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通常総会報告
第69回通常総会が開催されました
６⽉４⽇（⽊）14時よりメルパルク⻑野（⻑野市）にて「第69回通常総会」を開催しました。
（今回の総会の持ち⽅について新型コロナウィルス感染症対策として、書⾯出席を主として運営しました）
冒頭、中村誠⼀副会⻑理事が開会の挨拶を⾏い、議⻑に信州⼤学⽣協の杉⼭⼀朗代議員が選出されました。
上⽥均会⻑理事の主催者挨拶後、資格審査報告が⾏われ、代議員定数26名に対し実出席５名、書⾯出席21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４号議案を関佳之専務理事が提案し、⾕⼝亮⼀監事が監査報告を⾏いました。各議案は以
下の通りです。第１号議案「2019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「第14次中期⽅針決定の件」、第
３号議案「2020年度活動⽅針、及び予算決定の件」、第３号議案
「役員報酬決定の件」、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「役員選任規約変更の件」。
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、議⻑が総会の閉会を宣⾔し、⼭本佳道副会⻑
理事が閉会の挨拶を⾏いました。
その後、総会会場にて、今期をもって退任される上⽥均会⻑
理事、中村誠⼀副会⻑理事、牧友昭理事、徳嵩淳⼦理事へ太⽥
栄⼀新会⻑理事より感謝状が贈呈されました。

機関会議報告
理事会を開催しました
■2019年度第７回
⽇時：４⽉14⽇（⽕）10時30∼11時45分
場所：コープながの １階Ｅ会議室（⻑野市）
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、承認されました
(1)2019年度決算報告（１次案）
(2)第14次中期⽅針（３次案）
(3)2019年度まとめと2020年度課題（３次案）
(4)2020年度予算案（２次案）
(5)役員選任の件
(6)第69回通常総会議案書（原案）
(7)第69回通常総会に関する件
(8)役員報酬決定の件
(9)2020年度⽇本⽣協連中央地連組合員活動委員の推薦に関する件
(10)県労福協理事・監事候補者推薦に関する件
(11)「⻑野県災害時⽀援ネットワーク」幹事会への参加の件
(12)「信州災害⽀援寄付基⾦助成制度」選定委員選任の件
(13)「⻑野県⽣協連 震災などの危機管理マニュアル」改定の件
(14)「上期研修会」の実施に関する件
(15)「職員交流集会」の実施に関する件
続いて、第６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。
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機関会議報告
■2019年度第８回
⽇時：５⽉７⽇（⽊）
出席（書⾯）：14名（理事12名：監事２名）
内容：以下の案件について書⾯での議決とし、承認されました
(1)第69回通常総会議案書
(2)「ながのの⽣協2020」の発⾏計画
その他、第７回理事会以降の機関会議、理事会のウェブ会議開催の準備に関する件を書⾯報告し、すべて
承認されました。

■第１回
⽇時：６⽉４⽇（⽊） 14時45分∼14時55分
場所：メルパルクＮＡＧＡＮＯ３階 ⽩鳳の間前ロビー（⻑野市）
出席：14名（理事12名：監事２名）
内容：下の案件について審議を⾏い、承認されました
(1)会⻑理事・副会⻑理事の選任
太⽥栄⼀会⻑理事及び⼭本佳道副会⻑理事、関根明副
会⻑理事、関佳之専務理事の就任を提案し、承認されま
した
(2)代表理事の選任
太⽥栄⼀会⻑理事及び関佳之専務理事とすることを提
案し、承認されました。なお、被選任者は、その就任を承
諾しました
(3)名誉会⻑・顧問の選任
上⽥均⽒の名誉会⻑及び清⽔邦明⽒、⽶原俊夫⽒、倉⽥⻯彦⽒の顧問就任について提案し、承認され
ました

■第２回
⽇時：６⽉19⽇（⾦） 10時30分∼11時50分
場所：県⽣協連事務所（理事はＷＥＢ会議システムにより参加）
出席：14名（理事12名：監事２名）
内容：議事に先⽴ち理事会参加者全員が⼀堂に会するのと同等
に充分な意⾒交換ができることを相互に確認し、以下の案
件についてＷＥＢ会議システムを⽤いて審議を⾏い、承認さ
れました
(1)⽇⽣協中央地連運営委員（県⽣協連推薦枠）選任の件
(2) 2020年度⻑野県⽣協連から諸団体に派遣する役員及び
委員等に関する件
(3)2020年度県⽣協連三役の職務代⾏順位設定の件
(4)2020年度県⽣協連役員報酬委員の選任の件
(5)2020年度県⽣協連役員推薦委員の選任の件
(6)2020年度７⽉以降の役員報酬設定の件
(7)2020年度県⽣協連役職員ＯＢ会総会開催計画に関する件
(8)2020年度会員⽣協理事⻑・専務理事懇談会計画の件
(9)⻑野医療⽣協からの⽀援募⾦依頼の件

