
吉田　以前に福祉委員会で子どもの現状につい

て調べたところ、貧困、虐待、不登校、ひとり親

世帯など様々な生きにくい状況にあるという

ことがわかりました。大阪府は貧困率が20％

を超えていると聞きますが、私の周りには貧困

で困っているという子どもはいないように思

います。

岡本　経済的貧困は虐待や不登校などの問題と

深く絡み合っています。今の夜間学校に通う

生徒の多くは引きこもり、不登校などを経験し

た人です。貧困家庭の生徒も多いです。高校

を卒業すると児童福祉から外れてしまい、支援

が受けにくくなるので、その間にうまく支援に

つながらないと社会とつながることができず、

引きこもりが続いてしまいます。それが8050

問題（80代の親が50代の子どもの生活を支え

ているという問題）にもつながっていきます。

　　以前、卒業を目前に迎えているのに就職活動

をしない生徒がいました。「やる気がないのか」

と怒鳴る先生もいましたが、理由は面接に行く

ためのスーツや靴、鞄が無いから。じゃあ、スー

ツや靴を渡したらいいのか、それだけではない

のです。面接先を受けても連

絡を受ける電話番号をもっ

ていないから、就活できない

と言うのです。スマートフォ

ンを持っているのになぜ？ス

マートフォンは利用料金を支払うことができ

ず、Wi-Fi環境のあるところでアプリを使って

しか使用できない状態でした。スマホを持て

るくらいだから、社会に出る準備にかけるお金

が無いなんて思いませんでした。本当に困っ

ている人は、困っていないようにふるまいま

す。だから、見た目ではわかりません。誰でも

身近にそういう人がいるはずです。いないと

思っているのは出会っているのに、気づいてい

ないだけではないでしょうか。「大丈夫？」、「心

配してるよ」などお節介を必要としている子ど

もは周りにたくさんいます。

岡本　高校生が親から虐待を受けるということ

もありました。高校生だったら抵抗できるだ

ろうと思いますが、経済的に搾取されて育った
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C o n t e n t s

日本の子どもたちの約7人に1人が貧困状態と言われています。中でも、大阪府
は貧困率が20％を超えており、他の都道府県と比較しても高い状況となっていま
す。経済的な貧困は、不登校や学力低下、親からの虐待などにつながり、子どもた
ちの将来に大きく影響を与えてしまいます。エスコープ大阪エリアの現状はどの
ようになっているのかを知り、私たちにできることは何かを考えます。今回は、ソー
シャルワーカーの岡本聡子さんに、今、岡本さんの周りにいる子どもたちの状況に
ついて伺いました。 （聞き手：理事会　吉田 正美）

出会っているのに気づいていないだけ

個人の問題ではなく、社会全体の問題
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組合員に「好きな消費
材は何ですか？」と聞くと、
「豚肉」と答える方は多く
います。1970年代、日本
では人口の増加とともに
食物の需要が増え、畜産の現場では、多頭飼育に変化して
いきました。養豚の現場でも薬の多用や安全性が問題提
起される社会背景の中、当時の泉北生協（現・エスコープ
大阪）組合員は安全でおいしい豚肉に取り組み始め、「㈲石
井養豚センター」（徳島県）の近藤保臣さんと出会いまし
た。生産者と組合員が共に取り組み、今につながっていま
す。
交流会はオンラインで4名が参加しました。近藤さんか

ら、飼料の「バイプロダクツフィーディングシステム」につ
いて説明を聞きました。これは食品製造会社から残さを
提供してもらい、農場内にある機械で液状化して豚の飼料
にするものです。そうすることで国内での飼料からの自
給率が６％と低い状況でも、飼料を自前である程度確保で
き、資源を生かす面からも一石二鳥となっています。

また、豚舎は豚の衛生を守るため金網を張っ
てネズミなどの侵入を防いでいます。豚コレラ
対策にはとても気を遣われていて、入り口でい
くつもの消毒をしています。農場で発生すれ
ば豚を全頭殺処分しなければならず、心を込め
て育ててきた生産者は耐え難い悲しみと損害
をこうむります。もし発生しても国の補助金は
少額で自己負担となることに驚きました。生

産現場の厳しさを知り、豚の健康を守り、私たちへ供給し
ている生産者に参加者一同改めて感謝の思いをもちまし
た。
地域委員会からは、これまでの豚肉の取り組みの歴史

をふり返り、当時の写真を見ながら話しました。近藤さん
も「なつかしい」と表情が和らいでいました。生産者と交
流すると消費材に愛着を持ちます。共に運動に取り組み、
努力をして課題に
立ち向かっている
生産者。私たちは、
消費の輪を広げて
いくことで解決して
いきましょう。

