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長野県協同組合連絡会 第４４回通常総会
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第９回理事会を開催しました
日時：３月18日(火）11時30分～13時40分
場所：ホテルメトロポリタン長野　３階　志賀の間（長野市）
出席：14名（理事12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）2013年度のまとめ（第２次案）及決算見通しについて 
（２）2014年度活動方針（第２次案）及び予算（案）について
（３）中央地連各種委員会等の委員選任に係る県連推薦について
　続いて、第８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。
※理事会に先立って、役員推薦委員会が11時から、
役員報酬委員会が11時30分から開催されました。

2014年度第１回理事会を開催しました
日時：４月22日(火）10時30分～12時00分
場所：コープながの本部　２階　会議室（長野市）
出席：12名（理事11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）2013年度事業報告書及び決算報告書（剰余金処分案・監査報告・監査意見含む）並びに2014年
度予算案について

（２）役員選任議案
（３）役員報酬議案
（４）第63回通常総会の開催に関する件
（５）第63回通常総会議案書（原案）について
（６）長野県男女共同参画推進県民会議役員の推薦
（７）県労福協理事・監事候補者の推薦
（８）個人情報保護方針の改定
（９）職員自己所有車の業務使用の交通費精算基準
（10）県議会各会派との懇談会の開催
（11）「長野県消費者フォーラム」の共催について
　続いて、第９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。
※４月８日第１回常任理事会を開催し、第８回理事会の審議事項の検討を行いました。

機関会議報告
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部会活動報告

売店研修会が行われました
日時：３月11日(火）10時00分～12時30分 
場所：長野県庁　10階会議室・地階　長野県庁生協売店
出席：14名（セイコーエプソン生協、長野日本無線生協、長

野県庁生協、信州大学生協、日生協、事務局）
内容：神定孝典部会長（県連理事・セイコーエプソン生協専

務理事）が開会挨拶後、信州大学生協　中村誠一専務
理事を講師に研修会を行いました。「店づくりの基本
の習得｣、「陳列技術の習得｣、「タンピンカンリの技
術の深耕」の講義や「店づくり基準」事例集のカラー写真で具体的な店舗事例を学びました。講義の
後、県庁生協の売店に移動し、学んだ内容を現場で確認しながら店舗クリニックを行いました。
　その後、各自の気づきや感想を交流し、有意義な研修会となりました。
＜参加者アンケート＞
○売店のチェックリストを参考にして自店舗の点検をしたい。タンピンカンリの考え方や仮設→検証
の流れを実践してみたい。
○講義→写真事例集→現場での店舗クリニックの流れが良かった。
○陳列方法や棚の高さと配置はとても参考になった。
　※売店研修会の終了後、第３回食堂・売店部会が開催されました。

　

第１回介護福祉部会が行われました
日時：４月16日(水）10時30分～12時00分
場所：長野県生協連事務所　会議室（長野市篠ノ井）
出席：９名（高齢者生協・コープながの・長野医療生協・上伊那医療生協・全労済ウィック・事務局）
内容：鈴木友子部会長（県連理事・高齢者生協副理事長）が開会に当たり、新年度部会長の選任を参加者に

図り、丸橋建一氏（長野医療生協）を介護福祉部会長に
選任した。

議題：（１）部会の年間日程について
（２）介護福祉講演・研修会について
（３）2014年度の視察研修について
（４）行政への要望など
※その他、活動交流を行った。
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第10回幹事会を開催しました
日時：３月25日(火）10時30分～12時00分
場所：長野県婦人会館　１階会議室（長野市） 
出席：11名（幹事・監事８名、事務局３名）
議題：（１）2013年度まとめと2014年度活動計画について
　　　　その他、事務局が報告・情報提供を行いました。

　

2014年度第１回幹事会を開催しました
日時：４月21日(月）10時30分～12時00分
場所：長野県婦人会館　１階会議室（長野市） 
出席：12名（幹事・監事８名、事務局３名）
内容：鵜飼照喜会長の開会挨拶の後、冒頭、中部電力から営業課の百瀬弘幸課長をはじめ３名の方にお越し