ＷＥＢ会議の様⼦
（県⽣協連事務所）
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県⽣協連活動報告
第１回生協災害対策協議会を開催しました
⽇時：５⽉21⽇（⽊） 13時30分∼14時50分
場所：コープながの本部１階Ｅ会議室（⻑野市）
出席：６名（こくみん共済COOP、コープながの、⻑野医療⽣協、
⻑野県⾼齢者⽣協、県⽣協連）
内容：冒頭、委員⻑、副委員⻑の互選が⾏われ、委員⻑に鈴⽊
義⼈⽒（⻑野県⾼齢者⽣協）、副委員⻑に⼭本佳道⽒（⻑
野医療⽣協）を選出し、鈴⽊委員⻑が挨拶を⾏い、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)2019年度第３回⻑野県⽣協災害対策協議会
２．
事務局が以下の2020年度活動計画の提案を⾏い、確
認しました。
重点課題として「県危機管理部とのコミュニケーション」、
「⻑野県災害時⽀援ネットワークとの連携」、
「新型コロナウィルス感染症の対応」
(1)2020年度活動⽅針と計画について
(2)緊急⾞両更新状況について
(3)通信訓練・緊急連絡網について
(4)「⻑野県災害時⽀援ネットワーク」について
(5)⻑野県危機管理防災課関連
３．
参加⽣協の災害対応活動や新型コロナウィルス感染症の対応について意⾒交換を⾏いました。

県消団連活動報告
幹事会が開催されました
■第１回
⽇時：４⽉13⽇（⽉） 10時30分∼11時35分
場所：⻑野県婦⼈会館 １階会議室（⻑野市）
出席：６名（幹事４名、監事０名、事務局２名）
内容：今回の幹事会の持ち⽅について新型コロナウィルス感染
症対策として、事前に各幹事に議案を送付及び意⾒集約を
⾏ったうえで、会⻑・副会⻑・事務局会議とする旨の報告
があり、鵜飼会⻑の進⾏で議事が進められました。
１．
事務局が以下の提案を⾏い、すべ承認されました。
(1) 2019年度まとめと2020年度活動計画（2020年度予
算案含む）
（２次案）について
(2)2019年度収⽀報告について
(3)⻑野県くらし・安全消費⽣活課との懇談機会の設定について
(4)新型コロナウィルス感染症に関する件
デマや不確実な情報により⼈権侵害が⾒られる地域での状況について、各種団体に賛同・協⼒を
呼び掛けることも含めて今後継続して検討することとしました。
続いて、2019年度第９回幹事会まとめ、活動報告や⾏政・他団体から提供された情報を報告しまし
た。
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県消団連活動報告
■第２回
⽇時：５⽉18⽇（⽉） 11時00分∼12時00分
場所：⻑野県婦⼈会館 １階会議室（⻑野市）
出席：６名（幹事４名、事務局２名）
※第１回幹事会同様の運営⽅法で実施
内容：鵜飼照喜会⻑が議⻑を務め、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)第50回⻑野県消費者⼤会の開催について
(2)年間活動計画の⾒直しについて
今後の新型コロナの対応基準や県⾏政の企画やイベン
トの開催基準を参考にしながら、計画変更・中⽌もあり得ることを含めて確認しました。
(3)2020年度市町村消費者⾏政調査実施計画について
続いて、2019年度第１回幹事会まとめ、⾏政・他団体から提供された情報を報告しました。

■第３回
⽇時：６⽉22⽇（⽉） 10時30分∼11時50分
場所：⻑野県婦⼈会館１階会議室（⻑野市）
出席：14名（幹事10名、監事２名、事務局２名）
内容：鵜飼照喜会⻑が議⻑を務め、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) 新型コロナウィルスに関連する幹事団体の事業への影
響について（状況の交流）
(2)第50回⻑野県消費者⼤会の開催について
（開催継続審議）
(3)2020年度市町村消費者⾏政調査実施について
(4)同懇談会の開催について
(5)各種外部会議の理事及び委員等の交替について
(6)2019年度まとめと2020年度活動計画
(7)台⾵19号災害の⽀援活動について
今後も災害⽀援や災害対応について交流していくことを確認しました。
続いて、2019年度第１・２回幹事会まとめ、⾏政・他団体から提供された情報を報告しました。

