と交流を促進します

第10回 初級経理学校　(2015年1月 )
演習問題に取り組みながら５日間の研修を終え、経理実務の第一歩を刻み
ました

兵庫県生協連と地元会員生協による「介護保険制度改定に伴う市町村訪問
（姫路市）」を実施 (2014年11月 )
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、豊岡市を訪問しました

兵庫県との共催「監事研修会」（2014年11月）
監事の役割と監査実務のあり方を学びました

新春トップセミナー（2015年1月）
公益財団法人消費者教育支援センター 総括主任研究員 柿野 成美 氏
消費生活に関する行動を振り返り、「消費者市民社会」の実現について学
びました

●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。

2014年度兵庫県生協大会（2014年10月）
ＮＨＫ大阪放送局 アナウンサー 住田 功一 氏
震災を語り継ぐことの大切さや、次の災害へ
の備えについて参加者とともに考えました
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協同組合間協同（生協・ＪＡ・ＪＦ・森林組合）の前進をはかります

行政並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（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、生協・農協（ＪＡ）・漁協（ＪＦ）・森林組
合が連携して次世代の協同組合の発展に向け取り組む、「虹
の仲間づくりセミナー」を実施しています。
●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。
　また昨年は、兵庫県生協連が啓発チラシを作成し、全会員生
協で組合員に消費者トラブルの被害防止を呼び掛けました。

●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。

第93回　国際協同組合デー・兵庫県記念大会（2015年7月）
さわやか福祉財団 弁護士　堀田 力 氏
地縁組織を活性化させて、住民同士が一緒に地域づくりを行う

「地域福祉と協同組合の役割」について講演

兵庫 JCC「協同組合研究・交流会」(2015年３月 )
コープこうべ（神戸市東灘区）六甲アイランド食
品工場、魚崎浜要冷集配センターを見学。協同組
合間の相互理解を深めました

「豊かな森が豊かな海を育てる」を合言葉に森づく
りを行う「兵庫 JCC　虹の仲間で森づくり」
(2014年12月 )
協同組合の仲間、約220人で森の除伐作業を行い
ました

「虹の仲間づくりセミナー」（2015年９月）
次世代を担う協同組合の職員同士の交流と学びを目
的に全３回の連続講座に３９名が参加。協同学苑 野
尻 武敏 学苑長の講義でスタートしました

兵庫県「事業者による消費者トラブル防止事業」
コープこうべ「消費者学習地域推進プログラム」学習会(2015年３月)
悪質商法による消費者トラブルの実例をもとに、地域の方々を対
象に10会場で出前講座の学習会を行いました

「ひょうご消費者セミナー2014」（2015年3月 )
「正しく知ろうよ！健康食品～かしこい消費者になるた
めに～」をテーマにトラブルから身を守る方法を楽し
く学びました
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国際協同組合同盟（ICA）

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

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─
全国大学生協連─
医療福祉生協連─
コープ共済連─
全労済─

●～阪神・淡路大震災20年・兵庫ＪＣＣが「ひょうご安全の日のつどい」に参加～
　兵庫県内の生協、農協、漁協、森林組合の４つの協同組合で組織する兵庫県協同
組合連絡協議会（兵庫ＪＣＣ）は、2015年1月17日、阪神・淡路大震災の経験
と教訓を広く発信する「ひょうご安全の日のつどい」（なぎさ公園・神戸市中央区）
に参加しました。
　この事業は、阪神・淡路大震災の犠牲者を追悼し、教訓を忘れることなく「伝える」
「備える」「活かす」ことで、「1.17」を語り継ぐことを目的に実施されています。
　兵庫ＪＣＣではＪＦ（漁協）の「海鮮汁」、ＪＡグループ兵庫の「塩おにぎり」の
500食の炊き出しを行い、早くから行列ができました。さらに協同組合が地域社
会で果たす役割についてのパネル展示のほか、活動内容のパンフレットを手渡し、
兵庫ＪＣＣの活動をＰＲ。来場者とともに、次の災害に備える意識を新たにしま
した。

