
2020年 7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 

⚫ 7月 26日(金)、2020年度第 1回常務会を開催  

2021 年度役員体制 会長理事 竹内 明子 栃木県生協連 

福会長理事 寺内 健一 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 こくみん共済 coop 

常務理事 中田 秀治 よつ葉生協 

常務理事 江波戸 佳子 栃木県生協連 

【議決事項】・次月度の活動計画と決算報告承認の件  

・第２回定例理事会(8/11)附議議案について 

【協議事項】・月度定例報告 

・会員総代会状況・2020年度機関会議日程 

・2020年度コロナ禍における機関会議の状況と考え方(案) 

⚫ 7月 6日(月)、2020年度第 1回くらし部会 

今年度より「パルシステム茨城 栃木」がくらし部会に加わり、生活クラブ生協、よつ葉生協、

とちぎコープ、合わせて地域 4生協で活動をすすめます。 

今回は、それぞれの生協の組合員活動について、報告交流を行いました。また、2019 年度く

らし部会の主な活動ふりかえりと、2020 年度活動計画を行い、今年度の学習会テーマは「フー

ドバンクの実情」と、秋の国会提出が予想される「種苗法」とすることにしました。新型コロナ

ウイルス感染の状況をみて計画していきます。 

栃木県生活協同組合連合会 2020年 7月度の活動報告 

◇機関会議等 

7日 第 1回常務理事会 

6日 第 1回くらし部会 

21日 第 1回福祉部会 

 

◇ネットワーク 

2日 とちぎ食の安全ﾈｯﾄﾜｰｸ第 1回世話人会 

14日 とちぎ消費者ﾈｯﾄﾜｰｸ第 1回幹事会 

21日 とちぎ消費者ｶﾚｯｼﾞ(自治医科大学) 

21日 とちぎ子育てﾈｯﾄﾜｰｸ(栃木市) 

 

◇行政関連 

7日 小山市総合計画策定懇話会 

8日 とちぎ食育推進連絡会 

14日 県民生活部、保健福祉部 部長訪問 

16日 栃木県食の安全安心推進会議 

31日 栃木県ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ資源循環推進協議会 

◇被災地支援、防災、対策 

27日 令和 2年度災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ会議 

 

◇その他 

6日 2020年度協同組合交流会打合せ 

20日 広報誌とちぎの生協 Vol.31夏号発行 

22日 栃木県労働者福祉協議会幹事会 

 

<適格消費者団体 NPO法人とちぎ消費者ﾘﾝｸの活動> 

6日 事務局会議 

 

 

 

 

 

 

以上 



⚫ 7月 21日(火)、2020年度第 1回福祉部会 

冒頭で、学習会を開催しました。 

■演題:子ども若者・ひきこもり支援の現状と課題 

■講師:一般社団法人栃木県若年者支援機構  

代表理事 中野 謙作 氏 

困難を有する子ども・若者に対応した「学ぶ」と「働く」を軸

にした場の創設として、中野先生が若年者支援機構を立ち上げる

にいたった経緯や、栃木県の子ども若者支援の現状、そして子ど

もの貧困について、お話しいただきました。 

学習会の後「くらしのお役立ちアンケート(2017年度実施)」「職

員の福祉の意識調査(2018年度実施)」から、具体的な取り組みと

してつながった事例について、会員報告を行いました。 

中野 謙作 氏 資料より抜粋 

 

２.行政関連 

⚫ 7月 8日(水)、 とちぎ食育推進連絡会 

 食育推進連絡会は、栃木県食育推進計画「とちぎの食育元気プラン」に基づき、食育を総

合的に推進することを目的として平成 19年に設立されました。食育に関係する機関・団体

（消費者、栄養学、食品、商工、農業、教育、行政等）により構成されています。食育をめぐ

る現状、今後の計画等について、報告、交流を行いました。 

議事  1.栃木県食育推進計画「とちぎ食育元気プラン 2020」の令和元年度の実績 

2.次期栃木県食育推進計画骨子(案)について 

3.今年度の活動テーマ「コロナに負けるな!!食でカラダ・ココロ・地域元気アップ!」 

4.その他 

⚫ 7月 31日(金)、栃木県プラスチック資源循環推進協議会 

 県は 2020年度、プラスチックごみ削減対策事業を強化する取り組みの中で、市町や事業

者、有識者、消費者などで構成される協議会を設置し、対策を進めることとしました。 

第 1回目となる今回は、プラスチックの資源循環を巡る状況の報告および、プラスチック資

源循環の推進に関する基本的な指針（骨子）案について等協議しました。 

 

