
 
 

宮城県生活協同組合連合会 

 
会長理事  冬木 勝仁 

 
 
 
2011 年 3 月 11 日に発災した東日本大震災から

10 年が経過しました。 
マグニチュード 9.0 の巨大地震、それに続く大津

波、原子力発電所事故は、私たち宮城県民に対して

未曾有の被害をもたらしました。今号では、10 年

の節目にあたり、会員生協役員より 10 年を考える

メッセージを寄せていただきました。 
宮城県生協連に加盟する生協（地域購買生協・医

療生協・大学生協・共済生協・福祉生協・農協）は、

3 月 11 日の発災直後より、物流のインフラが被災

し燃料が不足するなか、生活物資の組合員への供給

を第一に事業継続に取り組みました。また自治体へ

の生活応急物資約 400 万点の供給や地域のくらし

を支える商品と医療･福祉のサービスの提供など、

生協の使命を果たすべく努力しました。 
この 10 年、日本生協連をはじめ全国のなかまか

らの人的・物的支援を受けながら、被災者によりそ

い、地域経済の再生につながる取り組みを生協とし

てもすすめてきました。ご支援をいただきました全

国の生協、行政、関係の皆さまに、あらためて深く

感謝を申し上げます。 
この 10 年、復旧・復興にむけた県民、行政、関

係機関の懸命の努力によって、生活の再建、地域社

会の再生がすすんできています。しかしながら、こ

の間の台風などの自然災害、コロナウイルス感染拡

大による社会の変容などをへて、「平和で持続可能

な社会」「安心して暮らせる地域社会」の実現には、

多くの地域課題がみえてきています。 
宮城県民を組合員とし、宮城県という地域で事

業・活動をおこなう生協として、「震災復興」およ

び「地域振興」のためにその役割が少しでも果たせ

るよう引き続き活動をすすめていきたいと考えて

おります。 
生協の諸活動に、引き続きご支援いただけますよ

うお願いいたします。 
 
 
 
 

みやぎ生活協同組合 

 
専務理事  大越 健治 

 
 
 
東日本大震災から 10 年。みやぎ生協の主な震災

復興支援活動について、ご紹介します。 
1）被災者支援、地域コミュニティの再生のための

「ふれあい喫茶」を、仮設住宅を中心に現在まで

継続し、お茶会以外の活動も加えると累計活動回

数は 4,000 回を超え、参加者は延べ 13 万人を超

えました。 
2）震災の伝承を目的に、2013 年 3 月にみやぎ生協

文化会館ウィズ１階に東日本大震災資料室を開

設し、一般向けにも開放しています。 
3）商品事業を通して、地域産業の復興を支援して

います。「顔と暮らしの見える産直 めぐみ野」

は、震災前の実績を超え、年々事業高を拡大して

います。地産地消の推進、自然環境の保全、地域

の農・水・畜産業を守り発展させる取り組みとし

て今後も進めます。東北地方の魅力を全国・世界

に向けて発信し、豊かな地域づくりと継続的な被

災地復興につなげていくのが「古今東北」ブラン

ド商品です。更なるアイテム拡大と販売高増を計

画しています。  
4）震災で被災した地域への買い物支援の目的で始

まった移動販売車「せいきょう便」ですが、現在

では買い物困難地域への対応も行い、12 台運行

しています。 
これからも被災地の生協として、最後の最後まで

被災者に寄り添うこと、復興支援を継続していきま

す。さらに、被災者のみならず、私たちが住んでい

るこの地域がより豊かになっていくよう努力し、お

役に立てるよう活動を進めていきます。 
 

  
 

 

  
 
 
 

 
特集「東日本大震災から 10 年」   ～会員生協からのメッセージ～ 

「ふれあい喫茶」は被災された

方々のコミュニティづくりの支
援として取り組み、その後は
地域の居場所づくり「ふれあ

いカフェ」へ移行 



 
 

生活協同組合あいコープみやぎ 

 

理事長  高橋 千佳 

 
 
