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【ものづくり ・ 人づくり ・ 地域づくり】 2017 年度活動テーマ　～地元のやさいを食べよう～

特別増資 500250 にて 1 口 500 円毎週受け付けています。 出来るときに出来る範囲で、 ご協力宜しくお願い致します !!

安心・安全な「食」について !

ネオニコフリー想いをつな

ぐリレー学習会開催報告

【日本・各国におけるネオニコチノイド系農薬の使用・規制の現状と課題】

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ＮＰＯ法人「ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議」代表

「グリーン連合」共同代表
弁護士　中下　裕子

【子どもの発達障害と農薬】

最新の脳科学から見た毒性と発達障害の関係

　☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
環境脳神経科学情報センター

木村ー黒田　純子

　2016 年 11 月に有機農業研究会の力を借りながら、「GMと農薬」を開催しました。その時は天笠
さんと黒田洋一郎さんをお招きしました。今回 1/27（土）に取手ウェルネスプラザにてネオ二コチ
ノイド系農薬について中下裕子さんと、黒田純子さん（洋一郎さんの奥様です）のお二人をお招きし
て公開講座を開催しました。
　ネオニコチノイド系農薬は水田や畑、家庭菜園にまかれるだけでなく、松くい虫防除のための空中
散布、そして住宅建材や殺虫剤、ペットのノミとりなど家庭のなかでも、広く使われています。生態
系や人、とくに子どもの健康に影響を与えることを中心にお話をしていただきました。又、行動提起
もしていただき、ますます地域に根付く常総生協の役割が重要視されていると感じます。当日の参加
者は一般の方、組合員、生産者、職員を含めて、ジャスト 100名の参加となりました。
　この講演会を一つのきっかけにネオ二コチノイド系農薬の廃止を呼びかけていきましょう !!
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ネオニコフリーリレー学習会 （1）

公開講座 「ネオニコフリーリレー学習会」 の開催と経緯

① 2017 年度常総生協の活動テーマ 「地元のやさいを食べよう」 の取り組みとして

　2011 年に起きた原発事故以来 「食と環境の放射能汚染と被ばくによる健康影響 ・ 原発をもうやめさ

せる」 取り組みが生協としても緊急の課題として取り組まれてきました。  他方、 継続的な取り組み課

題となっていた 「遺伝子組換え食品」 や 「農薬」 の問題が手薄になり、 生産者の中でも意識されずに

不注意でネオニコチノイド系農薬を使ってしまうことも発生し、 組合員 ・ 生産者、 そして食の業務を預

かる職員の中で問題意識が希薄な状況になっていました。 そうした経緯から、 「もう一度地場の生産

者との関係づくりからはじめよう！地場の産物を自分たちで消費しよう！」 という想いにいたり、 今年

の活動テーマである 「地元のやさいを食べよう」 になりました。

　協同組合では消費者と生産者が相互に努力していく関係づくりが基本です。  そのためには組合員 ・ 

生産者 ・ 職員がこれらの問題について主体的に学び 「共通認識」 をつくることが必要との認識で農薬

問題の学習会を生協と、 業者会で連帯して開催致しました。 今回、 生産者、 組合員、 職員以外にも

地域の方々、 産婦人科、 保育関係 （幼稚園、 保育園） にも手紙の送付と訪問をして開催のお知ら

せをしてきました。

②生協ネットワーク 21 の共通の課題、 問題提起として

（生協ネットワーク 21 とは）

　取引先や生産者と顔を見える関係を大切にしながら、 事業活動を進める生協連合会 ・ 地域生協が

参加し、 各々の事業活動に貢献することを目指し。 活動の交流、 共同事業を通じて連帯を深め、 事

業を発展させることを目的として常総生協、 コープ自然派事業連合 （四国、 関西地方）、 生協連合会

アイチョイス （愛知県）、一宮生協 （愛知県）、自然派くらぶ生協 （東京都）、やまゆり生協 （神奈川県）、

ナチュラルコープヨコハマ （神奈川県）、 なのはな生協 （千葉県）、 よつ葉生協 （栃木県）、 あいコー

プふくしま （福島県）、 あいコープみやぎ （宮城県）。 11 生協が加盟しています。

（活動、 運動面を協同していこう !!）

　2017 年度の生協ネットワーク 21 の総会にて、 「事業についての勉強会や、 研究会だけでなく、 同

様に抱えている活動や運動面を共に協同して取り組みましょう。」 特にネオ二コチノイド系の農薬、 遺

伝子組み換え反対、 脱原発に関してはどの生協も問題に上げています。 まず 3 テーマを中心に活動

していく事になりました。 その中の 1 つにネオニコフリーリレー学習会を各生協でリレー形式で行って

います。
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「ネオニコフリーリレー学習会」 講演骨子

1. ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議とは
2. 世界のミツバチ大量失踪蜂群崩壊症候群（ＣＣD)
3. ネオニコチノイド系農薬とは？
4. ＥＵのネオニコ３成分一時使用中止決定後日本ではさらなる基準緩和が進む
5. 農薬の子どもへの影響
6. 日本でも「脱ネオニコ」の動きが始まっている！
7.	 ネオニコチノイド使用がこのまま継続すると――（行動提起）