いただき、今回の値上げに関する説明会を行いました。説明会後、鵜飼照喜会長が議長を務め、議事
を進行しました。

議題：（１）2013年度会計報告及び監査報告について
（２）2014年度長野県消団連の予算について
（３）2014年度会費の請求について
（４）長野県男女共同参画推進県民会議の役員
　　　推薦について
（５）消団連幹事会の年間日程について
（６）消費者問題シンポジウムin長野の共催に
　　　ついて
　その他、事務局が報告・情報提供を行いました。

県消団連活動報告

【長野県生協連 ＨＰリニューアルのお知らせ】
　長野県生協連ではサーバー容量や管理シス
テムの老朽化などを解消し、皆様からの反響
を得られるサイト構築をめざしています。内
容に大きな変更はありませんが、facebook
活用しより多くの方にご覧いただければと思
います。新しくなったサイトへのご意見、ご
感想をお聞かせください。
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協同組合間活動報告

長野県協同組合連絡会第44回通常総会が開催されました
日時：４月24日(木）15時00分～
場所：ＪＡ長野県ビル　13階　特別会議室Ⅰ
出席：構成団体の役職員29名
内容：開会に先立ち、長野県労働金庫の西澤順一執行

役員の開会挨拶の後、平成25年度協同組合連絡
会の上田均会長（長野県生協連代表理事　会長
理事）より挨拶がありました。議事では、上田
会長が議長を務め、曽川壮平幹事長（ＪＡ長野
中央会協同活動推進部長）が第１号議案「平成
25年度事業報告並びに収支決算の承認について
」第２号議案「平成26年度事業計画並びに収支
予算の決定について」第３号議案「負担金の賦
課・徴収方法について」第４号議案「平成26年
度役員の選任について」の議案提案を行ない議
案ごとに採決が行われ、新役員の選任を含め、
全議案が満場の拍手で承認されました。
　総会後、環境保全運動取組み優良事例発表と
して、長野県生協連からコープながの組合員理
事の縣美智子さんが組合員とともに取り組んだ
環境活動の発表を、ＪＡ厚生連長野の竹下由美
子業務課長が佐久総合病院佐久医療センターの
発表を行いました。縣美智子さんは小川村絆の
森での「森の学校」の取組み、県内５カ所のコ
メの生産者と取り組んでいる「田んぼの学校」
の取組み、安曇野市や伊那市での「川の学校」
の取組み、芋井野遊び塾、コープ黒姫農場や牧
場での一泊二日の「夏休み子ども農業体験ツ
アー」や夏と冬に行っている「みんなでエコラ
イフ」の活動などを報告しました。

◆平成26年度長野県協同組合連絡会役員

会　長　大槻憲雄 長野県農業協同組合中央会・各連合会　会長

副会長　上田　均 長野県生活協同組合連合会　会長理事

副会長　藤森貫治 長野県漁業協同組合連合会　代表理事　会長

副会長　藤原忠彦 長野県森林組合連合会　代表理事　会長

副会長　奥原一由 長野県労働金庫　理事長

副会長　青木　健 労働者協同組合ながの　代表理事

監　事　風間広康 長野県生活協同組合連合会　副会長理事

　また、長野県協同組合連絡会委員会終了後には、「懇親交流会」が開催されました。
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土壌スクリーニングボランティアに参加しました
　１月～４月に県生協連は福島県の被災地支援の取組みとして、土壌スクリーニングボランティアを募集
し、３人のボランティア（１月６日～７日に事務局の中谷隆秀が、３月31日～４月１日にコープながの地域
担当の原真友さんと樋口智恵さん）を派遣しました。今回は原さんと樋口さんの感想を紹介します。