 
東日本大震災から丸 10 年。想定外の大地震と東

京電力福島第一原発事故を教訓として、日本がどの

ように変わったのか世界が注目しています。原発の

安全神話が消え、放射能汚染の現実を知った以上

「原発ゼロ社会」を目指すために舵を切るべきで

す。それなのに被災原発である女川原発が再稼働へ

向かう姿は、「県民の総意」ではありません。 
あいコープでは、震災直後から、放射能自主測定

基準を設け、「計って公表し、わかって食べる」取

り組みを進めてきました。約 1 万件の検査データか

らリスクの高い品目に集中して２次精密検査を実

施しています。また、毎年、放射能問題支援対策室

いずみ主催の甲状腺エコー検査に協力し、多くの組

合員の不安の声に向き合ってきました。 
今年度は組合員から「女川原発への手紙」を募集

したところ 69 通もの応募があり、県知事と東北電

力へと手渡すことが出来ました。事故が起こればど

うなるのかを隣県で目の当たりにし、未だに収束し

ない福島第一原発事故の恐怖や怒り、「原発をうご

かしたくない」思いが、どの手紙にも溢れていまし

た。地元同意の手続きが再稼働ありきで進んでお

り、私たちの願いではないのは明らかです。 
まだ女川原発は動いていません。声を大にして撤

回を求めて活動を進めて参ります。 
 

 
 

松島医療生活協同組合 

 
専務理事  佐藤 良治 

 
 

 
震災当時、私は松島海岸診療所で大きな揺れに襲

われ、職員全員高台のホテルに避難し命拾いをしま

したが、東松島市野蒜小学校の隣にあった「なるせ

の郷」は津波に流され、職員・利用者さんが行方不

明となりました。津波浸水を受けた松島海岸診療所

2 階に泊まりこみ、翌日から行方不明となった職員

と利用者さんの捜索を行いました。 
「なんとか生きててほしい」との願いも虚しく、

職員・利用者さん 15 人の方が亡くなりました。 
あれから 10 年経過し、「時は心を癒してくれる」

といいますが、仲間を失った悲しさや寂しさで時折

切なくなり、「何故、私が生き残り、仲間が命を失

わなければならなかったのか？」「亡くなった仲間

の為に、一体何をすべきで何が出来るのだろう

か？」考えても答えが見つからない日々に無力感に

苛まれます。 
震災から 3 年後の 2014 年 3 月 11 日、「まつし

まの郷」に『誓の碑』を建立しました。そこには「私

たちは、自然災害による犠牲者を二度と出さないこ

とを誓います」という文字が刻まれています。 
「人は忘れられた時に死ぬ」という言葉があるよ

うに、逆に言えば私たちが語り継ぎ、記憶にとどめ

ているかぎり、仲間も永遠に生き続けられます。 
当時の被災状況も知らない若い職員も多くなり

ました。自分の役割として、「震災を通じて命の大

切さを職員に伝えていく」「命をかけて守ってくれ

た事業継続の希望を灯し続けていく」この想いを常

に心に刻み、次の世代に 
伝えていきたい。 
 

  
 
 
 

 
特集「東日本大震災から 10 年」   ～会員生協からのメッセージ～ 

宮城県に「女川原発への

手紙」と要望書を提出 

自然災害で犠牲者を出さないと

決意を示す「誓の碑」 

甲状腺エコー検査を実施 



 
 

みやぎ県南医療生活協同組合 

 
常務理事  児玉 芳江 

 
 
 
規模の小さなみやぎ県南医療生協が、これまで支

援活動を継続して行うことができたのは、神戸医療

生協、尼崎医療生協を始めとする近畿ブロックの医

療生協や全国の医療生協の支援があったからと、あ

らためて感謝をしております。 
みやぎ県南医療生協の本格的な被災地支援活動

は、2011 年 6 月、山元町の最初に設置された坂元

仮設住宅での炊き出しから始まり、山元町内の全仮

設住宅での健康チェックや健康体操を中心とする

定例支援を、近畿ブロックの医療生協や NPO ふれ

あいの四季（山元町）と一緒に 2013 年 3 月まで行

いました。その後、仮設住宅から復興住宅に移り住

んだみなさんからの要請で、山元町つばめの杜集会

所や沿岸部の牛橋区民会館で健康サロンを定例で

現在も継続して開催しています。 
また、全国の医療生協や地域の皆さんの協力で、

旧山下駅周辺や花釜区交流センターで「やまもと花

釜秋まつり」を 2012 年から 2018 年まで 7 回開催

することができました。この間の継続的な支援活動

を通して医療生協の活動が徐々に理解され、2016
年 6 月に山元支部が結成され、現在 5 つの班が活動

をしています。 
震災から 10 年目の 2021 年度は、被災地支援活動

ではなく、医療生協の支部活動として、「健康づく

り」を中心に、人と人がつながり、支えあい、助け

合う医療生協の活動を継続していきたいと思いま

す。 
 
 
 

