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通常総会報告
第６５回通常総会が開催されました
６月２日(木）14時よりメルパルク長野（長野市）にて
「第65回通常総会」を開催しました。冒頭、中村誠一副会長
理事が開会の挨拶を行い、議長に東信医療生協の片桐祐雄代
議員が選出されました。上田均会長理事の主催者挨拶後、御
来賓として御出席をいただきました長野県県民文化部 戸田
智万課長、長野県農業協同組合中央会

春日十三男専務理

上田均会長理事

戸田智万課長

春日十三男専務理事

鵜飼照喜会長

関政人副理事長

小口信行代議員

事、長野県消費者団体連絡協議会 鵜飼照喜会長、長野県労
働者福祉協議会 関政人副理事長、長野県労働金庫征矢寿雄
専務理事、長野県虹の会 高田学世話人（長野県農協直販株
式会社代表取締役社長)、日本生協連中央地連 木戸玲子事務
局長を紹介し、戸田課長、春日専務、鵜飼会長、関副理事長
の４名にご挨拶をいただきました。続いて、資格審査報告が
行われ、代議員定数27名に対し実出席23名、書面出席４名に
より総会の成立が報告され、議案審議を行いました。
第１号議案から第５号議案を牛澤高志専務理事が提案し、
西澤弘行監事より監査報告が行われました。各議案は以下の
通りです。第１号議案「2015年度のまとめ、決算書及び剰余
金処分承認の件｣、第２号議案「2016年度活動方針、及び予
算決定の件｣、第３号議案「役員選任の件｣、第４号議案
「2016年度役員報酬決定の件｣、第５号議案「議案決議効力
発生の件」
また、第１号議案「2015年度のまとめ」を深め、認識を共
有するために会員生協の取り組みとして、セイコーエプソン
生協の小口信行代議員と生活クラブ生協長野の成田由美子代
議員より報告がありました。続いて、牛澤高志専務理事より

成田由美子代議員

まとめの発言があり、その後の採決ではすべての議案が賛成
多数により可決承認されました。その後、議長が総会の閉会
を宣言し、中村誠一副会長理事が閉会の挨拶を行いました。
第１回理事会が直後に開催され、会長理事に上田均、副会長
理事に中村誠一、神定孝典、専務理事に牛澤高志が互選され
たことが報告され、その後退任理事に感謝状と記念品の贈呈
が行われました。
また、総会終了後には、交流懇親会が開催され、日本生協
連の木戸様、長野県虹の会の高田様にご挨拶をいただきまし
た。また退任理事や新任理事の挨拶や参加代議員から各会員
生協の取組紹介などが行われ、倉田竜彦県生協連顧問より中
締めのご挨拶をいただき、和やかに交流が行われました。

２

退任理事（池内理事、
両澤理事、
大木島理事）

消費者支援功労者表彰
長野県生協連が消費者支援功労者表彰されました
５月19日(木）10時00分に、長野県庁３階特別応接室
にて、消費者庁の28年度消費者支援功労者表彰（ベスト
消費者サポーター章）伝達式が中島恵理副知事より行わ
れ、長野県生活協同組合連合会からは、上田均会長理
事、牛澤高志専務理事、両澤増枝理事、手塚優子コープ
ながの理事、中谷隆秀事務局長が出席しました。平成28
年度の同表彰は全国で32人の個人と16団体が表彰を受
け、長野県内では１団体、長野県生協連の表彰となり、
受賞功績としては「レジ袋削減の運動への参加｣、「消
費者被害防止対策推進会議への参加と学習会など｣、「県内大学生協と連
携した地産地消の食育ランチの取り組み｣、「被災地の子どもたちを長野
県内に招く子ども保養プロジェクト」などが評価されました。
伝達式後、中島恵理副知事と懇談を行いました。中島副知事からは日ご
ろの幅広い各生協の活動に高い関心をもっていらっしゃることなど、県生
協連からは、県内で組合員数が増加する中で、地域コミュニティーの課題
を生協の課題として受け止め、今後も行政や諸団体と連携協力しながら、地域での貢献を意識して取り組み
を進めていることなどお話をし、有意義な懇談となりました。

