
  栃木県生活協同組合連合会 

2018年6月度活動報告 

1 日 (金) NPO法人とちぎ消費者リンク事例検討委員会 

MCA防災無線訓練(日生協) 

5 日 (火) 第２回とちぎ消費者ネットワーク幹事会 

NPO法人とちぎ消費者リンク事務局会議 

7 日 (木) 第２回とちぎ食の安全ネットワーク世話人会 

11 日 (月) 2018年度第1回くらし部会 

13 日 (水) とちぎコープ生活協同組合総代会 

生活協同組合パルシステム茨城 

生活協同組合パルシステム群馬 

14 日 (木) NPO法人とちぎ消費者リンク理事会 

15 日 (金) 日本生活協同組合連合会総会 

16 日 (土) よつ葉生活協同組合総代会 

17 日 (日) こどもsunsunプロジェクト総会・発足式 

第5次エネルギー基本計画パブリックコメント提出 

18 日 (月) 栃木県と、MCA防災無線訓練 

コウノトリ・トキが舞うふるさと おやま を目指す会総会 

19 日 (火) とちぎ子育てネットワーク 

20 日 (水) 生活クラブ生活協同組合・栃木 総代会 

2018年度協同組合交流会第1回打合せ 

21 日 (木) 栃木県学校生活協同組合総代会 

22 日 (火) 栃木県労働者福祉協議会総会 

栃木県労働者服地センター総会 

24 日 (日) 栃木保健医療生活協同組合総代会 

第53回栃木県母親大会inとちぎ 
24 日 (日) 栃木保健医療生活協同組合総代会 

25 日 (月) 栃木県職員生活協同組合総会 

27 日 (金) 中央労働金庫栃木県本部 

29 日 (金) 栃木県生活協同組合連合会第49回通常総会 

30(土)～ 

7月2日(月) 
全国地域包括ケアシステム連絡会交流会(北海道) 

【6月度の振り返り】 

◇機関会議 

11日 第１回くらし部会 

29日 第４９回通常総会 

第１回理事会 

 

◇会員生協総会・総代会  

7日 宇都宮市職員生活協同組合 

13日 とちぎコープ生活協同組合 

13日 生活協同組合パルシステム茨城 

13日 生活協同組合パルシステム群馬 

16日 よつ葉生活協同組合 

20日 生活クラブ生活協同組合・栃木 

21日 栃木県学校生活協同組合 

24日 栃木保健医療生活協同組合 

25日 栃木県職員生活協同組合 

27日 中央労働金庫栃木県本部 

 

◇行政関連 

18日 ｺｳﾉﾄﾘ･ﾄｷが舞うふるさと おやま を目指す会総会 

17日 エネルギー基本計画パブコメ提出 

 

◇ネットワーク活動 

5日 第 2回とちぎ消費者ネットワーク幹事 
-----国の消費者行政に対する意見提出を県議会に要請 

7日 第２回とちぎ食の安全ネットワーク世話人会 

19日 とちぎ子育てネットワーク(栃木市) 

 

◇被災地支援  

1日 MCA防災無線訓練(日生協) 

7日 被災地の情報をホームページに掲載 

18日 栃木県と MCA防災無線訓練 

 

◇その他 

17日 こども sunsunプロジェクト発足総会 

24日 第 53回栃木県母親大会 inとちぎ 

30日 全国地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ連絡会交流会(北海道) 

    

<NPO法人とちぎ消費者リンクの活動> 

1日 事例検討委員会 

10日 事務局会議 

14日 理事会 

以上 



                県連活動                 

１．機関会議 

⚫ 6月 29日(金)、第 49回栃木県生活協同組合連合会総会を開催しました。 

出席率 100%(書面出席含む)、議案は全て承認されました。また、同日、第１回理事会を開催し、

役付き理事の互選を行いました。 

 