東北大学生活協同組合 
 

専務理事  若栁 恒太郎 

 
 
 
東日本大震災から、間もなく 10 年目の春を迎え

ようとしています。 
学生・院生で東北大学のキャンパス内で東日本大

震災を経験した方はいなくなり久しい状況です。 
東北大生協では、キャンパス内であの東日本大震

災を経験した、教職員、生協職員があの日のことを

語り継ぎ、防災意識を高めることにより、まさかの

時の備えを促す取り組みを現役の学生・院生ととも

に進めてまいりました。 
近年では、強風や大雨による災害も多く発生をし

てきています。2020 年度からは地震だけではなく、

風水害までを意識した取り組みを進めようと計画

をしておりました。コロナ禍により、活動は大きく

制限されましたが、その中でもこれまでの東北大生

協の防災の取り組みをまとめたアーカイブを作成

することを進めました。 
10 年の節目を迎え、これまでの取り組みを整理

し、その中で得られた防災の知恵を組合員へ改めて

共有し、備える意識の向上を図っていきたいと考え

ております。 
 

  
 
 
 

 
特集「東日本大震災から 10 年」   ～会員生協からのメッセージ～ 

山元支部主催の「健康講話」       風船バレーで健康づくり 

 

「防災フェスタ」の様子 

ポスター・パネル展示では、 

サバイバル飯や防災豆知識等を紹介 

 



 
 

宮城教育大学生活協同組合 

 
専務理事  田中 康治 

 
 
 
私は東日本大震災後、福島大学生協、大学生協東

北ブロックで、生協組合員を対象に「被災地訪問」

を中心とした活動を行ってきました。 
宮城、岩手の沿岸各地の訪問はもちろんのことで

したが、自身が福島県浜通りの出身ということがあ

り、最も多く訪問を重ねたのが原発事故被災地域で

す。訪問にあたっては、被災状況をありのまま見て

いただくだけでなく、日常生活を取り戻そうとして

いる方々や支援に携わっている方々の話を聴くこ

とで、訪問者一人一人が自分にとっての課題を意識

していただけるよう、毎度の企画に取り組んでまい

りました。 
昨年、宮城教育大学生協に着任しましたが、当生

協で活動に携わる学生たちが、大学生協で社会的課

題と呼んでいる「平和」「環境」「ユニセフ」等に

取り組むにあたり大切にしているのが、将来教員を

目指すものとしてどう考えるかという姿勢です。 
復興に向けた課題においても、「こどもを守る」

「社会をつくる」「未来をつくる」といった視点を

学生たちと共有して、取り組んでまいります。 
新型コロナ禍において、現地訪問の困難さもあり

ますが、今回の困難を乗り越える学びを共につくっ

ていきましょう。 
 

 

みやぎ仙南農業協同組合 

 
常務理事  尾本 満雄 

 
 
 
この 10 年、「震災の前？後？」が時を考える基

準となっていました。 
当管内は、津波の直接被害は免れたものの建物の

倒壊、道路の寸断、情報の遮断、断水、停電等々甚

大な被害に見舞われました。 
ＪＡとしては全国からの支援も受け、貯金の便宜

払い戻し、共済金の迅速な支払い、災害ボランティ

アの組織と支援等々組合員、地域の皆様のくらしの

立て直しを支援しました。 
農業再開では、ＪＡグループ宮城のスローガン

「がんばろう 宮城の復興は農業から！」に呼応

し、いち早く取り組みをすすめました。 
深刻な放射能による風評被害を払拭するため、深

耕作業や放射能検査の実施、放射性物質吸収抑制対

策等々を講じ、「安全」な農作物の生産と「安心」

の提供に継続して取り組んでいます。 
その後も、平成 26 年の豪雪や令和元年東日本台

風そして新型コロナ等々、自然災害は突如として私

たちを襲いますが、震災の経験がその時々の初動や

対策に受け継がれていると感じています。 
「産直」が取り組み開始 50 年の節目であり、「生

産者」と「消費者」の「絆」を、さらに強く太くし

ていけることを願っています。 
 

  
 
