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太⽥会⻑理事挨拶

昨年は、台風災害からの復興に取り組む一年との思いで新年を
迎えましたが、世界規模で感染が拡大した新型コロナウイルス感
染症への対応を余儀なくされた一年となりました。
休校、外出自粛、リモート勤務、自粛営業、出入国制限など普
段のくらしが一変し、経済にも大きなダメージを与えています。
増え続ける感染者により、医療の重要性を痛感するとともに、マ
スクなど衛生品の不足では、海外に製造の大半を頼っていること
の危うさを浮き彫りにしました。そして、GOTOキャンペーンの最
中、気温の低下とともに発生した第三波の感染拡大は、経済活動
と感染症との共存の難しさをあらためて知ることとなりました。

謹
迎

かつてない早さでワクチンの開発がすすんでいますが、しばらく
は、わたしたちのくらしに大きな影響を与え続けると思われます。

良 年

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成年度まで９年となりま
した。十年ひと昔と言われますが、この９年間で、世界は大変革

新年

を成し遂げなくてはなりません。「核兵器禁止条約」が１月に発
効し、延期されていたＮＰＴ再検討会議は８月に開催される予定
です。世界に様々な影響をもたらした米国の大統領も交代します。

年

丑年の2021年は、自国中心主義に歯止めをかけ、世界が協調して

喜

持続可能な社会の実現に歩みだす年としたいものです。
コロナ禍により、景気の低迷、雇用環境の悪化・所得の減少し、
貧困や格差が拡大するなど社会不安が増す中、長野県では、生協

祈 申 上

申 上

の組合員が50万人と県民世帯の６割となりました。地域のみなさ
まから期待と信頼を受けている証だと思います。長野県生協連は
会員生協のみなさまとともに、こうした期待や信頼に応え続ける
ため、高齢者をはじめ子育て世代や社会的弱者と言われるあらゆ
る立場の方々にも配慮し「誰も置き去りにしない」安心してくら
し続けられる街づくりに、地域社会の一員としてその役割を発揮
して参ります。
本年も、みなさまの変わらぬご支援・ご協力をお願いいたし
ます。
2021年

元旦
長野県生活協同組合連合会
会長理事
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太 田

栄 一

公告
⻑野県⽣活協同組合連合会 第70回通常総会
代議員選出に関する公告
公告

１．代議員の選出
会員は、「代議員選出規約」第２条「定数配分」並びに第４条「代議員の選出及び登録」に
沿って代議員を選出してください。
２．代議員名の報告
会員は、「代議員選出規約」第４条「代議員の選出及び登録」に沿って選出代議員氏名を報
告してください。
(1) 報告方法
代議員選出報告書に記述・記名・押印の上、県生協連に送付してください。
(2) 報告期限 2021年３月26日（金）
(3) 代議員選出報告書の送付先
〒388-8006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
ＴＥＬ026-261-1380 ＦＡＸ026-261-1381 県生協連事務局 中谷まで
以上、第70回通常総会の代議員選出について公告します。
2021年１月７日
長野県生活協同組合連合会
会長理事
太田

栄一

機関会議報告
第５回理事会を開催しました
日時：12月８日（火） 13時30分～14時40分
開催形式：ＷＥＢ会議システム開催
出席：13名（理事12名：監事１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) 2020年度経費執行見通しと対処方針に関する件
2020年度未執行経費は会員へ県連会費の15％相当額を返納とすることを全会一致で承認しました。
(2) 第70回通常総会の開催に関する件
(3) 定款の変更（第70回通常総会議案）に関する件
(4) 第70回通常総会の代議員選出に関する件
(5) 加入承認（賛助会員）の件
生活協同組合パルシステム山梨の賛助会員加入を全会一致で承認しました。
(6) 県生協連会費の免除に関する件

部会等活動報告
第４回介護福祉部会を開催しました
日時：12月15日（火） 14時00分～15時30分
開催形式：ＷＥＢ会議システム開催
出席：６名（長野医療生協、東信医療生協、上伊那医療生協、県生協連）
内容：会議に先立ち参加者全員が一堂に会する※同等に充分な意見交換できることを相互に確認しました。丸
橋部会長が挨拶し議事を進行しました。
(1) 第３回介護福祉部会報告の確認
(2) デイサービス管理者のオンライン交流会企画の確認（12月16日開催）
(3) 2020年度予定の長野市の地域ケア推進課との懇談会について
(4) 会員交流（活動状況、その他状況交流）
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部会等活動報告
デイサービス管理者交流会を開催しました（ＷＥＢ開催）
介護福祉部会では、新型コロナ感染拡大の影響で視察や交流の機会が少なくなり、各介護事業所でもコロナ
対応など例年以上に事業運営が困難な中で、現場の仲間を励まし合い交流できる場を作ろうと2020年12月16日
（水）13時～15時に、「デイサービス管理者オンライン交流会」を開催しました。４生協と事務局を含めて
12名の参加がありました。
各事業所紹介や新型コロナ対応など交流を行いました。参加者からは「採用や新規利用者獲得に向けた取り
組みとして紹介動画の活用」「人員不足や職員育成の課題は共通の問題」「オンライン交流会は直接対面でき
ない寂しさも少し感じますが、移動時間が無いため現場の職員が出席しやすい」「このような交流会は継続し
てほしい」などの意見もありました。

