
 

2020年 12月 28日(月) 

  栃木県生活協同組合連合会 

 

                県連活動                

１．機関会議 

⚫ 12月 8日(火)  2020年度第４回理事会を開催（みなし） 

■議決事項 なし 

■協議事項 なし 

■報告事項 

(1) 県連定例報告及び決算書 

(2) 特定商取引法および預託法の改定に向け、国に意見書提出を求める栃木県議会採択要請(2

月議会)行動の取り組みについて 

(3) 2021年度機関会議日程 

   ■会員報告  

栃木県生活協同組合連合会 2020年 12月度の活動報告 

◇機関会議等 

8日 第４回理事会（みなし） 

 

 

◇ネットワーク 

 1日 とちぎ消費者カレッジ（文星芸術大学） 

 2～15日 とちぎ消費者カレッジ(國學院大學栃

木短期大学) 

10日 とちぎ食の安全ネットワーク世話人会 

15日 とちぎ子育てネットワーク会議 

16日  とちぎ消費者カレッジ(作新学院大学人間

文化学部) 

 

 

◇行政関連 

3日  とちぎ食品安全セミナー「魚の食品衛生学 

   －有毒魚を知るー」（栃木県主催）   

5日  ECOテック＆ライフ 2020 

 

 

◇被災地支援、防災、緊急対策 

 1日 MCA防災無線訓練（日生協・栃木県） 

11日 大災協都県連交流会 

◇その他 

1日  日生協公開セミナー「ローカル SDGｓ『地域循環

共生圏』を通じた地域社会づくりの実践」（リモー

ト開催） 

3日  第 3回中央地連 組合員活動委員会 

6日 NPO 法人とちぎ消費生活サポートネット理事会 

8日  預託法・特定商取引法の改正に向けたシンポジウ

ム（全国消団連主催・リモート開催） 

12 日 公開研究会「労協法実現による協同労働および協

同組合の広がりと可能性を考える」（協同総合研究

所主催・リモート開催） 

25日 「ゲノム編集技術を用いた農林水産物を考える 

シンポジウム」（厚労省・農水省・消費者庁） 

 

<適格消費者団体特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク 

の活動> 

10日 理事会 

14日 学習会「オンラインショッピングで気を付けるこ

と～お試しで買った健康食品・化粧品が定期購入だっ

た、ニセモノが届いた、商品が届かない等 このような

被害に遭わないために～」 

 

 

 

以上 



⚫ 12月 5日（土）くらし部会として「ECOテック＆ライフ 2020」に出展しました 

〈 出展 50団体(企業28、団体14、学校1、行政7) 全体の来場者数 815名 > 

18 回目の今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をしての開催となりました。生協の「プ

ラスチック削減の取り組み」や「電気事業」についてパネルを作成し展示・説明を行いました。 

 例年の様に大勢の来場者を対象にエコクイズを行う体験型の展示はできませんでしたが、興味深

くパネルを眺めて写真に収める来場者の姿もあり、ゆっくりと取り組みをご覧いただくことができ

ました。 

生協名           展示の内容 

生活クラブ生協 ・コンセントの先にある「生活クラブでんき」のふるさとを、想像してみま

せんか。 

 発電所のある地域への貢献や自然環境に配慮した発電事業の紹介。 

よつ葉生協 ・見えないプラスチックにも気をつけよう 

・プラスチックを毎日つかうものから変えよう！ グリーンカーテン・ 

CO2 を減らすへちま 

・よつ葉生協と竹紙、竹やぶを里山へ 

不織布マスクや、香料、洗剤、農薬、化学肥料などに使用されている微小なプラ

スチックへの注意喚起。栽培中はグリーンカーテンになり、実はプラスチックスポ

ンジの代わりになるへちまの紹介。竹を原料とした紙の使用による里山保護紹介。 

とちぎコープ ・とちぎコープの環境の取り組み 

・プラスチック問題の解決に向け取り組みを進めています。 

・レジ袋使用に関する組合員アンケート結果 

・コープデリでんきは、くらしと未来にやさしい“でんき”です。  

 発足当初から安全、環境を重視し、実施してきた取り組み（プラスチックの削減・

リサイクル、生ごみのたい肥化等）の紹介。再生可能エネルギーを利用したコープ

デリでんき紹介。 

パルシステム茨城栃木 ・パルシステムのリユース・リサイクル 

・パルシステムでんき案内 

 「お料理セット」のトレー、ペットボトル、米袋、プラスチック袋の回収、リサ

イクル、ストローの材質を紙に変更する等、プラスチック削減の取り組み紹介。再

生可能エネルギーを利用したパルシステムでんきの紹介。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4生協の展示を行った県生協連ブース      