●兵庫県生協連は、消費者庁「平成27年度消費者支援功労者表彰」の「内閣府特命
担当大臣表彰」を受賞いたしました。「消費者支援功労者表彰」は、消費者利益の
擁護及び増進を図ることを目的に、各方面で活躍されている方々を表彰する制度
です。
　今回の受賞は、「地域に根ざした活動を行い、自立した消費者の育成に向けた活動
を兵庫県と協働して推進した」ことによるものです。消費者問題に関する学習会
や「消費者セミナー」の開催、機関誌への消費者トラブル情報の掲載、また、兵
庫県と協定を結び会員生協とともに消費者教育を行ったことなどが評価されました。
兵庫県生協連では、この度の受賞を機として、会員生協のみなさまと一緒に、地
域の組合員とともに安心して暮らせる消費者市民社会づくりに取り組んでまいり
ます。

【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 :	 33会員
▪出 資 金 :		847万円（2015年9月末現在）	

●2015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 髙橋　秀行 関西学院大学生協  専務理事

専 務 理 事 野間　　誠 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

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  監事

酒井　行雄 兵庫労働共済生協　理事長

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

藤井　貴浩 兵庫県立大学生協　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　副理事長

山添　令子 コープこうべ　常務理事

塩おにぎりと温かい海鮮汁の炊き出しを行いま
した（2015年１月）

山口俊一 内閣府特命担当大臣（右）より表彰状
が授与されました

（2015年5月）

兵庫県生活協同組合連合会の組織

経験と教訓を語り継ぎ、災害に備える力を

平成27年度 消費者支援功労者表彰を受賞
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兵庫県生協連　東日本被災地支援活動

●被災地を忘れない。息の長い支援活動を続けるため、兵庫県生協連では一昨年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。　
　2014年度は、９月と11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「健康
チェック」、「地域訪問」などを実施。お困りごとやご要望も多様化しています。また、2015年度は7月と9月に「健康チェッ
ク」や「草刈り」などの支援活動のほか、福島県の被災地エリアの視察や女川原発を間近に臨み、地域の状況についてお
話を伺いました。これからも、被災地と被災された方々に寄り添い、支援活動への参加を呼び掛けていきます。

「こうべ・あわじリフレッシュツアー」生活クラブふく
しまの組合員を招いて淡路島での海水浴等を楽しんで頂
きました。

（生活クラブ都市生活・2015年７月）

コープサークルのみなさんが協力し、整理・
仕分けしたベルマークを南三陸町立 伊里前小
学校に寄贈。ベルマーク預金で、「車イス」、
各教室に「空気清浄器」を購入することがで
きました。（コープこうべ・2015年4月）

若手職員を中心に、山元町花釜
地区において、現地の医療生協
の班とともに炊き出し支援を行
いました。震災当時から継続し
て炊き出し等を行って、地域コ
ミュニティの再生に向けた動き
も模索しています。

（尼崎医療生協・2015年9月）

岩手県大船渡市にのべ4チー
ムの職員を派遣して歌体操
を実施しました。「みかんの
花咲く丘」や「大きな栗の
木の下で」を歌いながらの
体操は、脳トレにもなるそう。
8か所の仮設住宅で64人の
ご参加でした。

（ろっこう医療生協・2014
年10月）

他府県からのボランティアとともに地域訪問活動前の
打ち合わせ (2014年9月 )

コミュニティセンター建設予定地の草刈り
（2015年9月）

いも煮会で意見交換を行い、交流を深めました
（2014年11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。

宮城県山元町 ナガワ仮設住宅・牛橋区
民会館への支援ボランティアを年6回と
決めて支援しています。また今年は福島
県の原発被災地の見学に重点を置き、年
4回の見学を実施しています。あわせて、
復興の変化が著しい女川町への見学も取
り入れ、支援ボランティアだけではなく、
震災後の現状を「知る」機会を併せて実
施しています。忘れない！

（神戸医療生協・2015年3月）

「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」を兵庫県民会館（神戸市中央区）にて開催し、約300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。戦後70年。会場は、被爆ピアノの音色と平和への願いを込
めた歌声に包まれ、次世代に語り継ぐ平和への想いを新たにしました。