【原真友さんの感想】
　一日目は前日の雨の影響で田んぼの状態がとても悪く測定できそうな場所を
探したり、強風の影響もあり風が比較的緩やかなところを探したりしながらの
作業になりました。風や雨の中での作業はとても大変だということを実感しま
した。測定をして気づいたことは、セシウムは水に溶け、流れていく過程で土
に吸着していき、実際にすべての土壌を測定すると今までわからなかったこと
も目に見えてくるということです。
・全体を通して
　二日間土壌スクリーニングのボランティアに参加して、一緒に田んぼを回ったスタッフの方やレクチャー
や交流会で福島に住んでいる方にたくさんのお話をお聞きすることができました。
　福島県に住んで生活している人たちは放射能についてとても敏感でした。レクチャーや交流会の場でのお
話の中で「安心だとわかっていても不安はある。」「もし何か子供たちにあったときあの時何もしなかった
からという風にはなりたくない。」こんな言葉を何回か聞きました。わかっていても不安は拭いきれない。
だからこそ、もっと目に見えるわかりやすい情報が必要だと強く感じました。今回、ボランティアに参加し
て福島県が以前よりとても身近に感じることができました。本当にありがとうございました。

【樋口智恵さんの感想】
　まず、私がこのボランティアに参加したいと思ったきっかけは、震災後、私
の担当していた地域に福島から避難してきて長野県で組合員さんになっていた
だいた方がきっかけでした。１年弱のお付き合い後、「また故郷の福島で子育
てがしたい」ということで戻られる時に私に福島の本当の素晴らしさを話して
くださり、最後に「観光でも何でもいいからぜひ一度来てね」とおっしゃいま
した。その時の約束を果たそうと今回ボランティアに申し込みました。
　土壌スクリーニングの作業中には、近くの農家の方が何をしているか聞きに来られ、放射能の検査をして
いると伝えると、「今年は田をうねった（耕した）が米を作って大丈夫かい？」と不安そうに尋ねられる場
面もありました。現地のスタッフからは「農家の方は土壌の状況を知らないから不安でしょうがない」との
話を聞きました。
　土壌スクリーニングはまだ田んぼの20％が残っているが田植えが始まる４月末までしか作業ができない。
なぜ、マスコミはこういった方々の活動をもっと取り上げないのかと不思議に思いました。今回、マスコミ
では伝わらない福島の方々の声を自分の耳で聞けて本当によかったと思いました。一日でも早く風評被害が
なくなることを祈っています。

その他活動

※矢野目モニタリングセンターは農家の方の出荷前の放射能検査を実施している施設です。
事務所のあるサポートセンター 測定機器 矢野目モニタリングセンター
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お知らせ

長野県消費者フォーラムのご案内
～地域の消費者被害防止見守りネットワーク構築に向けて～

日時：2014年５月31日（土）午後1時30分から午後４時まで

場所：まつもと市民・芸術館（住所：松本市深志3-10-1　☎0263-33-3830）

主催：長野県（県民文化部、健康福祉部)、長野県警察本部、長野県教育委員会

共済：長野県生協連、長野県消団連、福祉関係団体、金融機関、学校関係　他関係団体

内容：来賓あいさつ 森まさこ内閣府特命担当大臣
講　　演　消費者庁次長 山崎史郎氏
「地域の見守りネットワーク構築に向けて（仮題）」
事例発表　茅野市消費生活センター長　吉田貞雄氏　
「高齢者の消費者被害防止地域
　　見守りネットワークづくりに向けて」
パネルディスカッション

