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群馬県生協連の第 52 回通常総会が、6 月 8 日（火）
、前橋テルサ「けやきの間」で開催されました。代議
員総数 54 名のところ全員出席（本人出席 40 名、代理人出席 14 名）で以下の議案の審議を行ない、全議案
を可決し成功裏に終了しました。

県連第 52 回通常総会のようす

第 1 号議案「2010 年度事業報告・決算関係書類承認の件」
第 2 号議案「2011 年度事業計画及び予算決定の件」
第 3 号議案「役員報酬総額承認の件」
第 4 号議案「役員選任（補充）の件」
第 5 号議案「議案決議効力発生の件」
総会には来賓として、群馬県生活文化部消費生活課から
金田昇課長、日本生協連中央地連事務局から北村洋氏、群
馬県農業協同組合中央会から藤井啓太郎総務企画部長、中
央労働金庫群馬県本部から大塚良貞副本部長、中央労働金
庫生協部から小倉誠司主席調査役、富士重工業群馬製作所

祝辞をいただいた、県消費生活課金田昇課長（上左）
、日
生協中央地連北村洋氏（上右）
、県農協中央会藤井啓太郎
総務企画部長（下左）
、中央労金群馬県本部大塚良貞副本
部長（下右）

生活協同組合から剣持隆専務理事、群馬県くらしの会連絡
協議会から木島勝恵副会長にご出席いただき、代表して
金田昇消費生活課長と北村洋氏、藤井啓太郎部長、大塚
理事に選任（補充）された原
田富夫さん（利根保健生協専
務理事）
原田さんは今年 1 月に利根保
健生協の専務理事に就任しま
した。本業の歯科医師の仕事
は一時お休みして専務理事に
専念しています。

良貞副本部長から祝辞を頂戴しました。
総会では、千木良敏雄さん（利根保健生協）が理事を
辞任した事に伴い理事の選任（補充）が行われ、利根保
健生協専務理事原田富夫さんが後任の理事となりまし
た。

6 月 14 日（火）
、群馬県生協連
女性協議会第 18 回定期総会が開
催されました。会員生協から代議
員・オブザーバーとして組合員、
役職員など 78 名が参加し、会場の
前橋テルサ「つつじの間」は熱気
に包まれました。
議長にコープぐんまの代議員の市川幸子さんが選出され、最初に県連中嶋源治会長と女性協林かの子会長
が主催者を代表して挨拶を行いました。
続いて、来賓の群馬県生活文化部消費生活課奈良清隆主幹、群馬県ぐんま男女共同参画センター大嶋博子
所長、ＪＡぐんま女性組織協議会鈴木春美会長から、それぞれ激励や連帯の祝辞をいただきました。
提案のあった第 1 号議案、第 2 号議案はいずれも満場一致で承認されました。
総会終了後、恒例のアトラクションとして、ＮＰＯ法人三曲合奏
研究グループの皆さんによる「～癒しのメロディ～お筝（こと）と
尺八を楽しむ」を開催しました。
三曲合奏研究グループは、筝、三絃、尺八の邦楽の指導者が流派
を越えて融和協力し、底辺の拡大と技術の向上、邦楽の発展を目的
として１９８５年に結成されたＮＰＯ法人で、積極的な演奏活動な
どで高い評価を得ています。

消費者庁では、消費者利益の擁護及び増進を図るため、消費者支援活動に顕著な功績のあった者を「消費
者支援功労者」として、その功績をたたえ表彰しています。
今年度、群馬県生協連と群馬県消団連が、消費者問題に対する積極的な取組みが認められ「ベスト消費者
サポーター章」を受章しました。５月１９日（木）群馬県生活文化部長室で伝達式が行われ、小此木久美子
生活文化部長から、中嶋源治会長理事（群馬県生協連）と坂本棟男副会長（群馬県消団連）が賞状と記念品
の伝達を受けました。
群馬県生協連は日本生協
連の推薦によって、群馬県
消団連は群馬県消費生活課
の推薦によって共に受章と
なったものです。
群馬県生協連は「行政へ
の政策提言を行うほか、
『消
小此木久美子部長から伝達を受ける中嶋源治県連会長（左）と
坂本棟男県消団連副会長（右）

費生活タウンミーティン
グ』の開催など県との協働事

業も積極的に進めている。
『ぐんま食の安全・安心県民ネットワーク』を設立し、セミナーの開催や、学習
会・見学会等の事業を群馬県と協働で実施、食の安全の推進に尽力している」ことが評価され、群馬県消団
連は「消費者懇談会、群馬県消費者大会を開催。意見交換と提言等を行い、消費者行政の推進に貢献。事業
者、生産者団体、消費者団体等の参加により、食の安全に関する県民運動を広げるために尽力している」こ
とがそれぞれ評価されました。

３月１１日に発生した東日本大震災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。また、犠牲と
なられた方々とご家族に対し謹んでお悔やみを申し上げます。
県内各地も震度 6 弱・５強の強い揺れにみまわれ、会員生協においても店舗や病院などの建物や設備、商
品・備品に少なくない被害が発生しました。その中で生協はそれぞれ復旧に取り組むと同時に、直ちに被災
地への支援を開始しました。