●今年は5年に1度のNPT再検討会議がニュ―ヨークの国連本部で開催され
ました。会員生協からは、コープこうべ、神戸医療生協、尼崎医療生協が
「核兵器廃絶のためのニューヨーク行動」に参加。参加者10,000人がユニ
オンスクエアから国連近くまで約２時間のピースパレードを行いました。
ニューヨークの市街地で署名を呼び掛けながら、絵手紙や折り紙などを手
渡し、核兵器廃絶を市民に訴えました。

ピースアクション2015「広島被爆ピアノ平和コンサート」
（2015年8月）

本田英一組合長を団長として、組合員と職員の２名が
参加。横断幕を手に「核兵器のない平和な社会の実現」
を訴えました（コープこうべ・2015年4月）

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。

●姫路医療生協では、姫路市から指定を受け、2015年4月に姫路市内初めての定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
所を開設しました。サービス内容は、定期巡回と訪問看護、随時対応（オペレーションサービス）、随時訪問です。「24
時間つながるサービス」で在宅介護を包括的に支えます。
●神戸医療生協では、2015年６月、神戸協同病院の５階病棟が「緩和ケア病棟」に生まれ変わりました。全19床個室
の病室は明るく、落ち着いた雰囲気に。組合員の思いを集めてできた「緩和ケア病棟」。組合員にとって、最良の選択
肢のひとつと感じていただける病棟づくりをめざしています。
●尼崎医療生協が地域組合員の願いを実現するために設立した社会福祉法人虹の会。今年6月、二つ目の特別養護老人ホー
ム「立花あまの里」をオープンしました。支部活動や各種ボランティアなど、地域の福祉・介護の拠点を、地域や組合
員とともに創っています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護「中部」の
スタッフのみなさん（姫路医療生協）

内覧会では畳のある病室が好評でした
（神戸医療生協・2015年５月）

地域の福祉・介護の拠点をめざす特別養護老人ホー
ム「立花あまの里」（尼崎医療生協・2015年６月）

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。

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

ピースアクション2015「広島被爆ピアノ平和コンサート」を開催

世界へ届け　平和への願い

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
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●生活協同組合連合会大学生協阪神事業連合では、消費者・事業者そして行政の
3者による「くらしのヤングクリエーター　スプリングセミナー」を開催。兵
庫県下の6大学を含む学生38名が参加しました。
　「くらしのヤングクリエーター活動認定証」の交付式も行われ,「消費者・事業者・
行政によるワークショップ～世代を超えて考えるネット社会～」をテーマに、
グループに分かれてワーク。消費者である学生と事業者、そして行政の3者が ,
互いの意見を尊重し合いながら交流し ,どうすればより良い消費者市民社会を
築くことができるのかを一緒になって考えました。「消費者・事業者・行政の
信頼と協働により ,安全で安心なくらしを実現する」兵庫県の消費者行政の理
念を体現できたセミナーとなりました。
●コープ自然派事業連合では、豊岡市の産直米「コウノトリ育むお米」の米粉を
パンに使うことで、農水省の第六次産業の助成対象として認められ、2014年
2月に「パン工房」建設に着工。同年6月に完成し、生産を開始しています。

　国産原料（一部海外のオーガニック原料）の使用をコンセプトに、輸入小麦やイース
トフードは使わず、すべてのパンに米粉を使用することで“コウノトリの棲めるまち
づくり”をパンづくりでも応援しています。価格も利用しやすさを追求し、焼き上が
りの翌日には組合員宅にお届け。子どもの食事にぴったりの＜小箱＞シリーズは好評
で、今後も組合員の要望に応えながら、新規商品の開発に力を注いでいきます。

●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。
　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。

●甲南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て交流会を
開催。学生委員会が中心となり、甲南大学・神戸薬科大学・甲南女子大学３校の
学生に呼びかけ、各生協職員も参加しました。漁師さんの指導を受けながら魚料
理の実習。初めて魚を料理した学生も真剣に取り組み、各大学生協食堂スタッフ
も学生と一緒に新鮮な魚の調理を楽しみました。また、漁業と環境について学び、
豊かな山が豊かな海を作り、美味しい魚を育てることを学びました。おいしい魚
を食べて頂くために、生協でも魚料理を増やし、バラエティー豊かなメニューで
組合員に喜んでいただけるよう努めています。

