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渡辺美智子さん撮影（「泉ヶ岳の自然と七北田川の清流を守る会」所属）

自立した市民の協同の力で
人間らしいくらしの創造と
持続可能な社会の実現を
「生協の21世紀理念」

古紙を含む再生紙を使用しています。

年頭のごあいさつ

謹んで新年のごあいさつを申し上げます。

宮城県生協連会長理事

齋藤

昭子

（みやぎ生活協同組合理事長）

昨年は宮城県内外から、多く

8,600 万円（12 月 15 日現在）に

に関する国･県への政策制度要

のあたたかなご支援をいただき

なりました。日本生協連は累計

求に取り組んでまいります。東

ました。2012 年の年頭にあたり、

22 億 8,600 万円を、被災９県に

京電力福島第一原発事故による

ご支援・ご指導・ご鞭撻に深く

送金しました。なお、全国の生

放射能汚染の拡大で県民の不安

感謝申し上げます。

協が集約した被災者支援募金は、

が高まっています。宮城県生協

2011 年 3 月 11 日（金）午後 2

33 億円になりました。生協グル

連は、宮城県に対して食品の検

時 46 分の巨大地震とそれに続

ープからの支援は、被災者支援

査･モニタリング調査の強化な

く大津波により、宮城県に住む

募金、被災漁港での養殖再開・

ど、行政が適切に対応するよう

私たちの生活、および地域社会、

ボランティアセンター運営・仮

申し入れを行いました。放射能

産業は甚大な被害を受けました。

設住宅・大学学業継続等、｢一人

汚染と食品の安全に関する学習

宮城県生協連に加盟する各生協

は万人のために万人は一人のた

会を開催するとともに、消費者･

は、日本生協連・日本医療福祉

めに｣の理念のもとに、ボランテ

市民･生産者の声をもとに県に

生協連・日本コープ共済連・大

ィア活動が続いています。本格

対応強化を求めていきます。

学生協連・コープこうべをはじ

的な寒さに向かう中、つながろ

2012 年は、国連が定めた「国

め全国の生協グループからの人

う CO･OP アクションくらし応

際協同組合年」です。宮城県生

的・物的支援を受け、お取引各

援募金「仮設住宅被災メンバー

協連は、会員生協とともに地域

社とも力を合わせて、被災者の

へ灯油１缶贈ろう」の取り組み

住民や諸団体との協同のネット

くらしを支える商品と医療・福

が全国的にすすめられています。

ワークを生かし、よりよいくら

祉のサービスを提供するという

復興庁の設置、復興交付金等

しを実現する活動をすすめてま

生協の使命を通して、被災地の

東日本大震災関連経費 11 兆 7 千

復旧･復興への役割を果たして

億円を含む第三次補正予算が成

まいりました。

立しました。宮城県生協連は、

全国の生協からの宮城県への
被災者支援募金は、累計で 9 億

被災者の生活再建を第一に考え、
東日本大震災からの復旧･復興

いります。
本年もよろしくお願い申し上
げます。

宮城県生協連の活動
● 宮城県生協連第 42 回総会（2011 年度）第 3 回理事会
第 3 回理事会は、11 月 15 日

務理事より報告があり、18 ㍑

宮城県協同組合こんわ会活動

（火）午後 1 時 30 分より、東北

１缶 1,746 円・1 ㍑ 97.0 円と

報告、平和・憲法 9 条関連報

大学片平キャンパス「レストラ

し、1 ㍑あたり 8.0 円の割戻し

告、エネルギー政策の検討に

ン萩」において開催され、理事

を行うことの報告があり、全

関する要望書について、野崎

12 人、監事 2 人が参加しました。

員異議なく了承しました。

和夫専務理事より報告があり、

議長に齋藤昭子会長理事を選
任し、議事に入りました。

【報告事項】

全員異議なく報告を了承しま

１．上半期経営状況および業務

した。

【協議事項】

報告、灯油関連報告、東日本

４．NPO 法人介護サービス非営

１．2011 年度政党懇談会、2011

大震災からの復旧・復興に向

利団体ネットワークみやぎの

年度消費生活協同組合役員研

けての取り組みについて、野

活動報告について、入間田範

修会、2012 年度宮城県知事懇

崎和夫専務理事より報告があ

子常務理事より報告があり、

談会の開催について、野崎和

り、全員異議なく報告を了承

全員異議なく報告を了承しま

夫専務理事より提案があり、

しました。

した。

２．2011 年度宮城県生協組合員

協議しました。

【文書報告事項】

【専務理事専決事項】

集会開催報告、「消費税率引

1．生協連及び会員生協との共同

１．2011 年度冬灯油暫定価格決

き上げに反対する団体署名」

活動報告、諸団体との共同活

定の件について、野崎和夫専

への賛同報告について、加藤

動報告、行政・議会関連報告、

務理事より報告があり、質疑

房子常務理事より報告があり、

各種委員推薦・後援依頼・広

の後、全員異議なく了承しま

全員異議なく報告を了承しま

告協賛等について、文書によ

した。

した。

り報告があり、全員異議なく

２．2011 年度夏灯油精算価格決
定の件について、野崎和夫専

３．消費者行政の充実強化をす

報告を了承しました。

すめる懇談会みやぎ活動報告、

● 全国の生協からの宮城県への被災者支援募金は、累計で 9 億 8,600 万円になりました
日本生協連は、被災者支援募

に送金しました。宮城県には

金としてこれまでに 22 億 8,600

金の第 7 次送金として、10 月以

2,960 万円送金されました。これ

万円を、被災 9 県（青森・岩手・

降募金口座に振り込まれた約

により、累計では、宮城県には 9

宮城・福島・茨城・栃木・千葉・

6,100 万円を、12 月 15 日（木）

億 8,600 万円が送金されたこと

長野・新潟）に送金しています。

付けで、被災 7 県（青森・岩手・

となります。

※全国の生協が集約した被災者支援
募金は、総額 33 億円になりました。

宮城・福島・茨城・栃木・千葉）
日生協
からの
送金額
宮城県へ

日本生協連は、被災者支援募
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宮城県生協連の活動
● 経済産業省と内閣府に灯油の安定供給と福祉灯油の実施拡充の要請行動を実施
11 月 2 日（水）東北６県の生

