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神奈川県生活協同組合連合会

第69回通常総会が終了しました
神奈川県生活協同組合連合会は2020年6月23日、
横浜市内で第69回通常総代
会を開催し、
2019年度事業活動報告（案）、
2020年度活動方針（案）及び収支予算
（案）などの7議案すべてが賛成多数で承認可決されました。
総会は 新型コロナウイルス感染症対策のため、
書面での出席を代議員に呼びか
け、
健康管理、
消毒、
十分な換気、
席は大きく離すなど、
万全の態勢のもと開催されま
した。発言は書面発言で行い、
神奈川北央医療生協、
福祉クラブ生協、
医療生協か
ながわ、
生活クラブ生協の代議員から、
「新型コロナウイルス感染症の影響と対応に
ついて」
「健康づくりとつながりづくりについて」
「平和を願う取り組み・核兵器廃絶
について」
「会員生協に役立つ事務局機能について」の主旨の発言を頂きました。
今回は役員の補充選任を行い新しい体制で新年度がスタートしました。
■ 総会日時／2020年6月23日（火） 10：30〜11：10
■ 総会会場／ワークピア横浜 2階 おしどり・くじゃく 横浜市中区山下町24-1
■ 代議員出席状況／28会員 代議員総数 76名 採決時出席代議員数 76
うち委任出席数2名、
書面議決出席数 59名
■ オブザーバー／5名
■ メッセージ・祝電を寄せて頂いた皆さま／211通
■取
材／インターネットジャーナル㈱
■ 運営協力／ワークピア横浜
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活動紹介

コロナ禍での医療福祉生協の活動
医療福祉生協では皆さまが事業所を安心して利用いた
だけるようにコロナ感染防止策の取り組みを徹底していま
す。来院された方には手指消毒・検温のご協力をお願い
し、
発熱などで受診される際には事前に連絡をしていただ
くように呼びかけています。
医療は、
人格と権利を持った人間そのものを対象として
います。従って医療行為は相互信頼と協力によって成り立
つ「共同のいとなみ」でなければならないとの考えで、
常
に取り組んでいます。
受付には飛沫感染予防のためにビニールカーテンを設
置し、
介護サービスでは迎え時に利用者さんの検温、
送迎
後の車内消毒、
事業所内の定期的な換気、
訪問看護や訪
問介護を行う事業所は手指消毒の徹底やケアの際に利
用者さんとなるべく体面にならないようにするなどの工夫
をして感染リスクを下げる対応をしています。
これからの時期は熱中症も心配され
ます。特に今年は、
マスク着用や外出自
粛による運動不足から熱中症にはいつ
も以上に注意をして活動します。

会員生協総代会 終了
神奈川県生協連の会員生協の総代会は、
例年5月下旬から始まりま
す。今年は、
コロナ禍中での総代会となり、
これまで経験のない準備や
運営となりました。
総代に対して直接出席以外の方法として書面での議決参加の案
内、
来賓・傍聴のご臨席の見合わせ案内を行い、
運営する職員も含め少
人数で開催しました。 当日は受付時に検温と体調確認、
消毒とマスク
の徹底、
ソーシャルディスタンスを確保する座席配置などの対策を行
い、
提案は簡潔に行う、
議事以外の付帯企画やロビーでの展示も中止
して滞留を防止し時間短縮を図るなど、
感染症の感染防止に留意しつ
つ充実した総代会となるよう創意工夫して無事に終了しました。
今後は、
7月に神奈川高齢者生協、
宇宙科学研究所生協、
神奈川県労
働者共済生協、
11月に神奈川大学生協の総代会が予定されています。
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活動紹介

神奈川まるごと健康づくり
☆「健康」はすべて人の願いです。
フレイルを予防するための重要なポイントは「栄養（食・口腔機能）」
「運動」
「社会参加」で
す。年に一度は検診を受診し、
結果を受けて改善の目標を作り、
実践し、
また翌年、
検診を受診するという「健康のサイクル
に取り組む」ことは健康づくりの土台です。
「健康チェック」
「健康チャレンジ」をこのサイクルの中で役立てていきます。
☆医療福祉生協の8つの生活習慣と認知症予防などの項目を基本にしながら、
健康づくりに取り組み、
健康
寿命を伸ばすさまざまなきっかけづくりを行います。
☆生協や協同組合はもちろんさまざまな団体と連携を深め、
世代を超えて楽しく健康づくりに取り組める場
をたくさんつくり、
神奈川まるごと健康づくりをめざします。
☆神奈川まるごと健康づくりは、
組織の枠を超えたつながりづくり、
生協自身の健康づくりにもつながっています。
この取り組みは、
日本コープ共済連の助成を受けて実施しています。