くらしのヤングクリエーター受章者
（大学生協阪神事業連合・2015年３月）

野外での「共済相談会」では共済のご案
内に熱心に耳を傾けていただきました
( 神戸市民生協・2015年3月 )

「災害から命を守ろう」をテー
マに地域住民のみなさんと

「避難訓練コンサート」を実施
（姫路市民共済生協・2015年６月）

漁師さんと一緒に赤シタビラメを調理
（甲南大学生協・2014年12月）

「コウノトリ育むお米」の米粉を使用したパン
（コープ自然派事業連合）

組合員相互の助け合いが広がっています

阪神・淡路大震災20年。震災の記憶を
風化させず、災害に備える意識を広め
ることを目的に「防災・減災標語コン
テスト」を実施。 応募総数1,051作品
の中から最優秀賞、優秀賞が選ばれま
した ( 兵庫労働共済生協 )

各生協のパンフレット

消費者の声をひろげよう

くらしの安心

次世代への消費者教育とこだわりの商品づくり

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

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。
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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・ショップ（購買・書籍・旅行サービス）・
共済など、神戸大学キャンパス内に約２０店舗を
構え、組合員のキャンパスライフ、並びに学術・
研究の支援を行っています。
昨年度に改装が終わりました工学部食堂は非常
に好評で、改装以前よりご利用が増えています。
また、神戸大学附属中等教育学校にも４月から
ショップが営業開始となりました。非常に小さな
店舗ですが、休み時間になりますと多くのご利用
があり、大学とはまた異なる雰囲気で新鮮です。
今後も大学との連携をいままで以上に図り、よ
り組合員に支持される生協を目指します。

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◦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168万人（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。

1集落だけで設立した生協は、村の将来ととも
に歩みを進めている。。「ダリア（花）の里」として、
農園芸業を下支えし、活気溢れる村づくりを念頭
においている。元気一杯の地域であり続けるため
に、次世代への求心力を高める役割を担おうと思
う。購買事業を通して、より人のつながりを積み
上げ、地域団体として村発展への牽引力の一部に
なりたいと願っている。過去がそうであり、今も、
これからも、存在感を確かめながら…。

1986年の生協設立以来、「食」「環境」「暮らし」
の安全安心を、他人任せにせず、協同の力で創り
出すことに取り組んでいます。2014年から“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」提案にも取り組んでい
ます。また、地元のJA兵庫六甲との環境創造米
の取り組みでは、米づくりを知る「交流の田んぼ」
活動を行い、農家・JA・全農・生協組合員といっ
た関係者が一緒に揃って「生き物調査」活動を実
施しています。

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

関西学院大学生活協同組合

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◦西宮市上ケ原一番町1-155関西学院内
http://www.kgcoop.jp
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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。
昨年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

甲南学園と多くの学生からの要望によりコンビ
ニチェーンの運営を始め、さらに組合員の皆さま
の生活のあらゆるシーンで必要なものを提供する
ことができています。また、組合員証を IC化し、
ICカードでの店舗利用を進めたことは、組合員だ
けでなく保護者からも高く評価されました。組合
員の皆様からの多くの声を大事にとらえ、期待を
超える活動を進め、店舗事業はもちろん、「知る、
学ぶ、活動する」ことを応援協力していきます。

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

2年半前の新施設移転後、新ショップ、新食堂ともに順調
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
声から新たに旅行業の取扱いを開始。提供できるサービス
が増え、さらに便利になりました。食堂ではオープン時から
課題となっているピーク時の混雑緩和に取り組み、春にはレ
ジと給茶機の増設、ライスロボの導入など出食レーンの改装
も行いました。混雑時の流れがよくなり効果が出ています。
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お店となるよう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、20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。2015年度から、各地の大学生協
でも取り組まれているＩＣ組合員証を今年入学生
から導入し、大学生協の電子マネーを使用できる
環境にしました。」
「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◦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/

