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P3 組織について 

ステーションを本部が運営する理由 

（前橋 A） 

 

ステーションは本部が運営するものとしま

す。→現在、からまちがワーカーズに委託して

の活動ですが、ステーションの位置付けの変

更に至った理由、目的説明を詳細にお願いし

ます。 

（高崎 A） 

からまちが運営することによる困難さを多く感じ

られるようになったため、というのが一番の理由

です。 

具体的には、リーダー輪番制で活動がよくわから

ない組合員が慣れるのには半年くらいはかかるの

に、任期の初頭から、からまちの運営に加え、ステ

ーションの運営まで担うのは非常に困難です。ま

た、活動費の中から半分くらいの予算が W.Coへの

委託費として消えていくため利用結集・拡大活動

に使える費用が目減りします。 

委託先 W.Coも、からまちリーダーが毎年変わるこ

とで相互理解からまず始まり、ステーションを活

動拠点として活用する提案が難しい部分もありま

した。 

今後は本部が関わることで、より継続性をもって

運営することを目指しています。 

本部所有化→生活クラブ群馬が不動産を取得

すると受け取ってしまうような表現です。現

在、単協が家賃を負担、からまちが、ワーカー

ズに委託していることを表記とした方がいい

のではないでしょうか。 

（高崎 A） 

本部所有化ではなく本部運営化と表記します。 

からまち高崎の策定資料によると、２０２１

年度から私たちが納付している組合員活動費

が、本部に活動協力金として支払うと記載さ

れています。組合員活動費は、からまちが主体

的活動を円滑に行うための活動費だと理解し

ています。本部が運営する、ワーカーズに委託

として支払う原資が、からまちの活動費で運

営することに疑問を感じます。 

（高崎 A） 

活動協力金は名称を「ステーション維持運営費」と

することとします。 

W.Co に払う原資としての維持運営費ではありませ

ん。本部が運営するからには、高崎の組合員だけで

なく広く群馬の組合員、地域にも開かれた場所と

なることを目指しています。ただ地域性を考える

と主には高崎の組合員が高崎ステーションの利用

をすると思われます。からまち高崎の会議等も開

かれると思います。 



公平性を考えた時に、利用率が高いと思われるか

らまちに維持運営費の協力を依頼しました。 

同じように前橋へも維持運営費の協力依頼をして

います。 

単協主体とする運営は、からまちを通り越し

て、遠いところで意思決定がされているとい

うイメージがあり、組合員主権、自分たちで考

え、提案することが蔑ろになってしまうので

はないかと危惧します。 

（高崎 A） 

組合員による自治は、生活クラブの大切な仕組み

であると思います。しかしながらからまち運営に

ついては組合員リーダーが輪番制で選出されるよ

うになり、活動への負担感の方が多いという感想

が寄せられるようになりました。その中でいかに

楽しみを感じながら生活クラブを知ってもらうか

を考えると、負担感の強い部分については本部が

担うべきと考えました。 

また実際のステーション運営は W.Coが担います。 

からまちと W.Co、本部による３者定例会議を開き、

それぞれの意見が反映される場も設けます。 

今回の単協の策定資料によると、「まずは本部

の方針の確定」、関係団体との話し合いを続け

ると記載されています。私たち一般の組合員

にも、方向性の情報の提示をするとともに、ス

テーション活動がスタートしたときの、目的

を再確認・今までのことを総括し、今後に活か

してくださいますようお願いします。 

また、このように今までの体制・システムの変

更を伴う事項が発生した場合には、策定資料

を作成する前に、からまち・地区別に細やかな

事前説明の開催を求めます。 

（高崎 A） 

今年度だけでなく昨年中からも、２か所のステー

ションを擁するからまちリーダーからステーショ

ン運営の重荷解消について要請があり、今回の方

針策定に至っています。 

スタート時の目的は理解していますが、当時と現

状のリーダー選出方法の違いもあり、今後からま

ちがステーションを運営することは難しいと考え

ます。 

からまちの策定資料において、一般の組合員に方

向性の情報提示をしたり、また地区別に細やかな