り、灯油一缶が 1,600 円を超え

う自らが責任を持って対応しま

協連代表が、経済産業省と内閣

る高値で苦しんでいること。ま

す」と力強い回答をいただきま

府に灯油安定供給と原油高騰へ

た震災の復興策として特別な救

した。

の特別対策および被災者支援・

済策も必要であり経済的弱者対

福祉灯油の実施拡充の要請行動

策として福祉灯油の実施と拡充

を行いました。野崎和夫宮城県

促進について説明しました。
次に、経済産業大臣政務官

生協連専務理事、内澤祥子いわ
て生協副理事長、吉田敏恵岩手

原子力災害現地対策本部長

柳

県生協連専務理事、サンネット

澤光美参議院議員に要請しまし

宅配木村孝統括、日生協より伊

た。野崎専務理事は、灯油の高

藤治郎渉外部長、斉藤浩輝地連

価格と震災時の教訓から在庫備

事務局員が参加しました。
（要請

蓄量の不安の現状と消費者への

書後掲）

安定供給を訴えました。柳澤政

最初に、内閣府副大臣（東日

務官からは、
「市場を安くするの

本大震災復興対策・防災担当）

は現時点では難しいことではあ

の後藤斎（ひとし）衆議院議員

るが、業界が寡占化し過ぎて一

に要請しました。野崎和夫宮城

方的な業界任せの価格はチェッ

県生協連専務理事は、灯油は東

クさせる事。また灯油安定供給

北に住む私たちにとって欠かす

は寒波時の対応も含め、在庫は

ことができない生活必需品であ

途切れることなく対応できるよ

後藤斎内閣府副大臣（左）

柳澤光美参議院議員（右から 2 番目）

● 宮城県に対して灯油に関する要請行動を実施
11 月 11 日（金）宮城県に対

田豊課長に提出しました。県か

部）が出席し、安定供給におけ

し「灯油に関する要請書」を環

らは消費生活・文化課の鈴木誠

る量の不安や応急仮設住宅の実

境生活部消費生活・文化課の横

課長補佐、保健福祉部保健福祉

態などを訴えました。

総務課の高橋征史企画員
が出席しました。

要請文を読み上げる齋藤昭子会長理事

県からは、価格については、
今後も注視していく考えである

生協連から齋藤昭子会

こと、暖房費の助成等について

長理事、野崎和夫専務理事、

は、国の対策、社会情勢等を踏

みやぎ生協から大内明子

まえながら、検討していくこと

理事、鈴木由美理事、新野

などの説明がありました。なお

貴久子理事、西村純子理事、

県から 12 月 1 日付けで文書で回

國久暁課長（生活文化部）
、

答をいただきました。（後掲）

木村孝統括（共同購入商品

宮城県生協連の活動
● 「平成 23 年度東北地方灯油懇談会」参加報告
11 月 7 日（月）ホテル法華ク

油配達の担当者も参加し、震災

福祉灯油に関して、国へ要望な

ラブ仙台（仙台市青葉区）1 階

後の灯油の供給に関する取り組

どが出されていました。消費者

ハーモニーホールにおいて、東

みや今後の安定供給に向けた課

側からも、安定供給に対して心

北経済産業局主催の「平成 23 年

題、消費者団体からの質問・意

配する意見が出ました。

度東北地方灯油懇談会」が開催

見などに対して答えるなど意見

灯油の値上げや量不足は、低

されました。宮城県生協連灯油

交換しました。また、今回はじ

所得者や零細中小企業、第一次

対策本部長の野崎和夫県生協連

めて、東北 6 県の行政担当者が

産業などあらゆるところに影響

専務理事が参加しました。

参加し、各県の震災後の取り組

します。特に、震災により多く

みや進捗状況について報告があ

の県民が苦しんでおり、例年と

りました。

は違う対応が必要です。

今年度の懇談会は、東日本大
震災により東北地域の製油所、

宮城県生協連灯油対策本部は、

油槽所のほか、多くの給油所、

国・石油元売りの言い分は、

ローリーが損壊、流失するなど