2018年度総会議案 

第１号議案 2017 年度事業報告・決算報告・剰余金処分案承認の

件 及び監査報告 

第２号議案 2018年度事業計画及び予算承認の件 

第３号議案 規約設定承認の件 

第４号議案 役員選任の件 

第５号議案 役員（理事、監事）報酬枠決定の件 

 

 

 

 

 

ご来賓の栃木県県民生活部くらし安全安心課 課長田崎様にご

祝辞をいただきました。 

また、日本生協連様をはじめ、66団体の皆様から祝電・メッセー

ジをいただき、代表して「生活協同組合しまね」様からのメッセージ

をご披露しました。 

 

 

  <部会活動・くらし部会> 

⚫ 6月 11日(月)、2018年度第１回くらし部会を開催しました。 

くらし部会主催学習会計画案、第１3回うつのみや食育フェアの出展計画等の協議と、地域生協

および日生協中央地連からの活動報告、交流を行いました。2006年度から JA女性会と共催してき

た［食と農をつなげる会］は、10年目の開催となった昨年度をひと区切りとし、今年度はお休みす

ることとしました。 

また、全員で DVD・［パームオイル～近くて遠い油のはなし～アジア太平洋資料センター(PARC)制

作」を視聴し、私たちの消費によってもたらされた、産地の環境破壊や人権問題について考えまし

た。使い勝手がよく、安価なパームオイルは様々な商品に使用されていますが「安い商品を作るた

めのしわ寄せが、遠い国の人に行かないように」「根本的に、社会の在り方を地域循環型社会にし

ていかないとならない」などの感想がありました。 

 

 

２．行政関連 

⚫ 6月 17日（日）、「第５次エネルギー基本計画 骨子案」へのパブリックコメントを提出しま

した。 

 

 

◎役員体制 

会長理事  竹内明子 

副会長理事 吉田恵子(栃木県職員生協) 

専務理事  中田和良(とちぎコープ) 

常務理事  林克則(全労済) 

常務理事  和久井克孝(よつ葉生協) 

常務理事  赤堀和彦(保健医療生協) 

常務理事  江波戸佳子 



３．その他 

⚫ 6月 17日（日）、こども sunsunプロジェクト総会・発足式に参加しました。 

 認定 NPO法人とちぎボランティアネットワークを中心に、子どもの貧困撃退のために 1年以上

議論を続け「こども SUNSUNプロジェクト」として総会・発足式が開催されました。ボランティ

アネットワークの矢野氏より「宇都宮の子どもの貧困は、市民 1人\1,042の寄付でなくなりま

す」等の報告があり、子どもの貧困をなくすことは夢ではない「みんなで 1歩を踏み出しましょ

う」と呼びかけられました。 

また、湯浅誠氏による基調講演「(宇都宮のみんなで)なんとかする、子どもの貧困」では、子

どもたちを「社会的養護」していく必要性について、自らの体験を織り込んでお話があり、「囲

む会」を行って、参加者 1人 1人が「マイ・アクション」を考えました。 

 

 

 

              ネットワーク活動              

１．とちぎ消費者ネットワーク 

⚫ 6月 11日、2018年度第 2回幹事会を開催しました。 

毎年実施している、栃木県の消費者行政推進室との意見交換会を開催しました。その後、昨年

度から継続している行政訪問の実施計画、「地方消費者行政に対する財政支援を求める意見書」

提出に関しての経過報告、とちぎ消費者カレッジ進捗状況報告、参加団体からの活動報告等を行

いました。 

消費者行政推進室との意見交換会・・・県からのご報告と、質疑応答を行いました。 

報告 栃木県県民生活部 くらし安全安心課 消費者行政推進室 室長 土屋 篤史  氏 

                              課長補佐 北條 敏子 氏 

●栃木県における消費者行政の取り組みについて 

1.県民の消費生活における安全・安心の確保のための取組 

2.栃木消費生活センター(くらし安全安心課消費者行政推進室)の概要 

3.どこに住んでいても相談を受けられる体制づくり 

4.平成 29年度上期の消費生活相談状況について 

5.平成 30年度の消費生活センターの事業概要 

6.成年年齢の引下げについて 

7.地方消費者行政に対する国の財政支援の動きについて 

●平成 29年度「高齢者の消費者被害防止対策」「若者の消費者被害防止対策」について 

●平成 29年度「若者の消費者被害防止対策」「若者の消費者被害防止対策」について 

●平成 30年度「消費者力ステップアップ講座」実施要領 

●県内小学生(4～6年生)対象、取り組みのお知らせ 

<夏休み自由研究>親子で学ぼう なるほど！お買い物 お菓子の箱を作って考えてみよう！  

 