参加費：無料

１．総会日時　　　2014年６月５日(火）午後２時～４時

２．開催場所　　　メルパルクＮＡＧＡＮＯ　白鳳の間

　　　　　　　　　長野市鶴賀高畑752-８番地　TEL026-225-7800

３．議　　案　　　第１号議案　　2013年度のまとめ、決算書及び剰余金処分案承認の件

第２号議案　　第12次中期３カ年計画決定の件　　　

第３号議案　　2014年度の活動方針及び予算決定の件

第４号議案　　役員選任の件

第５号議案　　役員報酬決定の件

第６号議案　　議案決議効力発生に関する件

以上　　

長野県生協連第63回通常総会
長野県生活協同組合連合会通常総会の開催のお知らせ



お知らせ

会員生協通常総（代）会の開催日程
　　　会　員　名   開催日 曜日 　　開催時間帯 回　数   名　称 　　　会　　場　　名
長野県生協連 ６月５日 木 14時～16時 第63回 通常総会 メルパルク長野
　 　 　 　 　 　 　
更埴美容生協 ５月13日 火 19時30分～21時 第59回 通常総代会 篠ノ井御幣川公民館
長野県看護大生協 ５月20日 火 16時30分～18時00分 第16回 通常総代会 長野県看護大学大教室
清泉女学院生協 ５月22日 木 16時30分～17時30分 第９回 通常総会 清泉女学院大学　Ｆ301教室
長野大学生協 ５月24日 土 13時30分～15時00分 第33回 通常総代会 長野大学　２-201教室
松本大学生協 ５月27日 火 17時00分～18時00分 第９回 通常総代会 松本大学内（未定）
長野県短期大学生協 ５月28日 水 12時10分～12時45分 第30回 通常総会 長野県短期大学西棟24番教室
信州大学生協 ５月29日 木 18時00分～20時00分 第16回 通常総代会 信州大学あづみホール食堂
生活クラブ生協長野 ６月４日 水 10時00分～14時00分 第37回 通常総代会 中信会館　ベルヴィホール
長野県高等学校生協 ６月10日 火 13時～15時30分 第55回 通常総代会 長野県高校会館
双葉生協 ６月10日 火 12時20分～12時55分 第56回 通常総代会 ＪＡ長野県ビル　12階Ｂ会議室

セイコーエプソン生協 ６月11日 水 17時45分～19時00分 第62回 通常総代会 セイコーエプソン本社
      エプソンホール

コープながの ６月12日 木 10時30分～13時00分 第22回 通常総代会 キッセイ文化ホール
      (長野県松本文化会館)
長野医療生協 ６月15日 日 10時～15時00分 第59回 通常総代会 ＪＡアクティ―ホール
東信医療生協 ６月21日 土 13時～17時00分 第31回 通常総代会 しんきん　イベントホール

長野県高齢者生協 ６月21日 土 10時00分～13時00分 第16回 通常総代会 ＪＡグリーン長野篠ノ井支所
      （グリーンパレス）
上伊那医療生協 ６月22日 日 13時00分～17時30分 第30回 通常総代会 箕輪町文化センター

長野県労働金庫 ６月23日 月 13時～16時 第65回 通常総会 ホテル国際２１
（賛助会員）
長野県庁生協 ６月26日 木 14時～15時 第60回 通常総代会 長野県庁　10階食堂
長野県住宅生協 ６月27日 金 13時30分～15時30分 第33回 通常総会 メルパルク長野

全労済長野県本部 ７月30日 水 13時30分～16時30分 第59回 通常総代会 上田東急イン
(県労働者共済生協）      「国際２１クリスタルホール」 
長野日本無線生協 2014年９月下旬開催予定。

会報　ねっとわぁく№232
発行：長野県生活協同組合連合会　〒388-8555 長野県長野市篠ノ井御幣川668番地　生活協同組合コープながの本部内

TEL.０２６－２６１－１３８０　FAX.０２６－２６１－１３８１
ホームページ  http://nagano-seikyoren.org/index.php

　月　日  会議・活動内容など
５月１日(木） メーデー参加、副知事訪問
５月12日(月） 消費者被害防止連絡会議
５月13日(火） 信州豊かな環境づくり県民会議総会
５月13日(火） 県労福協役員推薦委員会・連携委員会
５月15日(木） 第２回常任理事会・第２回理事会
５月19日(月） 協同組合連絡会幹事会、

協同組合フェスティバル実行委員会
５月21日(水） 中央地連「介護保険制度改定・新しい地域支援

事業」学習会
５月22日(木） 全国消団連総会
５月26日(月） 県消団連第２回幹事会
５月27日(火） 労福協理事会
５月28日(水） 長野県生協災害対策協議会

　月　日  会議・活動内容など
５月29日(木） レジ袋削減をすすめる県民の会総会及び学習交

流会
５月30日(金） 食堂売店部会
５月31日(土） 長野県消費者フォーラム（県連共催）
６月２日(月） 県労福協共同編集会議
６月５日(木） 長野県生協連第63回通常総会
６月10日(火） 第３回常任理事会
６月13日(金） 日本生協連総会
６月16日(月） 県消団連幹事会
６月19日(木） 県労福協社員総会
６月21日(土)-22日(日）第９回食育推進全国大会
６月24日(火） 第３回理事会、県議会各会派との懇談会
６月30日(月） 医療部会