「万全の体制である。」ですが、

県民の生活を守るために、県民

の甚大な被害を受けたことから、

石商・生協側は「安定供給に不

の立場にたって、この冬を安心

岩手県・宮城県・福島県の被災

安があり、応急仮設住宅への配

して暮らせる灯油の数量確保と

地域の石油商業組合・全国農業

達に課題がある。」と認識の違い

価格の安定を求めて運動をすす

協同組合・生活協同組合から灯

を感じました。行政側からは、

めていきます。

● 日本生協連エネルギー政策検討委員会中間報告
15.9％で廃止の方向が３分の 2

のシフト、⑤電力・原子力に係

震災およびそれにともなう東京

と な り 、「 現 状 維 持 」 19.2 ％ 、

る制度改革の５つをあげていま

電力福島第一原発事故により、

「慎重に増設」4.2％、「積極的

す。

原子力政策についての見直しが

に増設」0.3％を大きく上回る結

必要であることが明らかになり

果となっています。

3 月 11 日に発災した東日本大

宮城県生協連では、7 月に消
費者の身近なところで放射能の

こうした組合員の意識動向も

食品汚染問題が発生したことか

日本生協連では、理事会のも

ふまえ、11 月に中間報告を作成

ら、県民の不安を解消するため

とエネルギー政策検討委員会を

しました。中間報告では、エネ

の検討を要望しました。

設置し、原子力発電を含む電力

ルギー政策の基本方向として、

原子力発電のおかれている現

とエネルギー政策全般にわたる

５つの重点課題に取り組む必要

状と課題について理解を深め、

中長期的なあり方を検討するこ

があるとしています。①原子力

エネルギー問題について考えて

ととしました。

発電に頼らないエネルギー政策

いくことが必要となっています。

ました。

7 月には組合員の意識調査を

への転換、②省エネルギー（節

実施し、今後の原子力発電のあ

電）による使用電力量の大幅削

り方については、「長期的に全

減、③再生可能エネルギーの急

廃 」 51.2 ％ 、「 早 期 に 全 廃 」

速拡大、④天然ガス火力発電へ

宮城県生協連の活動

● 東北６県生協連で石油元売会社に対し灯油の安定供給と適正価格での供給を求める
要請を実施
東北 6 県生協連では、12 月

低下のため、今年の灯油の安定

中東原油価格が高値で日々変

9 日（金）に JX 日鉱日石エネ

供給については大変心配です。

動しています。JX 日鉱日石エ

ルギー株式会社東北支店、12

こうした中、石油元売としてど

ネルギーの担当者から「需要期

月 14 日（水）に昭和シェル石

のような取り組みをしている

である灯油価格を値上げして

油株式会社東北支店あてに、灯

か等についてお聞きしました。

いる。」との話がありました。

油の安定供給と適正価格での

輸送方法を変更するなどして、

今年の灯油価格は原油価格の

供給を求めて要請行動を行い

各社の在庫は昨年より多く積

高騰により、高値で安定してし

ました。（要請書後掲）

み増しているという説明を受

まっています。

震災の影響で、東北唯一の仙

けました。

台製油所が 3 月まで稼動しな

原油価格は、イラン情勢問

いことや、沿岸部の供給機能の

題・欧州債務危機問題により、

日

時

強化していきます。

12 月 9 日（金）14:00～15：00

要請先

JX 日鉱日石エネルギー株式会社東北支店

対応者

橋本伸也業務グループマネージャー
菊野英樹担当マネージャー

参加者

今後も、よりいっそう運動を

田中耕平シニアスタッフ

齋藤昭子会長理事・野崎和夫専務理事（宮城県生協連）
吉田敏恵専務理事（岩手県生協連）
斉藤浩輝事務局員（日本生協連）
木村孝統括（みやぎ生協）
藤原真帆理事（いわて生協）

