
 

2020年 1月 31日(金) 

  栃木県生活協同組合連合会 

                県連活動                

１．機関会議 

⚫ 1月 14日(火)、2019年度第 4回常務理事会を開催 

【議決事項】次月度以降の活動計画及び決算報告承認／第 51 回通常総会 開催日決定の件 及び

総会に関連した議決事項承認／第 51 回通常総会 代議員定数枠 及び選挙区定数決

定／第 27 期役員定数枠と選挙区分別定数決定／役員推薦委員会委員の選任について

／２月定例理事会(2/12)附議議案(次月度の活動計画と決算報告,第 51 回通常総会 開催日

決定の件 及び総会に関連した議決事項承認,第 51回通常総会 代議員定数枠 及び選挙区定数決

定,代議員申出期間 及び関連した事項決定,第 27 期役員定数枠と選挙区分別定数決定,役員推薦

委員会委員の選任) 

【協議事項】月度定例報告／2020年度計画第一次案／県連創立 50周年記念事業計画について／首

里城見舞金／ＮＰＴ支援金／2020年度機関会議日程について 

【報告事項】会員報告交流決事項/次回日程確認 

 

⚫ 1月 31日(金)、2019年度第 6回役員･幹部職員定期学習会を開催 

■演題：日本人の伝統的自然観と治水のあり方-究極の治水策は 400年前にある- 

■講師：新潟大学名誉教授 大熊 孝 氏 

昨年 10月の台風 19号では、県内各地で河川の氾濫や堤防の決壊を

原因とする洪水が発生し、栃木市や佐野市等広範囲にわたり深刻な被

害を受けることとなりました。今回は、長年治水に関する研究を続け

てこられた大熊先生より、水害発生のメカニズムと、今の河川管理の

問題点、また、水害の多い日本で河川とうまく付き合ってきた先人の

知恵等について、初めて学ぶ機会となりました。 

 

2020年 1月度活動報告 

◇機関会議等 

14日 常務理事会 

23 日 栃木県生協連創立 50 周年記念祝賀会 

31日 役員・幹部職員定期学習会 

 

◇ネットワーク活動 

21 日 とちぎ消費者ネットワーク幹事会 

   とちぎ子育てネットワーク(栃木市) 

 

◇行政関連 

6 日 宇都宮市賀詞交換会/小山市賀詞交換会 

9 日 栃木県県民生活部、保健福祉部、新年ご挨拶 

14 日 栃木県農政課来訪 

20 日 小山市総合計画策定懇話会 

28 日 宇都宮市消費生活講演会 

30 日 とちぎ食の安全安心推進会議 

 

◇被災地支援、防災 

7 日 3.11 被災地の情報発信 

22 日 大阪パルコープさんより台風 19 号災害募金 

29 日 栃木県へ台風 19 号への義援金贈呈 

 

◇その他 

5 日 広報誌・とちぎの生協冬号 vol.29 発行 

6 日 よつ葉生新年ご挨拶 

14 日 日生協賀詞交換会 

15 日 日生協議案書検討会議 

28 日 日生協中央地連運営委員会 

        〃 県連活動推進委員会 

30 日 ユニバーサル就労学習会 

 

<適格消費者団体 NPO 法人とちぎ消費者リンク> 

16日 事例検討委員会 

27日 事務局会議 

以上 



⚫ 1月 23日(木)、栃木県生活協同組合連合会創立 50周年記念祝賀会を開催 <参加者 120名> 

1969年 6月 28日の総会をもって設立された栃木県生活協同組合連合会。創立 50周年記念祝

賀会を開催しました。栃木県知事をはじめ、ご来賓の方々、栃木県生協連をご支援くださった

大勢の皆様にご参列いただきました。長年のご厚情への感謝を伝え、今後の発展をともに願う

会となりました。 
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２.行政関連 

⚫ 1月 28日(火)、宇都宮市消費生活センター主催、消費生活講演会に参加 

 ■演題:通信販売のトラブルについて～「通販１１０番」に寄せられた相談事例からみた留意点～ 

 ■講師:公益社団法人 日本通信販売協会 消費者相談室(通販 110番) 

 

３．その他 

⚫ 1月 28日(火)、日生協中央地連運営委員会及び県連活動推進委員会 

【運営委員会・主な議題】 

〇理事会主要議題報告 

     <全体概況報告> 

日本生協連月度概況報告/コープ共済連月度事業進捗報告 

     <運営・組織関連> 
一般活動報告/第 70 回通常総会での定款の一部変更/同総会での諸規約の一部変更/2020 年地区

別・総会議案検討会議開催/2020 年度日生協機関会議等の日程/2020 年 NPT 再検討会議に向けた

取り組み/台風 19 号被害緊急支援募金の送付先・配分/東日本大震災復興支援の取り組み/新た

な「食料・農業・農村基本計画」に関する意見書/政府の「SDGs 実施指針」改定/プラスチック

製買物復路有料化の動き/2020 年介護保険制度改定論議への「生協の主張」および活用/「さっ

ぽろスノースポーツフェスタ 2020」の協賛/2020 年度 税制改正要望の結果 

     <管理関連> 

      2020年 1月 21 日付 組織機構変更および幹部人事 

〇協議事項 

      第 70回通常総会予定議案の協議 

鏡開き ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「あすなろ」さん演奏 

50 周年誌と、布草履(グ

ループホームの認知症

の方の手作り)をお持ち

帰りいただきました。 

主賓挨拶・福田知事 主催者挨拶 



【県連活動推進会議・主な議題】 

・日本の生協の 2030年ビジョン(二次案)について 

・2030年ビジョン第 1期中期方針および全国生協の 2020年度活動方針(二次案)について 

・全国方針検討集会、賀詞交換会ふりかえり 

・災害時の会員生協の被害状況把握について(更新) 