健康チャレンジ2020
ただいま準備中です。
8月下旬以降に配布予定です。
健康づくりは、
思っていてもなかなかきっかけがない
と始めないもの。いつも出来ていないことを一つ「これ
をやろう、
がんばろう」と決めて、
10月・11月の間に30
日間以上取り組むのが健康チェレンジです。

今回の健康チャレンジは、新型コロナウイルス感染
今回の健康チャレンジは、新型コロナウイルス感染
症に負けない免疫力の維持・向上がポイン
症に負けない免疫力の維持・向上がポイントです。
トです。

〜負のスパイラルを断ち切るために〜

新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！

新型コロナウイルスによる感染症は、世界中
で感染の拡大が続いている状況です。
この感染症は、 ３つの顔 を持っており、
これらが 負のスパイラル としてつながるこ
とで、更なる感染の拡大につながっています。
日本赤十字社ではこの 負のスパイラル を
知り、断ち切るためのガイドとして「新型コロ
ナウイルスの３つの顔を知ろう！〜負のスパイ
ラルを断ち切るために〜」を作成しました。ガ
イドを感染拡大を防ぐための一助として是非お
役立てください！
「新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！〜
負のスパイラルを断ち切るために〜」

「新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！〜負のスパイラルを断ち切るために〜」
日本赤十字社ホームページから
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神奈川県消費者団体連絡会

「ドローンの農業利用の検討状況」について意見交換会を開催
神奈川県消費者団体連絡会では、
県環境農政局農政部の方
より
「神奈川県におけるドローンの農業利用の検討状況」につい
て説明を受け、
意見交換を行いました。
「現在、
神奈川県では農
薬の空中散布を自粛しているがドローンについては自粛の対象
外とする方向性で検討している」との説明があり、
参加者から、
農薬の散布量や届出の有無、
他県での使用状況など質問が出
されました。各種の試験結果等をふまえて、
最終の案をまとめる
段階で再度意見交換をお願いして終了しました。
■ 日 時／2020年7月9日 13:00〜13:50
■ 会 場／神奈川県生協連会議室・リモート参加
■ 説明者／納富尚義（神奈川県環境農政局農政部農政課）
井上悌司（神奈川県環境農政局農政部農業振興課）
岡野英明（神奈川県農業技術センター生産技術部）
■ 参加者／14名（実参加7人、
リモート参加7人）

横須賀市生協運営協議会

第55回通常総会

神奈川県内では、
６つの地域（横浜市、
川崎市、
相模原市、
横須賀市、
大和市、
藤沢市）で生協運営協議会が活動してい
ます。生協運営協議会は生協間の協同と連帯を図ることはも
ちろんですが、
市域における生協を代表して市政への要望や
提言そして連携をすすめることや市内の消費生活団体など
との交流・連携を図ることを目的に活動しています。
今年は新型コロナウイルス感染対策のため、
横須賀市生
協運営協議会のみの実開催でした。
■ 日 時／2020年7月8日(水) 16:30〜17:00
■ 会 場／ヴェルクよこすか
横須賀市立勤労福祉会館 ４Ｆ 第１研修室

内閣総理大臣認定 適格消費者団体

特定非営利活動法人

消費者支援かながわ2020年度総会開催

消費者支援かながわは、
6月25日に2020年度総会を開催し
ました。総会では、
提案された5つの議案が全会一致で採択さ
れました。
消費者支援かながわは2014年12月17日に設立総会を開き、
2015年より特定非営利活動法人として活動実績を積み上げ
てきました。その結果、
2018年8月3日、
全国で第19番目となる
適格消費者団体として認定されました。今回の総会は、
適格
消費者団体に認定されて2回目の総会です。
消費者契約法に基づく消費者団体訴訟制度では、
内閣総理
大臣が認定する一定の消費者団体（適格消費者団体）が消費
者契約法、
不当景品類及び不当表示防止法、
特定商取引に関
する法律及び食品表示法の規定による事業者の不当な行為
に対して差止請求を行うことができることとされています。
神奈川の生協並びに消費者団体は、
消費者支援かながわ
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の設立準備の時から消費者支援かながわに関わり、
支援し
ています。
■日

時／22020年6月25日（木） 18：00〜19：00
■会
場／TKP横浜西口カンファレンスセンター 会議室
■ 出席状況／77会員（実出席18会員+書面出席44会員+代理
出席15会員）/104会員