神戸市立工業高等専門学校生活協同組合

当組合は組合員数約1,300人の小さな規模の生
協ですが、購買・食堂の店舗事業を根幹に据え、
教科書・教材教具の斡旋や研究用品の調達など、
幅広い事業を展開しています。
学生・教職員から構成される組合員の要望は多

岐に渡りますが、それらの事業を通して組合員の
学内生活の向上と学校の発展に寄与できるよう、
これからも職員一同、邁進してまいります。

所在地◦神戸市西区学園東町8丁目3番地
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たじま医療生活協同組合 ひまわり医療生活協同組合

たじま医療生協は今年で創立20周年を迎えます。
設立当初1,000名から始まった組合員数も、本年
度中には4,000名の組織実現をめざし仲間ふやし
をすすめています。医療と介護の連携を生かした
事業展開を進め、「あたたかなたすけあいですこや
かに人間らしく生きる」のスローガンのもと、組合
員や地域住民のニーズに応え、いのち輝くまちづく
りをめざしています。この間、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」
づくりを進めてきました。本年はこの計画のもとに
新たな事業と施設の検討を進めています。

地域の人々が自主的に活動し、作り上げていく
医療生協をもう一度、根本から作り直そうという
ことで、地域の学習センターでのツボ押し会、健
康や認知症についてのミニ勉強会、気功教室など
を行ってきました。また、憲法九条を守り、安保
関連法案に反対する取り組みとして、「アベ政治を
許さない」ポスターの掲示や、「安全保障関連法
案に反対する医療・介護・福祉関係者の会」の署
名等にも取り組んできています。

宝塚医療生活協同組合

宝塚医療生協は、２つの診療所と８つの介護事
業所を運営しています。現在、高松診療所に近接
している陽だまり会館横の土地を購入し、診療所
と介護事業所をリニューアルし、医療と介護の複
合施設づくりを目指しています。７市１町の定款地
域に１２，０００名超の組合員。「まちづくり」、「健
康づくり」、「助けあい活動」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

姫路医療生協は訪問・通所・地域密着型サービ
スを中心に、現在、医療３、介護３９、合計４２
事業所を運営しています。　2015年4月には、姫
路市から指定を受け、市内初めての定期巡回・随
時対応型訪問介護看護事業所を開設しました。「地
域包括ケア時代－誰もが、住み慣れた地域で“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」をスローガンに地域包括ケアを推進して
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

２０１５年度から新たにスタートました第６次５
ケ年計画「ろっこプラン」。組合員活動分野では、
「歩く」「食」「子育て」の三つのテーマにこだわり
ながら、実力ある健康づくり、地域包括ケアに対
応した活動づくり、「たまり場」の拡充、老人会・
自治会など地域団体との活動づくりなどを目指し
ます。事業分野では、医師や在宅医療体制、介護
相談機能の充実・強化、認知症の対応、院内保育・
学童保育も展望していきます。

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。
２０１５年度は、新たにマンション型の高齢者

住宅事業に取り組みます。組合員と職員が一体と
なって組合員自治と事業の方針づくりを進めてき
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

『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、	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、地域では４１３
班（５１支部）、１病院、３医科診療所、４歯科診
療所、３訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ、ﾃ ｲ゙ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、本部の
13事業所を拠点に事業と運動にとりくんでいます。
2015年6月、神戸協同病院に「緩和ｹｱ病棟」を
開設しました。

生活協同組合連合会 大学生協阪神事業連合〔神戸事務所〕

本年度は第２期中期計画の最終年度として，事
業革新・事業開発の推進や総合的な会員生協サ
ポート，そして人財づくりなどを柱とする「５つの
基本プラン」の具体化推進にあたります。また，
近隣事業連合との合併を具体的に進める１年にな
ります。こうした激変する事業環境の中においても，
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◦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

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

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

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、昭和30年に設立され、組合員の皆
様をはじめ多くの方々に支えられ、本年創立60周
年を迎えることができました。
現在は、火災・医療・こどもなどの共済事業の