機関会議報告
2015年度第8回理事会を開催しました
日時：５月12日(木）
場所：コープながの

13時〜14時20分
２階Ｂ・Ｃ会議室（長野市）

出席：12名（理事10名：監事２名）
内容：以下の案件について審議を行い、承認しました。
（１）第65回通常総会開催諸事項に関する件
（２）第65回通常総会議案書
（３）第65回通常総会での専務理事報告
（４）新労働会館建設に関する長野県労働者福祉協議会からの要請
（５）ながのの生協2016編集計画
（６）長野県協同組合フェスティバル2016の出展料に関する件
（７）消費者庁の消費者基本計画行程表へのパブリックコメント
（８）県労福協社員総会の代議員選任の件
（９）第65回通常総会

第３号議案

（10）県連理事退任後の行政の審議会の対応に関する件
続いて、第７回理事会以降の機関会議、活動報告や行政･他団体
から提供された情報を報告し、すべて承認されました。

３

機関会議報告
第２回理事会を開催しました
日時：６月21日(火）
場所：コープながの

10時30分〜12時15分
２階Ｂ・Ｃ会議室(長野市)

出席：13名（理事12名：監事１名）
内容：以下の案件について審議を行い、承認しました。
（１）2016年度県生協連理事会役割分担
（２）2016年度役員報酬委員の選任
（３）2016年度 会員生協 理事長･専務理事懇談会
の開催計画について
（４）県生協連理事会2016年度県外生協研修･視察
計画
（５）2016年度学生委員会「生協体験プログラム」実施案について
（６）長野県生協連会員活動担当者交流会開催について
（７）長野県虹の会第29回定期総会及び福島視察研修会への参加について
※６月９日に第１回常任理事会を開催し、第２回理事会の審議事項等の検討を行いました。

県生協連活動報告
第１回生協災害対策協議会が開催されました
日時：５月24日(火）
場所：コープながの

15時〜16時30分
２階Ａ会議室（長野市）

出席：６名（コープながの、長野医療生協、全労済長野県
本部、長野県高齢者生協、県生協連）
内容：冒頭、委員長、副委員長の互選が行われ、委員長に
益田誠司氏（全労済長野県本部）、副委員長に渡辺
実氏（コープながの）を選出し、益田委員長が挨拶
を行い、議事を進行しました。。
１．事務局が以下の報告を行い、確認しました。
（１）2015年度第２回長野県生協災害対策協議会
２．事務局が以下の提案を行い、確認しました。
（１）2015年度長野県生協災害対策協議会活動方針
（２）防災学習会
（３）通信訓練・緊急連絡網
（４）緊急車両更新状況
（５）災害時等応援協定に基づく物資の供与数量など
３．参加生協の2016年度活動計画について意見交換を行いました。
また、被災地支援（東日本大震災、熊本・大分地震）の活動について交流しました。参加者より災
害時の通信手段として多機能の無線機の紹介があった。

４

県生協連活動報告
第１回食堂・売店部会が開催されました
日時：5月19日（木）

13時00分〜15時45分

場所：セイコーエプソン生協

会議室会議室（諏訪市）

出席：８名（セイコーエプソン生協、長野日本無線生協、信州大学
生協、日本生協連職域部、県生協連）
内容：会議に先立ち、セイコーエプソン生協の売店及び食堂を視察
しました。
神定部会長より挨拶があり、議事を進行しました。
１．事務局が以下の前回の部会報告を行い、確認しました。
２．事務局が以下の提案を行い、確認しました。
・2016年度の食堂売店部会の活動計画について
３．セイコーエプソン生協の「生協食堂、売店コラボ商品プロモーション」と
「売店チェンジ作戦」の報告がありました。

第１回介護福祉部会が開催されました
日時：６月23日（木）
場所：コープながの

10時30分〜12時30分
２階Ｂ会議室（長野市）

出席：９名（コープながの、長野医療生協、東信医療生協、長野県高齢者生協、全労済、県生協連）
内容：部会長に丸橋建一氏(長野医療生協)を選出し、丸橋部会長が議事を進行しました。
１．事務局が以下の報告を行い、確認しました。
（１）2016年度活動計画について
①部会の年間日程について
②介護福祉交流会について
③県外視察について
④講演会・研修会について
⑤長野市・長野県との懇談について
⑥市町村行政訪問、介護施設一覧表のデータ更新について
２．活動交流