中下　裕子さん【日本・各国におけるネオニコチノイド系農薬の使用・規制の現状と課題】

黒田　純子さん【子どもの発達障害と農薬】最新の脳科学から見た毒性と発達障害の関係

1. 日本の発達障害の増加の状況
2. 発達障害増加の原因　

自閉症研究からわかった環境要因の重要性　　
3. 発達障害の起こるメカニズム

人間の行動を決める神経回路・シナプス形成の重要性
4. 自閉症など発達障害の原因となる環境要因

環境要因のなかでも有害な環境化学物質、特に農薬が危険
5. 発達神経毒性のある農薬

脳の発達・脳神経系を直接撹乱・阻害する殺虫剤　
有機リン系、ネオニコチノイド系殺虫剤など農薬の発達神経毒性

6. 内分泌系、免疫系、腸内細菌を撹乱・阻害する農薬
7.	 今後の課題　子どもの健康をどう守るのか？　生協の重要な役割

←農薬単位面積当使用量と発達障害
有病率は韓国・日本が世界で共にダ
ントツトップ

ヒトと昆虫の神経系は基

本的に同じ
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開催日時　2018 年 1月 31日（水）10時～ 13時 20分
開催場所　常総生活協同組合　２F組合員活動室（茨城県守谷市本町 281）
（議案）
【1号議案】役員定数の件
【2号議案】総代定数の件
【3号議案】役員・総代選挙管理委員会指名の件
【4号議案】2018 年度活動テーマおよび春の討議資料の件
【5号議案】総代会前地区懇談会開催の件
【6号議案】2017 年度事業活動のまとめ作業について

（報告・相談事項）
• 2017 年度 12月決算報告
• 2017 年度 1月事業報告
• 牛乳 PJ 進捗状況
• 和綿製品化状況
• 活動報告
• その他

常総生協本部℡：0297-48-4911　Fax：0297-45-6675
組合員問い合わせフォーム：https://www.coop-joso.jp/senyouToiawase.html（ホー
ムページより）

常総生協組合員のみ公開 OK を頂きました ! 講演会の資料、冊子をご希望の

方は供給担当者もしくは生協本部までお申し出ください。

2018 年 2 月の予定

●生協基幹運営／地域活動 ・ 催し●

【定期開催の催事】
• 毎週木曜日につくば桜運動公園ゴンタの丘にて地域コミニュティ

活動中。
• ゆるカフェ 2 月は第 3 火曜日 （20 日） に開催します。
• 毎月第 1 土曜日にじょうそう朝市を開催しています。

2/6 （火） 「私たちのくらしと憲法」
　　　　　　　みそ講習会 （石岡、 かすみがうら地区）
2/7 （水） 脱原発とくらし見直し委員会
2/10 （土） みそ講習会
　　　　　　　（取手地区、 牛久地区、 柏地区、 つくば北部地区）
2/12 （月） みそ講習会 （土浦、 阿見地区）
2/17 （土） 歴史を学ぼう - 未来のために
　　　　　　　　みそ講習会 （利根地区、 つくばみらい地区）
2/18 （日） みそ講習会 （つくば中央地区）
2/24 （土） みそ講習会 （生協本部）
2/25 （日） みそ講習会 （我孫子地区）
2/28 （水） 定例理事会

●提携 ・ 協同 ・ 連帯企画●

2/7-9 （水 - 金） 牛久幼稚園みそ作り
2/8 （木） 東海第二原発訴訟口頭弁論
2/9 （金） 東京電力福島第 1 原発廃炉作業見学会
2/9,10 （金、 土） 生協ネット 21　組織担当者会議 （常総生協）
2/10 （土） 甲状腺検診 in 土浦
2/11 （日） 甲状腺検診 in 守谷 （常総生協本部）
2/13、 15、 16 （火、 木、 金） 牛久幼稚園みそ開き
2/16、 17 （金、 土） 生協ネット 21　定例会 （八王子労政会館）
2/20-23 （火 - 金） 荒川沖幼稚園　みそ開き＆みそ作り

中下さんの当日使用したパワーポイン
トの資料

黒田さんの当日使用したパワーポイン
トの資料

ＮＰＯ法人「ダイオキシン・
環境ホルモン対策国民会議」
からのネオニコパンフ。限

定 70 名 !!

2017 年度第 8 回理事会開催報告

2017.4月～2018.1月共同購入実績
項目 4-10月累計 単位 計画比 前年比

商品案内発行枚数 148,774 枚 95.46% 100.0%
注文回収枚数回収率 129,977 ％ 95.28% 95.28%
注文提出率 87.37% ％ -0.14%
供給高 752,813,941 円 94.08% 98.60%
一人当たり利用金額 5,792 円 ▲72円
一人当たり平均利用点数 14.26 点 ▲0.37点
粗利益 204,050,973 円 94.43% 99.09%
GPR 27.11% ％ 0.11% 0.14%

2018.1月（共同購入実績）
項目 4-10月累計 単位 計画比 前年比

商品案内発行枚数 192,132 枚 94.91% 100.5%
注文書回収枚数 168,023 枚 94.05% 100.2%
注文提出率 87.45% ％ -0.25%
供給高累計 966,723,557 円 92.10% 98.56%
一人当たり利用金額 5,754 円 ▲97円
一人当たり平均利用点数 14.24 点 ▲0.41点
粗利益 262,110,278 円 92.37% 98.96%
GPR 27.11% ％ 0.08% 0.11%