日

時

橋本伸也業務グループマネージャーに
要請書を手渡すいわて生協藤原真帆理事

12 月 14 日（水）14：00～15：00

要請先

昭和シェル石油株式会社東北支店

対応者

石倉利康企画課長

参加者

齋藤昭子会長理事・野崎和夫専務理事・加藤房子常務
理事（宮城県生協連）
斉藤浩輝事務局員（日本生協連）
木村孝統括（みやぎ生協）
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環境のとりくみ
消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎの活動
消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎは、安心して食生活・消費生活をおくれる環境を求めて、食品の安全行政、消費者行
政の充実強化を目指し、宮城県内の消費者組織の連携をはかり、消費者運動を促進することを目的として活動します。 【構成団体】
宮城県生活協同組合連合会、NPO 法人仙台・みやぎ消費者支援ネット、主婦連合会仙台支部、宮城県地域婦人団体連絡協議会、宮
城県消費者団体連絡協議会、みやぎ生活協同組合、生活協同組合あいコープみやぎ、（財）みやぎ・環境とくらし・ﾈｯﾄﾜｰｸ（MELON）

● 消費者行政部会主催 シンポジウム「震災後の消費者行政に何が必要か」
11 月 7 日（月）フォレスト仙

「仙台弁護士会の被災地での

台 2 階第 1 フォレストホールに

取り組み」について、仙台弁護

おいて、消費者行政部会主催に

士会の鈴木裕美弁護士を講師に

よる「消費者行政シンポジウム」

学習しました。行政機能と専門

を開催し、構成団体等から 58 人

家（団体）の連携協力によるワ

が参加しました。

ンストップサービス、被災地の

生活や生業の再建に追われる

自治体内に相談窓口、解決まで

被災住民にとって、複合的な相

見守るコーディネーターなどの

談内容によって窓口を選択する

必要性をお話されました。

パネルディスカッション

生協連の加藤房子常務理事がパ

ことは難しいという声も聞かれ

後半のパネルディスカッショ

ます。それを踏まえタイトルを

ンでは、鈴木弁護士をコーディ

復旧・復興のために必要な対策」

『震災後の消費者行政に何が必

ネーターに、只野淳宮城県消費

について意見交換しました。

要か～相談窓口の認知度を上げ

者相談専門監、ＮＰＯ法人エー

（消費者懇消費者行政部会担当

るには～』としました。

ルの和田英子副理事長、宮城県

ネラーになり、
「被災地の現状と

加藤房子）

● 食品安全行政部会拡大学習会
「宮城県の食品安全行政の推進と原発事故後の新たな課題について」
11 月 28 日（月）フォレスト
仙台 5 階会議室で、食品安全行

たな課題について」講演いただ

っていること。」「受容力につい

きました。参加は 21 人でした。

て、消費者まかせになっている

小金澤先生からは、宮城県の

ことが問題」といった提起をい

はじめに拡大学習会として、

食品安全行政の推進状況につい

ただきました。食の安心・安全

小金澤孝昭宮城教育大学教授・

て話があった後、食の安全・安

をいかにつくっていくか、とい

みやぎ食の安全安心推進会議委

心・安定をどう考えるかについ

うことについて、理解を深める

員長より「宮城県の食品安全行

てお話いただきました。
「食の安

機会となりました。

政の推進状況と原発事故後の新

全・安心は１セットで、食の安

その後、食品安全行政部会と

心は、食の安全の科学的根拠を

して、仙台市食品安全対策協議

消費者にわかりやすく伝えるこ

会報告、今後の活動報告や 1 月

とでうまれる。」「食の安心にと

16 日（月）「放射能汚染と食品

って必要なことは、消費する側

の安全性を考えるフォーラム」

が原材料や安全基準や製造・生

開催計画の報告がありました。

産工程を理解できる受容力をも

（消費者懇事務局長 野崎和夫）

政部会を開催しました。

消費者行政の充実強化を
すすめる懇談会みやぎ
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環境のとりくみ
消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎの活動
● 「第 50 回全国消費者大会」参加報告
12 月 3 日（土）東京虎ノ門発