他、保険代理事業として個人賠償責任保険等を取
り扱っております。
今後も、「支えあい・助けあい」の精神のもと、

身近で地域に根ざした生活協同組合として、組合
員の皆様に暮らしの安全と安心をお届けできるよう、
事業の企画・運営に努めてまいります。

今年で創立60周年を迎える当組合は、組合員
の相互扶助という共済制度の重要性を強くアピー
ルしていくとともに、地域密着型という当組合の
利点を支える共済募集人と連携し、「親しまれる
組合」として地域と協調を図りながら積極的なＰ
Ｒ活動を行い、火災共済、交通等障害共済、生
命共済の各事業を、より多くの方々にご利用いた
だけ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。

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◦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
（数値は2014年度末）

種 別  生協名 代表者氏名 住　所 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

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 078-856-1227 1921.05.26 1,439,195 34,868,128 218,132,195 ● ●

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 0797-91-1169 1961.03.17 72 2,140 8,460 ●

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 078-904-3382 1986.12.01 12,626 935,255 2,429,031 ● ●

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 078-998-1672 2002.12.04 22,296 534,148 2,912,508 ● ●

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 078-998-0851 2002.12.26 ※（連合会) 8 1,049,400 10,389,582 ● ●

西宮市職員生活協同組合 田中　厚弘 西宮市六湛寺町10-21 662-0918 0798-35-3036 0798-35-3094 1969.01.04 4,172 6,128 148,805 ● ●

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 06-6412-9022 1977.11.24 2,616 2,616 77,399 ●

大　学

神戸大学生活協同組合 湯淺　英男 神戸市灘区六甲台町 657-0013 078-871-3691 078-882-5740 1957.12.21 19,080 353,164 2,530,418 ● ●

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 0798-53-5755 1959.12.22 28,134 418,826 2,892,191 ● ●

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 078-797-2464 1966.09.20 2,485 47,513 362,185 ● ●

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 078-451-8647 1970.07.09 10,120 279,066 1,141,538 ● ●

兵庫県立大学生活協同組合 梅野　巨利 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 7,165 152,950 892,449 ● ●

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19-1 658-0003 078-441-7521 078-453-3568 1992.12.21 1,912 56,250 273,713 ● ●

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 078-595-0565 1992.12.22 1,895 41,135 108,002 ● ●

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 0798-33-4140 1994.06.23 1,902 37,940 89,361 ● ●

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29-1 661-0012 06-6422-5794 06-6422-5889 1995.09.04 2,757 38,380 216,576 ● ●

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 078-435-5271 1996.08.08 4,295 85,465 258,238 ● ●

神戸市立工業高等専門学校生活協同組合 寺田　雅裕 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 1,331 13,330 110,352 ● ●

生活協同組合連合会 大学生協阪神事業連合 小山　修平 神戸市中央区宮本通7丁目1-13 651-0063 078-262-5670 078-252-7783 1985.08.31 ＊（連合）11 192,500 15,416,800 ● ●

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 078-641-1654 1963.06.04 53,773 1,868,066 4,450,918 ●

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 51,552 1,927,426 6,491,783 ●

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 06-6494-8395 1970.02.25 14,584 188,564 1,905,983 ●

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 0798-57-5667 1972.12.06 12,701 222,442 657,087 ●

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 21,235 384,522 4,124,305 ●

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 21,251 560,911 1,091,232 ●

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 0796-24-7010 1995.09.13 3,800 63,475 284,997 ●

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 06-4869-6991 2000.04.03 1,225 52,277 146,255 ●

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 078-241-2271 1955.03.18 224,407 689,353 1,481,160 ●

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 06-6482-2409 1955.12.27 49,393 352,186 349,094 ●

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 079-222-8820 1956.08.20 72,774 294,236 197,003 ●

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 0798-35-0041 1960.07.25 54,626 696,734 204,617 ●

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 078-366-2207 1960.11.04 462,001 2,760,942 91,820 ●

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 078-371-2273 1950.12.15 （近畿）1,541,990 （近畿）15,993,012 （融資高）1,246,247,128