 

３.ネットワークの取り組み 

⚫ 7月 2日(木)、とちぎ食の安全ネットワーク第 1回世話人会 

「近年の農薬に関する動向―その 1～新規農薬、ポストハーベスト農薬の指定増加～」につ

いて、代表世話人の宇都宮大学名誉教授 宇田靖氏を講師に学習会を行いました。当日の議題

は、「2019年度の取組みと 2020年度の計画（案）」の検討、栃木県食品衛生監視指導計画案」

に対して提出したパブリックコメントと県の報告、今後の学習会の予定についてと、各団体か

らの活動報告等を行いました。 

⚫ 7月 14日(火)、とちぎ消費者ネットワーク第 1回幹事会 

代表幹事の山田英郎氏より、2019年度に県内 25市町を対象に行った「消費者行政アンケー

ト」の概要について報告がありました。その他、2019年度の振り返りと 2020年度計画、「2020

年度とちぎ消費者カレッジ」進捗状況、参加団体の活動報告等を行いました。 

なお、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」は新型コロナウイルス

感染症対策のため、今年度は中止としました。 



⚫ 7月 21日(火)、2020年度第 1回とちぎ消費者カレッジ<自治医科大学 115名参加> 

 社会に出たばかりの若者に対する消費者問題の啓発等を目的とし

た「とちぎ消費者カレッジ」は 7年目の取り組みです。 

今回は、新型コロナウイルス感染対策のため、講師は別室からの

リモート講義となりました。未成年者の契約、クレジットカード等

の決済方法、19才・20才の相談内容を基にした様々なトラブル事例

と対処法について講義を行い、学生から「大学生を狙った詐欺につ

いて教えていただき良かった」「今後クレジットカードを使う際の知識を得られた」等の感想

がありました。 

■演題：消費者トラブルになってしまったケースを知ろう 

■講師：栃木県弁護士会 消費者問題対策委員会 委員長 弁護士 服部 有 氏 

 

 

           防災・被災者支援・緊急対策            

１．防災の取り組み 

⚫ 7月 27日(月)、災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ会議に参加 <社会福祉法人栃木県社会福祉協議会主催> 

■事例発表① 

 「令和元年東日本台風災害における栃木県の状況説明」栃木県社協地域福祉・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ課 

■事例発表② 

 「令和元年東日本台風災害における活動・連例事例」発表 

  栃木市、宇都宮市社協、NPO法人トチギ環境未来基地、青年会議所栃木ブロック協議会 

■講義 

 「災害時における新型コロナウイルス感染防止について」 

  講師：3DS株式会社 代表取締役 林 洋克 氏(日本 DMATインストラクター) 

 

⚫ 2020年 7月豪雨災害支援募金開始 

 2020 年 7 月 3 日から降り始めた豪雨による広範、甚大な被害に対して、開設された日本生協

連の募金に協力し、被災者・被災地を支援するための募金を呼びかけます。 

（１）募金名称：2020年 7月豪雨災害支援募金 

（２）開設期間：2020年 7月上旬～ ＊おおむね 3か月程度を想定 

 ※今回寄せられた募金は、被災地の自治体へ義援金としてお届けする他、支援金として被災者

支援の活動に活用。 

 

 

  



 

栃木県生活協同組合連合会 2020年 8月度、9月度の活動予定 

 

2020年 7月 31日(金)作成 

   栃木県生活協同組合連合会 

 

 

 

 

 

2020年8月度予定 

3 日 (月) 適格消費者団体 NPO法人とちぎ消費者リンク事務局会議、事例検討委員会 

5 日 (水) とちぎ消費者カレッジ(共和大カレッジ) 

6 日 (木) とちぎ食の安全ネットワーク第 2回世話人会 

栃木県次期プラン策定懇談会 

11 日 (火) 2020年度第 2回理事会 

20 日 (木) 適格消費者団体 NPO法人とちぎ消費者リンク理事会 

30 日 (日) 中止…令和２（2020）年度栃木県・日光市総合防災訓練 

    

2020年 9月度予定 

 7 日 (月) 2020年度第 2回くらし部会 

9 日 (水) 栃木放送番組審議会 

14 日 (月) とちぎ消費者ネットワーク 

15 日 (火) 第 2回常務会 

24 日 (木) 栃木県労働者福祉協議会幹事会 

    

    

●新型コロナウイルス感染拡大を鑑み「協同組合交流会」は 2021年度に繰り越します。 