組合員が生産者と取り組んできた『豚肉』を
これからも食べていきましょう

泉州地域理事　宮田 恭子

豚肉生産者交流会
2月22日（火）
オンライン開催

泉州地域委員会

活・動・報・告

子どもは支配され、反発する力を無くしてしまって

いました。殴られても親から離れられず、家を出たら

いいのに親を見捨てることができない子どもにも出

会ってきました。望むことをあきらめ、親の犠牲に

なってしまう。このような場合は、自分の人生なんだ

から犠牲になることはないということを伝え、一人

で背負わなくてもいいように、社会的な制度につな

げるようにします。

　　また、「おいしいものを食べた事がないし、何がお

いしいかわからない。だから、食べたい物もない」と

言った子どもがいました。欲求がわく、望みをもつこ

との意味も伝えていく必要を感じています。

吉田　ちょっと別の出来事、私の周りには「いない」と

思い込んでいるから、その姿が見えてこないのです

ね。

岡本　遠いところのことではない、自分事として考え

ることが必要です。ネガティブなものには蓋をして

しまいがちだけれど、実際に身の回りに確実にある現

状なのです。だから、「困った」や「助けて」を言える雰

囲気をつくっておくことは大切です。そのためには、

「迷惑をかけるなではなく、『迷惑かけたときは、あり

がとう』と言っとき」と子どもに伝えます。安心でき

る場、信頼できる大人が近くにいるということが大切

です。

吉田　一見普通と見えるが、実は貧困、虐待、不登校…

いろいろな課題を抱えている子どもたちはいるとい

うことですね。個人の問題とせず、地域や社会全体で

考え、子どもたちを見守っていく必要があります。ま

ず、自分事として周りを見ていき、私たち協同組合が

できることを考えていきます。

インタビュー /ソーシャルワーカー
　　　　　　  岡本 聡子 さん
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志賀さんは、河

内長野市に在住の

3人の子どものママさんです。子どもの頃からごく自

然にお母さん（組合員歴37年）が生協の消費材を使っ

て作ってくれるごはんを食べていました。結婚で独立

し、自分で家計をやりくりするようになると、「とにか

く安いもの」を求めて近くのスーパーで買い物してい

たそうです。ある時、妊娠中だった志賀さんは、エス

コープ大阪組合員のお姉さんから「医療費として食べ

物を考えた方がいい」と言われ、「はっ」として、すぐに

エスコープ大阪に加入されました。

生産者交流会に参加したり、体にとっていい食べ物

はどんなものかと調べるうちに、原料へのこだわりや

作り方を考えると「生協の消費材は、この品質だった

ら決して高いものではない」と実感するようになった

そうです。特にお気に入りは、飼育方法、飼料などにこ

だわり、なによりおいしい『豚肉』や、冷蔵供給になった

『鶏肉』だそうです。また、『丸大豆しょうゆ』の「大徳醤

油㈱」のこだわりの製造（天然醸造）に共感。地域おこ

しになればと、大徳醤油から材料を仕入れてもらい、地

元の醤油蔵で地域の人たちと醤油作りをされていま

す。醤油に関する講演会も開催しています。醸造と発

酵に対する探求心と行動力がとても素敵です。これか

らも消費材を活用して、家族の健康に気を配りながら、

地域おこし活動を続けてほしいと思います。
聞き手：河内長野・大阪狭山地域理事　沼田 典子

いつもお世話になっております。泉北ニュータウン

地域・八尾市・羽曳野市を配達しています。入協前は自

動車ディーラーで働いていました。しゃべるのが好き

で、配達先では組合員の皆さんと楽しくお話ししてい

ます。

正直、以前は食にあまり興味のなかった私ですが、

「この消費材おいしかったよ」「この消費材おいしいか

ら食べてごらん」と教えてもらうことが多く、食べると

本当においしいものが沢山ありました。特に『豚肉』は、

市販と比べてすごくジューシーで味がしっかりしてい

て驚きました。そのおいしい『豚肉』を知り合いに紹介

し、食べてもらったら「すごくおいしかった」と言って

もらえました。もちろんエスコープ大阪の組合員に

なってくれましたよ! 

私たちの消費材を食べれば素材のおいしさがよりわ

かるようになるので、ぜひ、皆さんもお知り合いの方へ

自信を持って紹介してください。以前の私のように食

に興味がない方も、おいしいと必ず興味を持ってくれ

ます。4月から組合員のおさそい活動である「おさそ

いキャンペーン」がスタートしています。特典もある

ので配達担当に声をかけてもらえたら嬉しいです。

志賀 野恵さん
［河内長野・

大阪狭山地域］

食べたらわかる! 消費材のおいしさ！

大橋 翔太（28歳）
エスコープ大阪在籍年数1年
［共同購入フロア・泉北支所] 

職員さんが

自己紹介!!