事前説明をしたりするのはからまちリーダー側の

役割だと思います。今年度はコロナ禍で定例のか

らまち会議の開催さえ難しい中、説明会や地区会

などは開けませんでした。 

今後は、ステーション当初の目的である組合員も

組合員でない人も交流できる場として、今までの

活動を踏まえて活性化させます。 

ステーション運営の本部移管の件、あまりに

も早く動いて頂いてびっくりしています。う

まいこと行きますように、影から応援してい

ます。ステーションの維持管理が無くなって、

その年のリーダーさんたちが１つでも２つで

もライトな活動ができますように。 

（高崎 B） 

ありがとうございます。 

気づいたことなどあればまたお知らせください。 

理事リレーニュースの発行について 感想ありがとうございます。 



新たな情報発信の方法として今までで１５号

発行は理事各自の視点で伝えてくださり糧に

なりました。 

（前橋 A） 

理事さんのお便りは毎回楽しみにしていまし

た。 

（高崎 B） 

P7 ワーカーズ・コレクティブ、地域の他団

体、協同組合との連携 

コロナ禍での状況下、協同組合のつながりは

大切です。また、コロナ禍で今まで以上に格差

が広がり、医療費の未納、病院に受診できなく

なったり、満足に食事もできない方が増えて

います。社会活動を行っている方の学習会な

ど、協同組合として何ができるかみんなで話

し合うことが大切だと思います。 

（高崎 A） 

ありがとうございます。ご意見参考にします。 

P7 ６ (5)子どもの貧困問題について 

自分が関係している団体で、コープデリさん

から色々と頂いて、来てくれた子達にプレゼ

ントしました。フードバンクの方から声をか

けていただいたのが、たまたまコープデリの

供出物だっただけなのですが・・・ 

支援が必要な人を探すのは結構大変なので、

そう言った窓口に繋ぐのも手かも知れませ

ん。 

（高崎 B） 

ありがとうございます。ご意見参考にします。 

P10 (2)チーム環境 ①回収率が下がっている

ピッキング袋の回収について 

R びんなどは消費材を消費しないと出せない

が、ピックング袋は共同購入日に３業態の消

費材をピッキングしてくるだけだからすぐ出

せるのになぜ回収率が悪いのか？ゴミ袋とし

て使用している人がいるかも。私は１００％

出している。 

（前橋 A） 

加入の際には実演も交えながら説明はしているの

ですが、初回に受ける説明事項が多すぎて一度に

は覚えられないかもしれません。また、正しい回収

とその処理方法について、その処理をする理由に

ついても情報発信はあまりできていないのが反省

点です。 

P12 拡大・利用結集 

子育て支援の集まりの場で、サンプル配布や

チラシを見てもらう。（その場では勧誘しな

い）小さい子供のいる家庭では食材にこだわ

ありがとうございます。ご意見参考にします。 



る人も多いので。 

（高崎 C） 

P15 ４共済 (5)２行目 LPAを引き続き養成に

ついて 

生活クラブ群馬で LPA は何人おられますか？

２０２０年度はコロナ禍で活動できなかった

と思いますが、今まで活動の場としてはどう

でしたか？（CO・OP 共済の加入に結びつく活

動？）  

 

（前橋 A） 

現在２名が LPA 登録しています。コロナ禍でも依

頼があれば、１対１で保障の見直し等の相談に応

じています。ステーションでの定例相談の可能性

を考える中、今後の人材育成のために引き続きの

養成を検討しています。 

LPA 養成講座は CO・OP 共済連の予算から出されて

いるものなので、強く CO・OP共済のみを勧めるこ

とはしませんが、意識には置いて相談にのってい

ます。 

P15 ６ 

ステーション運営を委託する W.Coの形態を検

討し、必要に応じて必要な新規設立の準備を

支援します。→新規立ち上げをする理由は？ 

（高崎 A） 

現状のステーションの運営業務は W.Coそらまめに

委託していますが、そらまめは配達業務も行って

おり、所属する人数が多くなることによるメリッ

ト・デメリットもあるのではないかと思われます。 

本部と協議した内容を速やかに反映するには、人

数をスリム化した、ステーションの運営に専念す

る W.Coもあって良いと考えています。 

今後も W.Coそらまめと話し合いを続けながら、必

要ならば新規 W.Coを検討していきます。 

P16 ７経営 (7) 