協同組合間等活動報告
長野県協同組合連絡会総会が開催されました
⽇時：６⽉８⽇（⽉） 13時00分∼13時20分
場所：ＪＡ⻑野県ビル 12階Ａ会議室 （⻑野市）
出席：12名
内容：第50回通常総会は新型コロナウィルス感染症の拡⼤防⽌
と参加者の安全を重視し、書⾯による議決権の⾏使となりま
した。各構成団体の幹事・事務局の12名が出席し、第20回
⻑野県協同組合連絡会通常総会の議決内容が確認されまし
た。⻑野県協同組合連絡会の⼤久保雄⼀幹事⻑（ＪＡ⻑野中
央会総合企画室次⻑）が挨拶を⾏い、議事では、関副幹事
⻑（⽣協連専務理事）が議⻑を務めました。⼤久保雄⼀幹事
⻑（ＪＡ⻑野中央会総合企画室次⻑）より、第１号議案「令和
元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「令和２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「令和２年度役員の選任について」の議
案の説明が⾏われ、また⼭本佳道監事（⽣協連副会⻑）の監査報告が紹介されました。各構成団体の役員か
らの書⾯による議決での全会⼀致での賛成が報告され、全議案が全員の賛成により可決承認されたことを確
認し、総会を終了しました。
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協同組合間等活動報告
第１回長野県協同組合連絡会幹事会が開催されました
⽇時：６⽉８⽇（⽉） 13時30分∼14時20分
場所：ＪＡ⻑野県ビル ４階Ｂ会議室 （⻑野市）
出席：12名（ＪＡ⻑野中央会、
ＪＡ⻑野信連、
ＪＡ全農⻑野、
ＪＡ⻑野
厚⽣連、ＪＡ共済連⻑野、⻑野県森連、⻑野労⾦、
ワーカーズコープ、県⽣協連）
内容：(1)第98回国際協同組合デーのパンフレット作成について
(2)「協同組合を知ろう」協同組合バスツアー（案）につい
て
新型コロナウィルス感染症の影響によって中⽌するこ
とを確認しました。

長野県協同組合フェスティバル2020実行委員会が開催
されました
■第１回
⽇時：５⽉13⽇（⽔） ９時00分∼10時45分
場所：ＪＡ⻑野県ビル ４階Ｂ会議室 （⻑野市）
出席：３名（ＪＡ⻑野中央会、県⽣協連）
※新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌のため、各実⾏委員に資料配布及び意⾒集約をし、事務局での
協議としました。
内容：(1)今年度の準備の進め⽅について
新型コロナウィルスの状況により、第２回実⾏委員会にて開催するかを決定、開催する場合に開催概
要や実⾏委員会の設置など、以下の内容を確認しました。
(2)当実⾏委員会の⽴ち上げの経過及び委員会の名称並びに役割について
名称は「⻑野県協同組合フェスティバル2020実⾏委員会」、役割は「⻑野県協同組合フェスティバル
2020」の諸事項の協議、決定、運営を⾏うことを確認しました。
(3)⻑野県協同組合フェスティバル2020の開催（想定）計画概要について

■第２回
⽇時：６⽉８⽇（⽉） 14時30分∼15時15分
場所：ＪＡ⻑野県ビル 12階Ａ会議室（⻑野市）
出席：18名（ＪＡ⻑野中央会、
ＪＡ⻑野信連、
ＪＡ全農⻑野、
ＪＡ⻑
野厚⽣連、ＪＡ共済連⻑野、⻑野県森連、⻑野県労
⾦、⻑野県⽣協連、コープながの、⻑野医療⽣協、
東 信 医 療 ⽣ 協 、ワ ー カ ー ズ コ ー プ 、アド ユ ニ
ティー）
内容：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)⻑野県協同組合フェスティバル2020の開催中⽌の提案に
ついて
今年度開催を予定している会場やレイアウトを考えた時に、安全な環境での開催は困難であると確認しま
した。
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協同組合間等活動報告
信州まるごと健康チャレンジ2020実行委員会が開催さ
れました
■第１回
⽇時：４⽉22⽇（⽔） 13時00分∼15時00分
場所：⻑野県ＪＡビル 12階Ｊ会議室（⻑野市）
出席：３名（ＪＡ⻑野中央会、県⽣協連）
※新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌のため、各実⾏委員に資料配布及び意⾒集約をし、事務局での
協議としました。
内容：(1)信州まるごと健康チャレンジ2019の振り返り
(2)実⾏委員会の構成と位置づけ・役割について
(3)信州まるごと健康チャレンジ2020の企画について
取り組み企画を「キックオフ学習会」、
「９⽉∼11⽉の健康チャレンジ」、
「２⽉の振り返り学習会」とし、
キックオフ学習会は新型コロナの状況を⾒ながら９⽉開催を検討することとしました。