⚫ 栃木県議会に要請し、意見書を提出 

 国による地方消費者行政活性化基金・地方消費者行政推進交付金の措置により、消費生活相談

体制の整備等、地方消費者行政の充実・強化が図られてきました。一方で、この交付金措置が平

成 29年度で一区切りを迎えようとする中、人員（行政職員・消費生活相談員）措置、消費者安

全確保地域協議会（見守りネットワーク）設置等の課題が残されています。 



こうした中、平成 30年度予算策定に向けて、地方公共団体から消費者庁に対して 60億円超の

地方消費者行政推進交付金の要求が出されていましたが、地方消費者行政推進交付金・地方消費

者行政強化交付金を合わせて 24億円となりました。このように、国の交付金措置が後退するこ

とにより、消費生活相談体制や消費者啓発事業の維持等が危ぶまれています。そこで国に対し

「交付金の減額が地方公共団体に及ぼす影響を具体的に把握することや、地方消費者行政推進交

付金の後継交付金措置をはじめ、交付金を少なくとも平成 29年度までの水準で確保すること」

等、県議会から国に対して要望を出してもらえるよう要請しました。(議案となり、6/13日に議

会を通過) 

 

 

２．とちぎ食の安全ネットワーク 

⚫ 6月 7日(木)、2018年度第 2回世話人会を開催しました。 

世話人会学習会では、「食品におけるナノテクノロジーについて」世話人の宇都宮大学名誉

教授 宇田靖 氏よりお話を伺いました。 

その後、県や市と共催する学習会やフォーラム・セミナーの計画について協議を行いまし

た。 

 

 

               被災者支援・防災                

１．被災者支援の取り組み 

⚫ 6月 7日(木)、被災地の情報提供 

みやぎ生協さんの発信「3.11を忘れない～被災地のいま～第５８回 災害援護資金で生活再建

を果たした利用者に寄り添う」をホームページに掲載しました。 

 

    

  



 

栃木県生活協同組合連合会 2018年 7月度、8月度の活動予定 

 
2018年 7月 1日現在 

2018年7月度スケジュール 

6 日 (金) 日本チェーンストア協会懇談会 

9 日 (月) 
第2回くらし部会 

NPO法人とちぎ消費者リンク事務局会議 

10 日 (火) 
第1回常務理事会 

災害対策交流会 

11 日 (水) JCA全国交流会 

12 日 (木) 
平成30年度食品安全セミナー(大田原市) 

NPO法人とちぎ消費者リンク検討委員会 

13 日 (金) 大規模災害対策協議会 

17 日 (火) とちぎ子育てネットワーク(栃木市) 

20 日 (金) 協同組合交流会打合せ 

21 日 (土) 被爆者国際署名県民会議 

24 日 (火) 日生協中央地連運営委員会・県連活動推進会議 

25 日 (水) とちぎ消費者カレッジ(共和大学) 

28 日 (土) 第34回日本環境会議福島大会「原発と人権」 

29 日 (日)  〃 

    

2018年8月度スケジュール 予定 

2 日 (木) 食の安全ネットワーク世話人会 

7 日 (火) 
第2回理事会 

栃木県くらし安全安心課との懇談会 

21 日 (火) NPO法人とちぎ消費者リンク事務局会議 

24 日 (金) 連合栃木総研・2018年度第2回講演会「人口知能の現在とこれから」 

31 日 (金) NPO法人とちぎ消費者リンク理事会 

    