連合会の進める物流形態とは？ 

（前橋 A） 

誤配を防ぐために、鶏卵や牛乳等の別積み品の一

部をピッキング袋に入れて、別積み品目数を減少

させる方針です。また、冷えた状態で運ぶ容器であ

る現状の Z パックも、一目で見やすくするためハ

ーフサイズ（深さが従来より浅い）になる予定で、

今年の夏には農産物、来年夏には冷蔵品が容器サ

イズ変更になります。 

P16 各チーム 

生活クラブ生協は協同組合の理念を元に、共

同購入を通して世の中の問題点を知り、解決

することも私たち組合員の役目であり、活動

です。現在単協では、消費・環境・自主監査・

すくすくなどチーム制の活動をおこなってい

ます。各チームで何を話し合っているか「から

まち連絡会議」にどのように報告・共有されて

いるかと話題になります。からまちのメンバ

ーが、消費・環境・自主監査・すくすくなどの

会議に参加して、会議の様子を報告しあって

いただけませんでしょうか。参加できない時

は、チームに参加しているからまちの組合も

ありがとうございます。ご意見参考にします。 

輪番制によるリーダー活動を負担に思っている組

合員が一定数いるのも事実です。フルタイムで仕

事をしている組合員が多いため、からまちの会議

を休日や夜間にしか行えないからまちもありま

す。そのような中で、平日に行われるチームの会議

に出席を求めることは困難かと考えます。 

まずは、少しでも楽しさが感じられ、生活クラブの

活動に興味を持ち、関わる機会を増やすにはどう

したらよいかを模索しているところです。 

各チームの動向はからまちの代表が参加する「か

らまち連絡会議」で情報発信しています。 

チームの方から、より積極的な情報を発信するの



いるので、からまちの会議に出席を求めるこ

とも可能です。どのような形でもよろしいの

で、検討ください。組合員として知る権利、組

合員主権に基づく「自主運営・自主管理」など

の観点から「からまち」のリーダーが参加する

ことにより、何が問題となっているとか、連合

会の機関会議・単協活動の情報を得ていただ

きたいです。お仕事をされている方が多く、苦

慮されていることでしょうが検討お願いしま

す。 

（高崎 A） 

も一つの方法だと考えます。 

P18 (2)チーム環境 

せっけんハンドブックの配布など良かった。

洗濯以外の汚れ落としに活躍しています。 

（高崎 D） 

ありがとうございます。 

サステイナブル環境問題 

プラスチック製品 包装など減らしていく取

り組みに力を入れていって欲しい。 

（高崎 D） 

ありがとうございます。ご意見参考にします。 

生活クラブ連合会へも意見を提出するようにしま

す。 

災害、貧困、コロナ医療関連等、寄付活動に取

り組んでもらえば、私１人は少額でも大きい

額になって役立つ。 

（高崎 D） 

ありがとうございます。 

今後も取り組み等を紹介していきます。 

P6 5 (1) 

ピッキング袋、カタログ、Rビンの回収物低迷

について  

人によってできない理由はさまざまにあるは

ずです。①やり方がわからない←教えてもら

っていない、②回収対象であることを知らな

い←文字を読むのが苦手な人も。③知ってい

るけど面倒だ など 

 

①と②は加入時の実演で認知 UP 

①まちがったやり方も、再実演・パンフレット

（マンガのものがあった）差し入れで UP 

③の対応 分かりません。生活クラブに何故

加入したのか疑問。 

（東毛 A） 

ご意見参考にします。 

動画サイトで他県の組合員が公開している、袋の

処理の動画の紹介を検討したり、チラシ、対面など

での知らせ方の工夫をしたりするなど、できるこ

とからやっていきます。 

P10 ① 

２０２０年度グリーンシステム回収率アップ

切るのは理由があります。ラベルシールを切り取

るのはラベルそのものとシールの接着剤が異物に



 

キャンペーンの件でピッキング袋の回収呼び

かけに関してです。私は何枚も袋をハサミで

切るのが面倒だなぁと感じることがありま

す。切るのは、物が中に入っていないか確認す

る為と聞いたような気がしますが、切らない

でたたむだけならもっと回収率がアップする

のではと思います。シール部分だけを切り取

りをして、たたんで回収にはなりませんか？ 

（高崎 E） 

なる。底を切るのはゴミを落とすためです。 

そういう部分の選別は人手によるため、一番コス

トがかかる人件費を使うことになります。 

コストをかけずに高品質なリサイクルを実現する

ためには、回収素材が同じであることが重要です。

異物が混入すると良いリサイクルにはならないの

で、もう一度ピッキング袋の素材として利用する

ために協力をお願いします。 

皆さん一人一人が実行してくださると、選別の手

間は省けます。 

ちなみに配達担当者は回収後、１枚１枚確認作業

を行っています。 

先日、古参組合員の方とお話しする機会があ

ったのですが（多分班長さん） やはり、ドラ

イアイスの注文集金などが大変なので、冷凍

品の値段が高くなってもいいから無料にして

欲しいとおっしゃってました。その他色々と

面倒な部分を徐々に見直していかないと、先

細ってしまうのではないかと心配です。 

（高崎 B） 

ありがとうございます。ご意見参考にします。 

参考までに、ドライアイスの件は他の班では①順

番に注文する人を変えている（月ごとや週ごとな

ど）、②各自が注文する、③年に一度くらいは良い

機会なので集金を兼ねて集まる、などの工夫はそ

れぞれにあるようです。 

ただ、面倒だから、大変だから、そういうことは無

くす方向を考えるというのは、たすけあい・つなが

りを大切に考える生活クラブとしては少し違うの

ではと思います。無くすのではなく、みんなが取り

組める形を情報交換したり考えたりしていく。そ

ういうことを大切にしたいと思います。 