■第２回
⽇時：５⽉22⽇（⾦） 13時30分∼14時30分
場所：⻑野県ＪＡビル ４階Ｂ会議室（⻑野市）
出席：３名（ＪＡ⻑野中央会、県⽣協連）
※新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌のため、各実⾏委員に資料配布及び意⾒集約をし、事務局での
協議としました。
内容：(1)前回議事録の確認について
(2)パンフレットについて
(3)ＷＥＢサイトの構成について
(4)健康チャレンジの開催概要／詳細計画について
① キックオフ学習会について
新型コロナウィルス感染防⽌対応を実施し、規模縮⼩とＷＥＢ配信、遠隔聴講参加も検討していく
こととしました。
②「健康づくり学習会」の開催について

■第３回
⽇時：６⽉８⽇（⽉） 15時20分∼16時40分
場所：⻑野県ＪＡビル 12階Ａ会議室（⻑野市）
出席：13名（ＪＡ中央会、ＪＡ厚⽣連⻑野、ワーカーズコープ、⻑
野労⾦、コープながの、⻑野医療⽣協、東信医療⽣
協、ＰＯ印刷、県⽣協連）
内容：県⽣協連の関専務が開会の挨拶を⾏い、議事を進⾏しま
した。
(1)前回議事録の確認について
(2)信州まるごと健康チャレンジ2019について
① 後援取得状況
② パンフレットの校正
③ 作成部数について
(3)信州まるごと健康チャレンジ2020ＨＰの作成状況について
(4)信州まるごと健康チャレンジキックオフ学習会について
９⽉14⽇（⽉）ＪＡビル12階Ｂ会議室（⼊場制限を50名）今後のＷＥＢ配信の準備を⾏うことを確認しました
(5)健康づくり学習会について
各団体で実施できる⽅法として、⻑野県健康福祉部健康増進課の⾚塩課⻑補佐を講師に、ＡＣＥチラシを
テキストとしたミニ学習会を⾏いました（所要時間約10分）。
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特殊詐欺被害多発に伴う緊急なお知らせ

特殊詐欺にご注意ください
キャッシュカード
詐欺盗にご⽤⼼！

⻑電話には要注意！
受け⼦が被害者宅へ向かう
時間稼ぎです
事

例

北信地⽅に住む⾼齢者宅に警察官を装う男か
ら電話があり「本物のキャッシュカードは私共
が持っている。⼿元にあるキャッシュカードは
偽物なので警察官が取りに⾏く。」などと⾔われ、
その後、被害者は⾃宅を訪れた男にキャッシュ
カード３枚を封筒に⼊れて⼿渡したところ、隙を
⾒てトランプを⼊れた別の封筒とすり替えられ、
キャッシュカード３枚をだまし取られたもの

事

例

中信地⽅に住む⾼齢者宅に⾦融機関の職員
を名乗る男から電話があり「あなたのキャッ
シュカードの有効期限が切れていて使えないの
で、新しいものと取り替えます。」「担当者が
キャッシュカード を取りに⾏きます。新しい
キャッシュカードは後⽇送ります。」などと⾔わ
れ、被害者は、⾃宅に来た⾦融機関職員を名乗
る男にキャッシュカード１枚を⼿渡し、だまし取
られたもの

預貯⾦詐欺の受け⼦・
・
・⼥性が増えています
事

例

中信地⽅に住む⾼齢者宅に市役所職員を名乗る男から「過払い⾦があるのでお⾦を返還したい。」
などと⾔った電話があり、更に⾦融機関職員を名乗る男から電話があり、
「通帳にお⾦を振り込むの
で⼝座番号を教えて欲しい。」
「キャッシュカードを使っていますか。」
「令和になって使っていない
キャッシュカードはもう使えない。」
「銀⾏で処分をするので今⽇中に職員が伺う。」などと⾔われた。
その後、被害者は⾃宅を訪れた⼥にキャッシュカード１枚を⼿渡し、だまし取られたもの

大切なキャッシュカードを
見知らぬ相手に渡さないで
「怪しいな？」
と思ったらご相談ください

消費者ホットライン
（局番なし）188
◆事例は⻑野県『もシカっちのお知らせ』より転載

Information
月

日

会議・活動内容など

長野県生協連
月

日

２０２０年７月～８月
会議・活動内容など

７月１日（水） ながネット理事会

７月20日（月） 第４回消団連幹事会

７月３日（金） 第１回医療部会

７月27日（月） 労福協実務者会議

７月５日（日） 長野市災害支援ネットワーク交流会

８月３日（月） ＭＣＡ通信訓練

７月９日（木） 第２回常任理事会

活動予定

８月７日（金） 労福協共同編集会議

第４回信州まるごと健康チャレンジ
2020実行委員会

８月21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

会報 ねっとわぁく№268
発⾏：⻑野県⽣活協同組合連合会 〒388-8555⻑野県⻑野市篠ノ井御幣川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
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