連 合 会 兵庫県生活協同組合連合 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 078-392-2059 1950.12.15 ※（連合会）33 8,470 指導連絡調整

※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　※購買生協・大学生協は供給高を表記 ※兵庫労働共済生活協同組合は、５月末決算の数値　　※コープこうべは兵庫県内の数値
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（数値は2014年度末）

種 別  生協名 代表者氏名 住　所 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

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 078-856-1227 1921.05.26 1,439,195 34,868,128 218,132,195 ● ●

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 0797-91-1169 1961.03.17 72 2,140 8,460 ●

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 078-904-3382 1986.12.01 12,626 935,255 2,429,031 ● ●

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 078-998-1672 2002.12.04 22,296 534,148 2,912,508 ● ●

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 078-998-0851 2002.12.26 ※（連合会) 8 1,049,400 10,389,582 ● ●

西宮市職員生活協同組合 田中　厚弘 西宮市六湛寺町10-21 662-0918 0798-35-3036 0798-35-3094 1969.01.04 4,172 6,128 148,805 ● ●

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 06-6412-9022 1977.11.24 2,616 2,616 77,399 ●

大　学

神戸大学生活協同組合 湯淺　英男 神戸市灘区六甲台町 657-0013 078-871-3691 078-882-5740 1957.12.21 19,080 353,164 2,530,418 ● ●

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 0798-53-5755 1959.12.22 28,134 418,826 2,892,191 ● ●

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 078-797-2464 1966.09.20 2,485 47,513 362,185 ● ●

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 078-451-8647 1970.07.09 10,120 279,066 1,141,538 ● ●

兵庫県立大学生活協同組合 梅野　巨利 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 7,165 152,950 892,449 ● ●

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19-1 658-0003 078-441-7521 078-453-3568 1992.12.21 1,912 56,250 273,713 ● ●

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 078-595-0565 1992.12.22 1,895 41,135 108,002 ● ●

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 0798-33-4140 1994.06.23 1,902 37,940 89,361 ● ●

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29-1 661-0012 06-6422-5794 06-6422-5889 1995.09.04 2,757 38,380 216,576 ● ●

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 078-435-5271 1996.08.08 4,295 85,465 258,238 ● ●

神戸市立工業高等専門学校生活協同組合 寺田　雅裕 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 1,331 13,330 110,352 ● ●

生活協同組合連合会 大学生協阪神事業連合 小山　修平 神戸市中央区宮本通7丁目1-13 651-0063 078-262-5670 078-252-7783 1985.08.31 ＊（連合）11 192,500 15,416,800 ● ●

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 078-641-1654 1963.06.04 53,773 1,868,066 4,450,918 ●

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 51,552 1,927,426 6,491,783 ●

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 06-6494-8395 1970.02.25 14,584 188,564 1,905,983 ●

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 0798-57-5667 1972.12.06 12,701 222,442 657,087 ●

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 21,235 384,522 4,124,305 ●

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 21,251 560,911 1,091,232 ●

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 0796-24-7010 1995.09.13 3,800 63,475 284,997 ●

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 06-4869-6991 2000.04.03 1,225 52,277 146,255 ●

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 078-241-2271 1955.03.18 224,407 689,353 1,481,160 ●

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 06-6482-2409 1955.12.27 49,393 352,186 349,094 ●

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 079-222-8820 1956.08.20 72,774 294,236 197,003 ●

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 0798-35-0041 1960.07.25 54,626 696,734 204,617 ●

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 078-366-2207 1960.11.04 462,001 2,760,942 91,820 ●

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 078-371-2273 1950.12.15 （近畿）1,541,990 （近畿）15,993,012 （融資高）1,246,247,128

連 合 会 兵庫県生活協同組合連合 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 078-392-2059 1950.12.15 ※（連合会）33 8,470 指導連絡調整

※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　※購買生協・大学生協は供給高を表記 ※兵庫労働共済生活協同組合は、５月末決算の数値　　※コープこうべは兵庫県内の数値
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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。

兵庫県生活協同組合連合会
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