協同組合間等活動報告
長野県協同組合連絡会第１回幹事会が開催されました
日時：5月20日（金）

13時30分〜14時30分

場所：ＪＡ長野県ビル4階Ｂ会議室

（長野市）

出席：13名
内容：（１）７月19日長野県協同組合シンポジウムについて
（２）第94回国際協同組合デー・パンフレットの作成について
（３）信州大学経済学部との連携講座について
（４）その他

５

協同組合間等活動報告
長野県協同組合連絡会第2回幹事会が開催されました
日時：６月21日(火） 13時30分〜14時30分
場所：ＪＡ長野県ビル 地下会議室（長野市）
出席：13名
内容：（１）協同組合シンポジウムについて
（２）協同組合デー パンフレット作成について
（３）その他

長野県協同組合フェスティバル2015実行委員会が開催されました
■第１回実行委員会
日時：５月20日(金）

15時00分〜16時10分

場所：ＪＡ長野県ビル ４階Ｂ会議室（長野市）
出席：長野県協同組合連絡会の構成団体役職員及び構成団体の会員他22名
内容：事務局が以下の事項を提案し、確認しました。
（１） 実行委員会の立ち上げの経過と委員会の名称並びに役割について
（２） 実行委員会の構成について
（３） 協同組合フェスティバル2016の開催計画について
（４） 出展及びステージ企画の依頼・出展申込書について
（５） 今後の会議日程と内容について
■第２回実行委員会
日時：６月21日(火） 15時00分〜16時20分
場所：ＪＡ長野県ビル 地下会議室（長野市）
出席：25名
内容：牛澤高志事務局長が挨拶を行い、議事を進行しました。
１．事務局が以下の事項を提案し、確認しました。
（１） 第１回実行委員会報告
（２） 後援団体（長野県、長野市）
（３）
（４）
（５）
（６）

出展申込状況について
ステージ企画について
広報計画について
実行委員会企画いて

（７） 全体運営及びレイアウトについて

県消団連活動報告
第２回幹事会を開催しました
日時：５月23日（月）

10時00分〜12時20分

場所：長野県婦人会館 １階会議室（長野市）
出席：10名（幹事６名、監事０名、事務局４名）
内容：はじめに学習会「2016年度の長野県消費者行政施策について」と題し、長野県くらし安全・消費生活
課戸田智万課長・池上昌樹企画幹・小山周一係長より「長野県消費者行政予算の概要(平成28年度)｣
の資料をもとに報告をいただき意見交換を行いました。

６

県消団連活動報告
次に、鵜飼照喜会長が議長を務め、議事を進行しました。
１．事務局が以下の提案を行い、すべて承認されました。
（１）2016年度市町村行政調査実施計画の件
（２）第46回長野県消費者大会開催計画（案）
（３）地方消費者フォーラム長野県実行委員会に向けて
（４）消費者基本計画行程表改正素案に対する
パブリックコメント（事後）
（５）適格消費者団体設立に向けた課題整理（一次）
（６）2016年度全国消団連総会参加者の件
２．事務局が以下の事項について報告を行いました。
第１回幹事会、長野県水道ビジョン検討委員会、長野県行政審議会、長野県消費者被害防止対策
推進会議、消費者団体等活動支援事業補助金案内、「みんなの食品安全・安心会議」参加者募集、
夏休み食品精製親子体験事業参加者募集、石油製品価格動向調査（５月９日）

会員生協情報
長野医療生協が熊本震災支援活動をしました
全日本民医連からの支援要請を受けて、４月27日〜30日には企画・教育部の金井さん、４月29日〜５月２
日には近藤看護部長を現地支援に派遣しました。また人的支援に先駆けてあおぞら企画からは衛生材料など
支援物資を現地に届けました。５月10日〜17日には老健ふるさと・管理栄養士大島志織さん、５月29日〜31
日池田徹医師が熊本のくわみず病院に支援に入りました。
【近藤看護部長の手記】
病棟では自院所の白衣で、避難所では他の支援団体と
共に、地域では安否確認含め、共同組織の会員様宅で不
安な気持ちや溢れ出るお話を聞き後に繋ぎました。「ここ
ろ一つに」被災職員の皆さんに寄り添い、少しでも長く休
めるように継続支援の必要性を感じました。
【池田徹医師の手記】
支援の内容は当直・救急車対応・予約外外来でした。
震災直後に比べるとかなり落ち着いている様でしたが、
「避難所を移動しているうちに薬を無くした｣、「夜中に
急に震えだして止まらない」など、震災の影響を感じまし
た。被害の大きかった益城地区ではまだまだ車中泊をして