紹介します!!
うちの地域の
組合員さんです

実感しています! 決して高くないエスコープ大阪の消費材

丸大豆しょうゆ
（濃口）
大徳醤油㈱

豚野菜炒め用
切りおとし200g
㈱ウインナークラブ

指定生産者の国産丸大
豆・小麦使用。食塩も国
産。四季の温度変化にま
かせた天然醸造。

効率よりおいしさを追求
した中ヨークシャーベー
スの4元交配。180日飼
育。飼料のトウモロコシ・
大豆粕は遺伝子組み換
え対策済み。



●組合員の民主的な参画

協同組合は、共通の目的を持った人同士
が自発的に集まって作る経済組織です。出
資金という形で自分たちで元手を出し合
い、組合員となって事業を利用し、組合員と
して運営に関わります。

出資者であると同時に、事業の利用者で
もある組合員が組織の運営にもあたる協同
組合では、組合員の民主的な参画を大切に
しています。組織が大きくなった現在では
多くの協同組合で、運営の基本方針は選挙
で選ばれた総代が総会あるいは総代会で決
め、日常的な運営は選挙（エスコープ大阪
は推薦・総代会決定）で選ばれた理事などの
組合員代表がおこなう代議制がとられてお
り、組合員は出資の大小に関わらず、ひとり
1票の投票権と決定への参加権を持ってい
ます。これは、民主性を重視した協同組合

ならではの運営方法です。

●日本と世界で広がる協同組合

協同組合は、19世紀にイギリスで始まり
世界各地に広がりました。世界の協同組
合が集う「国際協同組合同盟」（ICA）には、
109ヵ国から312の協同組合が加盟してお
り、加盟組織の組合員の総数は約12億人に
も及びます（2018年10月時点）。

日本では、協同組合に延べ1億500万人超
（複数加入者は重複して計上）が組合員とし
て加入しています。業種は農林水産業・購
買・金融・共済・就労創出・福祉・医療・旅行・
住宅など多岐にわたり、事業収益は約35兆
円にもなります。

農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、
生活協同組合が知られていますが、中小企
業等協同組合法に基づく中小企業の協同組
合、あるいは、金融業の協同組合といった性
格を持つ信用金庫、信用組合、労働金庫、さ
らに、ワーカーズ・コレクティブ、ワーカー
ズ・コープなどの労働者協同組合も各地で
活発に作られ、多岐にわたる分野で協同組
合が多数存在します。

生活協同組合エスコープ大阪
〒590-0151　堺市南区小代727

TEL.072-293-4660　FAX.072-341-0022
httpｓ://s-osaka.seikatsuclub.coop/

発行：生活協同組合エスコープ大阪　制作：W.Co パックプランニング

【1月度決算報告】
●供給高　2億4,942万円

（前年同月比107.9％） ※配達日は3日多い
●組合員数　18,992名（前月比－21名）
●一人当たりの出資金　87,968円

【2月の放射能検査結果】
2月は連合消費材636検体の放射能検
査を実施しました。生活クラブ自主基
準を超えた検体はなく、すべての消費
材を供給しました。

［決議事項］
①総代議案「役員補充選任（理事２名
の補充）の件」について

［協議事項］
①南河内地域理事の退任意思の確認
と問題への対応
②2022年度生活クラブグループ共済
推進研究会への参加について

③2022年度常務理事会職掌の修正
提案

第10回
理事会報告 ＜3月10日＞

おたよりネット

●地域名●お名前
（ペンネームOK）

●組合員コード●班名

理事会事務局行き
231号（2022.4.25）

キリトリ

「りっぷる」の感想やご意見、その他投稿は下の「おたよりネット」欄で。
配達時に提出、あるいは店舗の専用ＢＯＸまで。   

引き寄せられるイラスト 泉州地域　喜多さん『アップルメイト』のりんごでつくる
我が家の“りんごスープ”

河内長野・大阪狭山地域　藤岡さん
シーズン予約のりんごが大好きです。皮と芯はひ

たひたのお湯で煮てジュースにすると、他には何も入
れなくてもとても美味しく、我が家では“りんごスー
プ”と呼んでいます。来シーズンも、とても楽しみです。

おたよりネット

前号まで表紙に掲載していた「生活クラブ2030行動宣言」の牛乳びんのイラス
ト、「いいな～」って引き寄せられました。いつ、どんなきっかけで生まれたのですか？

★昨年、生活クラブ連合会の広報課で「2030行動宣言」を広報していくにあたり作成しました。耕
畜連携・福祉・グリーンシステム・再生可能エネルギーなど、すべての活動がつながっていることを
表現しています。生活クラブが社会問題に取り組む姿勢は牛乳から始まっており、象徴するもの
（こと）として牛乳びんをデザインしています。
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編集後記

「おおぜいの私」がつくるエスコープ大阪

vol.１ 『協同組合』　

2022年度はエスコープ大阪全地域で、活動する仲間づく
りに集中して取り組みます。生活協同組合は組合員の組織で
あり、組合員は運営に参加します。組合員活動の要である地
域委員会での充実した活動経験により、活動を牽引し様々な判
断をおこなう理事が輩出され理事定数も満たされるものです
が、欠員が進むと生協運営が法的にできなくなります。「おお
ぜいの私」の積極的な活動参加が必要です。（O）

　エスコープ大阪は生活協同組合で、生活協
同組合は協同組合の一つで「消費生活協同組
合法（生協法）」に基づく組織です。組合員の
組織であり、組合員は出資・利用し、運営への
参加参画が必要です。会社や企業と何が違う
のかなど、エスコープ大阪の組合員組織につ
いてシリーズでお伝えしていきます。