県消団連等活動報告
第50回長野県消費者大会が開催されました
日
時：11月27日（木） 13時30分～15時30分
開催形式：オンライン配信（YouTube）
参 加 者：107名
主
催：長野県消費者団体連絡協議会
内
容：大会テーマ「ウィズコロナ」と新しい絆づくり
報 告 者：美谷島越子さん（ＮＰＯ法人フードバンク信州 副理事長）
山﨑博之さん（長野県社会福祉協議会）
山本佳道さん（長野医療生活協同組合 理事）
斉藤惠理子さん（ＮＰＯ法人健康サポートまごの手 代表）

フードバンク信州副理事長
美谷島越子氏

冒頭、鵜飼照喜会長より主催者挨拶があり、コロナ禍での社会の歪や身近にある困難
の解消に取り組む各団体の活動とその目指すものを共有し私たちの課題を探る場として
ほしいとのお話がありました。
第50回長野県消費者大会では４人の報告者をお迎えして開催しました。ＮＰＯ法人
長野県社会福祉協議会
「フードバンク信州」副理事長の美谷島越子さんからは、「フードバンクと食の安心・
山﨑博之氏
循環のネットワーク」と題して、フードバンクの日常の取り組みやコロナ禍で緊急支援
を必要としている人が増加している現状、フードバンクの取り組みを支えるネットワー
クの大切さ、これからの循環型社会システムへの提案などのお話をいただきました。
長野県社会福祉協議会の山﨑博之さんからは、「緊急就労支援事業でつくるあんしん
未来」と題して、コロナ禍での失業者等幅広い要支援者に対して、就労支援を行い、雇
用主には２か月間の賃金の２/３の助成を行い、実際就労につながった具体的な事例を
報告いただきました。特にコロナによる特例貸付事業を緊急就労支援とセットで取り組 長野医療生協理事
山本佳道氏
む意義を強調され、多くの方々の就職につながっている現状と多様な分野の組織団体や
企業との協働で進めて来た意味をお話いただきました。
長野医療生協理事の山本佳道さんからは、「地域医療の現場から」と題して、コロナ
禍での取り組みをご報告いただきました。コロナ発生から第一に働く職員の安全を最優
先とし、地域住民の受療権を守り抜くことを大切にしてきたことを話されました。働く
職員へのアンケート調査や面談を実施しながら、現場を支える取り組みを感謝さん、地
域住民や組合員とともに進めて来た苦労、課題をリアルにお話いただきました。
最後にＮＰＯ法人健康サポートまごの手の代表の斎藤恵理子さんから、「シトラスリ 健康サポートまごの手代表
斉藤恵理子氏
ボン運動の取り組み」と題して、愛媛県で始まったシトラスリボンプロジェクトの取り
組みの経過や日本赤十字社長野県支部の「新型コロナウイルスの三つの顔を知ろう」の
動画を使って新型コロナの３つの感染症について説明いただき、その中での「不安や恐れ」から生まれる「嫌
悪・差別・偏見」を乗り越えるシトラスリボンの取り組みの大切さや県内各地での実践報告をお話いただきま
した。

※第50回消費者大会のユーチューブ動画

URL:https://youtu.be/_MU_9Lazp44
4

ＱＲコード⇒

県消団連等活動報告
第７回幹事会が開催されました
日時：11月16日（月） 10時00分～11時30分
場所：長野県婦人会館 会議室（長野市）
出席：12名（幹事８名：監事２名：事務局２名）
内容：事務局が以下の事項を提案し、協議を行い承認されました
(1) 第50回消費者大会について
11月14日に長野県より「新型コロナウイルス特別警報」が長野圏
域に発出され、オンライン開催のみとし、借りているホテル会場は
オンラインの配信会場とします。また、報告者のみなさまには、無
観客の中でのご報告をいただき、今後、県行政より中止を含めた勧
告などが出された場合には、消団連３役が対応方針を決定すること
とし、各幹事・監事に遅滞なく報告することとしました。