崩れた家のゴミがいくつも

いる方も多く、今後も健
康への影響は続くと思わ
れます。病院職員の中に
も避難所から出勤されて
いる方もいるとのことで
あり、今後も継続して支
援が必要だと感じた３日
間でした。

１階がつぶれ、
家には入れず

病院職員駐車場、
ブロック塀が倒壊

７

お知らせ
NPO法人フードバンク信州よりお知らせ

生活困窮者の支援機関・団体に寄せられる相談の
中で食糧支援のニーズが増え続けています。なかに
は、電気・ガス・水道などのライフラインが止めら
れている人もいるので、缶詰などの調理しないで食
べられる食品の提供にご協力をお願いします。

食品大募集！
！
開催日

時間

７月９日(土)

10：00〜14：00

７月14日(木)

10：00〜13：00

７月24日(日)

10：00〜16：00

７月30日(土)

10：00〜14：00

７月30日(土)

10：00〜17：00

７月31日(日)

10：00〜16：00

８月６日(土)

10：00〜12：00

【フードドライブ開催日】
会
場
もんぜんぷら座／３階市民協働サポートセンター
長野市新田町1485-1
松本市役所 東庁舎1階／青少年育成センター（正面玄関入って左）
松本市丸の内3-7
ビッグハット／｢ながのこどもわくわくフェスタ」内ブースにて
長野市若里3-22-2
なんなんひろば
松本市芳野4-1
ビッグハット／｢信州環境フェア2016」内ブースにて
長野市若里3-22-2
ビッグハット／｢信州環境フェア2016」内ブースにて
長野市若里3-22-2
社会福祉法人上田明照会「上田ともいき処」
上田市中央北2-7-3

【寄付していただきたい食品】
缶詰、カップ麺、レトルト食品、お菓子、お米など保存できるもの
★寄付いただく食品は、次の右の条件を満たす食品とさせていただきます

【問い合わせ先】
NPO法人フードバンク信州

〒381-0034長野市大字高田1029-1
長野県ＮＰＯセンター内
TEL026-269-0026 FAX026-269-0016
E-mail foodbank@npo-nagano.org

〇賞味期限が明記され、１ヶ月以上あるもの
〇未開封のもの
〇包装や外装が破損していないもの
〇生鮮食品以外の常温保存できるもの
〇お米は「古米」まで
長野県生協連 2016年７月〜８月 活動予定

月

日

会議・活動内容など

７月５日(火）国民平和大行進県庁前出発式
７月８日(金）平和行進群馬引き継ぎ式、
日生協大規模災害協議会
７月12日(火）第２回常任理事会、上期研修会
７月14日(木）長野県虹の会総会
７月19日(火）協同組合シンポジウム
７月20日(水)〜21日(木）全国県連活動推進会議、
食育ランチ
７月22日(金）県連職員交流集会、労福協実務者会議
７月25日(月）長野県協同組合フェスティバル2016第３回実
行委員会、第４回県消団連幹事会
７月26日(火）労福協理事会、第２回介護福祉部会
７月27日(水）第１回消費者被害防止対策推進会議

月

日

会議・活動内容など

７月28日(木)〜31日(日）福島子ども保養プロジェクト（コ
ヨット in ながの）
８月１日(月）災害時ＭＣＡ通信訓練、労福協共同編集会議
８月２日(火）会員活動担当者交流会
８月18日(木）大学生協体験プログラム（東信コース）
８月19日(金）第３回常任理事会、
第３回理事会、理事長・専務理事懇談会
８月22日(月）大学生協体験プログラム（南信コース）
８月25日(木)〜26日(金）６県連合同業態研修会
８月29日(月）労福協実務者会議
８月30日(火）長野県協同組合連絡会第３回幹事会、
長野県協同組合フェスティバル2016第４回実
行委員会
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