利根中央病院はＤＭＡＴ隊（災害派遣医療チーム）を配備してい
て、災害時には厚生労働省の災害医療対策室から直接チームメンバ
ーに出動要請が届く仕組みになっています。
震災当日、ＤＭＡＴ隊のメンバー４名（医２、看１、事１）は夜
８時に被災地に向けて出発。新潟県を経由して福島県に向かってい
ましたがＤＭＡＴ隊本部から行先変更の指示が届き、宮城県仙台医
療センターへと行き先を変更しました。宮城県内の自衛隊駐屯地に
おいて１４日午前８時まで救急ヘリの受け入れ、ＥＲ赤ゾーンの搬
出、トリアージ等の活動を行い（写真）
、帰院しました。
ＤＭＡＴ隊第２陣（医１、看２、事１）は３月１７日から岩手県において活動しました。
第３陣（医１、看１、事２）は群馬県産業技術センターで活動。南相馬市の入院患者６２人を受け入れ、
診察やトリアージを行ない、状態に応じて県内の医療機関への振り分けなどを行いました。
第４陣（医１、看２、事１）は群馬県の要請によって３月２８日より３１日までの４日間、宮城県本吉郡
南三陸町で活動を行いました。

＜第１陣＞宮城県坂総合病院に１０名のチームを派遣。３月１３日（日）朝に出発し、活動を終え１６日
に帰院しました。群馬中央医療（医１、事１）、北毛保健（医２、事１）、利根保健（看４）、民医連（職１）
＜第２陣＞３月１６日午前６時、５名のチームが宮城県坂総合病院にむけ出発、１９日まで活動し帰院し
ました。はるな（医１）
、群馬中央医療（理１）
、利根保健（看２）
、民医連（職１）
＜第３陣＞３月２３日（木）～２６日（土）
、６名のチームを宮城県坂総合病院に派遣。避難所支援や泉
病院（仙台）への業務支援などを行いました。群馬中央医療（医
１、看１、作１、事１）
、北毛保健（医１）
、利根保健（看１）
＜第４陣＞３月２６日（土）～２９日（火）
、塩釜市の浦戸諸島桂島
へ６名のチームを派遣。浦戸諸島も津波の被害が大きく、災害復興
臨時便（フェリー）の運航が前日開始されたばかりで、民間の医療
支援としては初めて桂島に入りました。
（写真左） 群馬中央医療（医
１、看１、事１）
、北毛保健（看１）
、民医連（事１、薬１）

コープぐんまは日本生協連の呼びかけに応え、被災地の生協に対し
て「お見舞い活動」
「店舗支援」
「移動店舗支援」
「事業再開支援」
「共
済契約者訪問」など、支援物資を満載した配送用トラックを持込んで
２７日間に渡る支援を行い、延べ６０人の職員を派遣しました。第１
陣では、県庁生協から託された沢山の支援物資も被災地に届けました。
また、コープデリ宅配やｅフレンズ、店舗で義援金募金を訴え、日
本生協連を通じて被災各県の義援金口座に送られています。
（６月３日
現在３２３０万円）
（表はコープぐんまの緊急支援）

１

期間
3/22～24

２

3/28～31

３

4/3～9

４

4/18～30

支援先と支援内容
■みやぎ生協
「お見舞い活動」
組合員宅訪問
「店舗支援」
物資運搬
■いわて生協
「移動店舗の支援」
被災地での物品販売

3/22 みやぎ生協支援出発式

支援物資等
職員派遣者等
毛布、マスク、ラップ、歯ブラシ、 職員２名
歯磨き、スパゲッティ、お菓子、
（労組、デリ）
レトルトご飯、切り餅など
トラック１台使用
（緊急車両扱い）

紙おむつ、生理用品、飲料、砂糖、 職員２名（本部）
醤油、マヨネーズ、トマトケチャ
ップ、お菓子、チョコレート、飴、 トラック１台使用
群馬県産ゴロピカリ
■みやぎ生協
クロワッサン、野菜バー、チョコ 4/3～7
「共同購入再開支援」
クッキー、黒糖飴、せんべい、か
職員２名（デリ）
配送センターへの商品 りんとう等
トラック１台貸与
移動
4/6～9 職員２名（デリ）
■コープふくしま
4/18～23
「ＣＯ・ＯＰ共済契約者訪
職員３名
問活動」
（共済推進支援部）
契約者へのお見舞い活
4/25～30
動と異常災害見舞金の
職員２名
お知らせ
（共済推進支援部）

6 月 23 日 第 1 回常務理事会
24 日 地連組合員活動委員会
学校総代会
25 日 はるな総代会
29 日 消費者ネットワーク群馬総会
7 月 4 日 県連事務局会
7 日 県消団連幹事会
8 日 災害対策協議会
11 日 第 2 回組織部会
12 日 理事会⑤、新春交歓会
13 日 女性協運営員会・学習会（ﾇｴｯｸ）
14 日 全国県連責任者会議、組合員理事交流
会
21 日 第 1 回理事会
26 日 地連運営委員会
29 日 全労済群馬県本部総代会

日 時 2011 年 5 月 19 日（木）10 時～
場 所 全労済群馬県本部「大渡ホール」
議事及び内容
□ 報告事項
１、一般経過報告
２、特別報告
３、女性協議会・会員生協報告
□ 協議事項
１、第 52 回県連総会議案、運営等
２、県連災害対策・東日本大震災関連
３、会員生協の総代会開催関連
４、消費者政策課題に係る取組み
５、食品安全の強化に係る取組み
６、環境課題の取組みについて
７、ＴＰＰ関連の取組み
８、その他