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：11月12日（木） 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：10団体12名
内容：(1) 協同組合役職員交流集会の開催について
開催日は2021年１月28日（木）13：30～16：30
会場はＪＡ長野県ビル 12階Ａ会議室
開催内容は基本的に確認し、事務局より開催要項を発信する
こととしました。

信州まるごと健康チャレンジ2020第６回実行委員会が
開催されました
日時：11月12日（木） 14時00分～14時45分
場所：ＪＡ長野県ビル 13階Ａ会議室（長野市）
※一部ＷＥＢ会議システム参加
出席：10名（ＪＡ中央会、ＪＡ厚生連長野、コープながの、長野県労金、
長野医療生協、労協ながの、ワーカーズコープ、県生協連）
内容：県生協連の関専務が開会の挨拶を行い、議事を進行した。
(1) ９/14開催のキックオフ学習会の振り返り
実出席22名、オンライン参加は150名以上の参加があり、開催後も、
信州まるごと健康チャレンジのＨＰにて中澤桂一郎先生の講演を
YouTubeで見られるとの報告がありました。
(2) 健康チャレンジの取り組み、結果報告ハガキ等の回収の取り組みに
ついて
各参加者から組織内の取り組みを交流しました。
(3) 結果分析について
今後の結果報告ハガキの集計及び分析の進め方について、昨年同様にデータ入力を外部委託し、全データ
の入力が終わったら松本大学の田邉愛子准教授に分析とまとめを依頼することとしました。また、本年度は
協同組合連絡会としての取り組みが３年目となることから、３年間のまとめの作成も松本大学の田邉愛子准
教授に依頼していくことを確認しました。
(4) 「信州まるごと健康チャレンジ学習会」の開催計画について
今年度は９月の学習会と同様の方法で開催することとし、オンライン企画も同時に行うことから、１回開
催とすることとしました。
開催日：2021年２月10日（水）14時～15時30分 ※一般参加はオンライン開催
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お知らせ
はたらく人の

みらいあんしん学校

～オンライン（YouTube）ライブ配信～
主催：⻑野県労働者福祉協議会／共催：⻑野県暮らしサポートセンター／後援：⻑野県

全体セミナー

幸せな人生を歩むために
とても大切なこと
講師：比田井
日

予告動画配信中
ＱＲコードから
⾒ることができます➡

和孝 氏

時

2021年２月13日（土）

10時30分～12時00分
オンライン（YouTube）にて
ライブ配信

パソコンの⽅はYouTubeで
「みらいあんしん学校」と検索
http：//youtu.be/V5MOzdrBh0g

お申し込み方法
★「⻑野県労働者福祉協議会」ホームページの応募フォームからお申込みください。

http://www.lsc-nagano.or.jp

★ご提供いただく個⼈情報は、学習会の連絡等にのみ使⽤させていただきます。
➡ＱＲコードからwebにアクセスしお申込みいただけます。

★申し込み締め切り：2021年２⽉５⽇（⾦）
⻑野県労働者福祉協議会TEL026-232-6667

Information
月 日
１月８日(金)
１月12日(火)
１月20日(月)
１月15日(金)
１月19日(火)
１月22日(金)
１月26日(火)
１月27日(水)
１月28日(木)

会議・活動内容など
第３回医療部会
日本生協連全国方針検討集会（ＷＥＢ）
第８回消団連幹事会
ながネット理事会
第３回協同組合連絡会幹事会
第７回信州まるごと健康チャレンジ実行委員会
第８回常任理事会
国際協力田米発送式、日本生協連理事推薦委員会
日本生協連県連活動推進会議
レジ袋削減推進協議会意見交換会
協同組合連絡会職員交流会

長野県生協連
月 日
１月29日(金)
２月１日(月)
２月２日(火)
２月４日(木)
２月８日(月)
２月12日(金)
２月13日(土)
２月15日(月)
２月16日(火)
２月18日(木)
２月19日(金)

２０２1年１月～２月

活動予定

会議・活動内容など
第３回災害時の連携を考える長野フォーラム
労福協共同編集会議
ＭＣＡ通信訓練、第９回常任理事会
フードバンク信州理事会
第９回消団連幹事会
第２回中央地連大規模災害対策協議会
労福協みらいあんしん学校
第６回理事会
労福協理事会
第５回介護福祉部会
日本生協連 東日本大震災を忘れないつどい
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