・都県生協連交流 

 

⚫ 適格消費者団体 NPO法人とちぎ消費者リンクの活動 

16日 事例検討委員会 

27日 事務局会議 

 

 

 

              ネットワーク活動              

１．とちぎ消費者ネットワーク 

⚫ 1月 21日(火)、とちぎ消費者ネットワーク 2019年度第 5回幹事会を開催 

 幹事会学習会として「災害と保険と避難」について、高岡幹事(栃木県在住消費生活アドバイ

ザー連絡協議会会長)よりお話を伺いました。その他、2019 年度振返りと 2020 年度計画、2019

年度消費者行政アンケート調査回収状況報告、とちぎ消費者カレッジ開催報告等と、参加団体報

告交流を行いました。 

 

 

 

              防災・被災者支援             

１．被災者支援の取り組み 

⚫ 1月 22日(水)、大阪パルコープさん来訪、台風 19号被災への募金を頂きました 

おおさかパルコープ組合員の皆さまからお寄せいただいた

「台風 19号被害緊急募金」のうち 2,500,000円を、栃木県生協

連事務所へお届けくださいました。おおさかパルコープさんで

は、今回のような大きな災害発生時には、全国の募金への他、被

災がひどかった地域へも個別に募金を贈呈されています。台風

19 号の被災では、栃木県、福島県、長野県の 3 県に募金を届け

られるとのことでした。当日は、大阪を朝に出発されて、栃木県

の次は福島県に立ち寄られるとのことで、短時間ではありまし

たが、栃木県の被災状況や、生協としての災害対応、今後の支援

の方向性等について報告と交流を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

おおさかパルコープ理事の早川様、庄司様、組合員

活動部 蒲生様の 3 名でご訪問いただきました。 



⚫ 1月 29日(水)、栃木県へ、台風 19号災害による義援金を贈呈 

1 月 22日におおさかパルコープさんよりお預かりした 2,500,000 円と、12月 24 日の栃木県へ

の義援金贈呈以降に日本生協連へ寄せられた募金 20,925,594円を、栃木県へ贈呈しました。 

(総額 1億 2522万 3841円)  

 

 

 

 

 

 

⚫ 1月 7日(火)、3.11被災地の情報提供として、以下をホームページに掲載 

3.11を忘れない～被災のいま～ みやぎ生協・コープふくしまから宮城・福島のいまをお伝え

します。〔第 77 回 勝って「石巻ここにあり」を全国にアピール～宮城県石巻市／日本製紙石巻

硬式野球部～〕 

  



 

栃木県生活協同組合連合会 2020年 2月度以降の活動予定 

 

2020年 1月 31日(金) 

   栃木県生活協同組合連合会 

 

2020年2月度予定 

3 日 (月) くらし部会 

栃木県消費生活安定対策審議会 

MCA無線訓練(日生協) 

4 日 (火) 労福協幹事会 

6 日 (木) JF全漁連 全国青年・女性漁業者交流大会審査会 

12 日 (水) 栃木放送番組審査会 

13 日 (木) 日生協中央地連大規模災害対策協議会 

14 日 (金) 適格消費者団体 NPO法人とちぎ消費者リンク理事会 

17 日 (月) 適格消費者団体 認定 NPO法人とちぎ消費者リンク事務局会議 

18 日 (火) 定例理事会 

19 日 (水) 第 14回うつのみや食育フェア実行委員会運営部会 

20 日 (木) とちぎ食の安全ネットワーク世話人会 

28 日 (金) 栃木県生活協同組合連合会創立 50周年記念事業 前川 喜平 氏 講演会 

    

2020年 3月度予定 

4 日 (水) JA食と農を考えるフォーラム 

10 日 (火) 常務理事会(14:00～) 

報道代表者会との懇談会 

消費者学習会(主催:適格消費者団体 認定 NPO法人とちぎ消費者リンク) 

11 日 (水) 適格消費者団体 NPO法人とちぎ消費者リンク事例検討委員会 

14 日 (土) 2019年度沖縄視察研修 

15 日 (日)  〃 

16 日 (月)  〃 

17 日 (火) 

 〃 

とちぎ食育連絡会 

24 日 (火) とちぎ消費者ネットワーク幹事会 

26 日 (木) 第 7回 役員・幹部職員 定期学習会 

日生協中央地連総会議案検討会議 

    