 
 

 
特集「東日本大震災から 10 年」   ～会員生協からのメッセージ～ 

壊れた倉庫 

女性部の炊き出し 

  

南相馬市の子どもたちとの 
ふれあい企画 

旧大川小学校見学 



 
 

宮城労働者共済生活協同組合 

 
専務理事  増田 昌彦 

 
 
 
こくみん共済 coop＜全労済＞では、組合員への共

済金のお支払いにむけて「最後のお一人まで」を合

言葉に避難している方も含め、未請求組合員への案

内等をおこない、また宮城県・福島県・岩手県に全

国の役職員の支援動員 3,350 人、延べ日数 20,970
人で対応を進め、これまでに全国での共済金・見舞

金は 352,986 件、1,281.2 億円をお支払い、宮城県

においては 91,674 件、477.3 億円のお支払いをして

きました。 
震災当時の取り組みでは、被災地の子供たちに元

気を届けるための「チャリティーコンサート」「ミ

ュージカル」「読み聞かせ」等を開催し、2017 年

からは岩沼地区の海岸防災林の再生植樹・保全活動

を実施しています。また、共済生協として保障面か

ら「災害時の無保障者をなくす取り組み」や「住ま

いと暮らしの防災・保障点検活動」の取り組みを進

めています。 
これからの活動にあたっては、共済利用の普及促

進とともに被災組合員への共済金支払いの更なる

迅速化に向けた強化、今後起こり得る大規模災害に

むけて職員の防災士資格取得や地域ネットワーク

の活動を通じたボランティア活動の促進、情報・サ

ービスの充実等を通じて、SDGs のめざす「誰一人

取り残さない社会づくり」に通じる取り組みを進め

ていきます。 
 
 
 

宮城県高齢者生活協同組合 

 
理事長  丹野 幸子 

 
 
 
震災の翌年石巻に、多世代交流のできる支援の拠

点「ひなたぼっこ石巻」を開設した。地域の人達は

「あの日」の過酷な被災体験を語りはじめた。被災

状況は人によってみな違い、その違いのほどに問題

はありつつも新たな生活に向かって、自分らしく歩

き出している。また、生業の再建のために現地の特

産品を全国高齢協ネットに流通する活動や、東京の

ボランティア団体から月命日には仏花が届けられ

る復興支援の受け皿としての役割も果たしてきた。 
「震災をふり返り高校生と共に未来を語る集い」

で、16 歳の語り部は、いつ発生するかわからない

災害に万全の準備は出来ないかもしれないが、「災

間を生きる」人たちは被災の教訓から多くのことを

学んでほしい。そのために僕たち被災者は語る責任

があると言った。  
全国高齢協連合会と共催で「被災地を視る、聴く、

感じる、伝え、生活再建の運動に結びつける」とい

う復興支援ツアーを開催してきた。 
定点観測のように毎年福島の南相馬を訪問した。

震災はさまざまな悲劇をもたらす。行く度に福島原

発でメルトダウンが起きた時の衝撃と絶望が蘇る。

原発事故の深い後遺症を目の当たりにし暗澹たる

思いに襲われる。日本には 54 基の原発があり、女

川もそのひとつだ。未曾有の災害は、大事な人の命

を奪い、故郷や財産をもぎ取っていった。底知れぬ

悲劇は他人ごとではない。事件や悲劇を他人事とし

て、自分の身に引き付けて想像することをやめた時

に風化は始まる。そして人間は忘れやすい。だから

こそ悲劇を自分の胸に刻印する必要がある。 
震災に巡り合ってしまった人間の命がけの教訓

が、この震災の多い日本の未来に役に立たないはず

はない。断じて後に続く子ども達に希望を抱かせる

復興を成し遂げなければならない。私達の支援活動

とは、そのためにあるのではないのかと思う。希望

こそが未来を創る。 
 
 

  
 
 
 

 
特集「東日本大震災から 10 年」   ～会員生協からのメッセージ～ 

岩沼地区で海岸防災林の植樹や保全活動を実施 