 

 



 

２.ネットワークの取り組み 

(1)とちぎ消費者ネットワーク 

⚫ とちぎ消費者カレッジを開催しました 

回・日程 開催校名 テーマ・講師 

第 10 回 

12 月 1 日 

文星芸術大学 「インターネット あなたは賢く使ってる？ ～契約とインタ

ーネット、トラブル対処法～ 」      

栃木県在住消費生活アドバイザー連絡協議会会員 伊藤延子 氏 

    第 11 回 

   12 月 2 日～15 日 

 （録画した講義を上記

期間中に遠隔視聴） 

國學院大學 

栃木短期大学 

「消費者問題のイロハを学ぼう ～就職する前に知っておいて

欲しいこと～」 

とちぎ総合法律事務所 弁護士 小倉崇徳 氏 

    第 12 回 

   12 月 16 日 

作新学院大学 

 

「インターネット時代を拓く若者の玉手箱（消費生活に必要な

基礎知識とトラブル対策）」 

とちぎ消費者ネットワーク代表 山田英郎 氏 

 

 (2)とちぎ食の安全ネットワーク 

⚫ 12月 10日（木）、第 3回世話人会開催 

世話人会学習会では「食料の自給率向上と安全性確保の課題を考える その 1」と題して、

世話人の宇都宮大学名誉教授 宇田靖氏より解説いただきました。 

また、9月 24日（木）に開催した学習会「ゲノム編集技術応用食品をめぐる話題」のアンケ

ート結果、10月 8日（木）に開催した「食の安全に関するリスクコミュニメーション」のアン

ケート結果についての協議等を行いました。 

 

３.その他     

⚫ 適格消費者団体特定非営利活動法人とちぎ消費者リンクの活動 

■12月 10日（木）理事会を開催しました。 

  検討委員会からの申入れ案件の審議、消費者庁定例調査、「消費者契約トラブル 110番 

（電話相談）」、一般社団法人栃木県若年者支援機構との連携についての報告等を行いました。 

■12月 14日（月）学習会を開催しました。 

 ◇テーマ：「オンラインショッピングで気を付けること～お試しで買った健康食品・化粧品が定期

購入だった、ニセモノが届いた、商品が届かない等このような被害に遭わないために～」 

 ◇講師 一般社団法人 ECネットワーク理事 原田由里氏 

 新型コロナウイルス感染症の影響で、外出しなくても買い物ができる通信販売が再注目され

ました。特にオンラインショッピングはスマホの普及等もあって、利用が増えています。便利

な一方、悪意のある事業者や紛らわしい広告もあり、トラブルに巻き込まれないよう注意も必

要です。本学習会では、「商品未着」「連絡不能」「返品・返金不可」といった被害を避けるた

めのチェックポイントや詐欺サイトの見分け方等を具体的に説明していただきました。 

 

           防災・被災者支援・緊急対策           

⚫ 12月 1日（火）MCA防災無線訓練を実施しました。 

⚫ 12月 11日（金）大災協都県連交流会（リモート開催）に参加しました。 

 



 

栃木県生活協同組合連合会 2021年 1月度、2月度の活動予定 

 

2020年 12月 28日(月) 

   栃木県生活協同組合連合会     

2021年1月度予定 

8 日 （金） 県庁年始挨拶 

12 日 （火） 第 4回常務理事会 

19 日 （火） とちぎ消費者ネットワーク第 4回幹事会 

21 日 （木） 生協総研公開研究会「新型コロナウイルス感染症影響下の地域における活動」（ＷＥＢ開催） 

26 日 （火） 日生協中央地連運営委員会・県連活動推進会議 

27 日 （水） とちぎ食の安全安心推進会議 

28 日 （木） 学習会「電力容量市場の概要と事業者、消費者への影響について」 

29 日 （金） 栃木県農政審議会 

    

    

    

    

    

2021年 2月度予定 

1 日 ((月) 
栃木県次期プラン策定懇談会 

第 4回くらし部会 

2 日 （火） 全漁連全国青年女性交流大会審査会 

4 日 （木） とちぎ食の安全ネットワーク世話人会 

9 日 （火） 第 5回理事会 

16 日 （火）  食育推進連絡会 

18 日 （木） 適格消費者団体とちぎ消費者リンク理事会 

    

    

    

 

 

 