日本

つくろう未来 ～大震災

明会館にて、「第 50 回全国消

から見えてきた、エネルギー･

費者大会」が開催され、全国各

食料･住まい』で、「被災地から

地から 242 人が集いました。

の報告」「パネルディスカッシ

今回は 50 回記念大会にあた

ョンⅠ:被災者を支援し被災地

り、特別アピールとして「原子

の復興を進めるために必要なこ

力発電や化石燃料に依存しない

と」「パネルディスカッション

エネルギー政策への転換」「知

Ⅱ:これからのエネルギー政策

恵と力を集め未来を作り出して

について」が行われました。

パネルディスカッションの様子
（全国消団連 HP より）

パネルディスカッションⅡで

いく確かな消費者運動を創造す

被災地からの報告では、大学

は、国のエネルギー基本法の見

ること」を、満場一致で採択し

生協ボランティアによる七ヶ浜

直しや、市民が参加する自然エ

ました。

での活動が紹介され、ボランテ

ネルギーの地産地消の取り組み

ィアの大切さを感じました。

について紹介されました。

今年のテーマは、『変えよう

● 「みんなで作ろう!!『集団的消費者被害救済制度』シンポジウム」参加報告
12 月 7 日（火）東京主婦会館

また事業者が不当な行為を行

プラザエフにて、「集団的消費

った結果、事業者のもとに不当

者被害救済制度シンポジウム第

利益が残ってしまうケースも多

2 弾」が開催され、生協や適格

く見受けられます。こうした現

消費者団体の関係者など 113

状に対して、消費者被害救済と

人が参加しました。

不当収益はく奪が、効果的に行

集団的消費者被害救済制度と
は、消費者団体訴訟制度におけ
るこれまでの「差し止め訴訟」

なっています。
この制度を実現するためには、

だけにとどまらず、適格消費者

世論の形成が重要です。日本生

団体が事業者の不当利益剥奪と

協連では、①地元選出国会議員

被害者救済を行う制度です。

への新訴訟制度早期制定の要請

多くの消費者被害の特徴は、

②新訴訟制度に関するシンポジ

少額で多数の被害であり、裁判

ウムの開催を呼びかけています。

にかかる費用や手間の問題をふ

また、リーフレット「『集団的消

まえると、訴訟は消費者個人に

費者被害救済制度』を実現させ

とってハードルが高く、泣き寝

ましょう！」を発行しています。

入りするケースがほとんどです。
（消費者懇消費者行政部会担当
消費者行政の充実強化を
すすめる懇談会みやぎ

寸劇で事例紹介をする
コープとうきょうの皆さん

える制度の創設が喫緊の課題と

向井優子）
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環境のとりくみ
東日本大震災
復旧・復興のとりくみ
みやぎ生協

● 「仙台白菜」を復興のシンボルに
東日本大震災による津波の被

菜の産地でした。当時の伝統品

害は沿岸部で、かつて経験した

種を復活させるとともに、生産

ことのない甚大なものとなりま

者だけでなく高校生や食品メー

した。農家の方も家や自家用車

カーも一緒になったプロジェク

をはじめ農機具、田畑のすべて

トです。８月に種を播き、９月

を無くした方がたくさんいらし

に畑に植え、11 月から収穫を開

ゃいます。

始しました。このプロジェクト

仮設住宅で何もせずに暮らし

は、みやぎ生協のメンバー（組

ている方も多く立ち上がるきっ

合員）から、仙台白菜のおいし

かけが必要と考え、全農宮城県

い食べ方を募ったり、料理教室

本部とみやぎ生協は「仙台白菜」

にも参加していただき、『買っ

を復活させることで復興につな

て、食べて、伝えて』が復興に

げようとプロジェクトを立ち上

つながるようにしています。

げました。
戦前、宮城県は全国一の秋白

生産者も「皆から元気をもら

仙台白菜の収穫

販売の様子

（産直推進本部事務局長

った」と励ましに喜んでいます。

沼沢美知雄）

● 仮設住宅入居者へ灯油 18 ㍑とポリ缶収納ボックスを無料提供
東北に住む私たちにとって

1 缶で 200 円以上も高く、1,600

と「ポリ缶収納ボックス」の無

「灯油」は欠くことのできない

円～1,700 円という異常値で、需

償提供を、サンネット３県（い

いのちと暮らしを守る生活必需

要期を迎え、今後も高騰が続く

わて、みやぎ、ふくしま）で、

品です。「雨、風よけの風除室

様相です。震災で家を失い、仕

11 月 21 日（月）から開始しま

の設置」「断熱材追加」「窓の

事を失ったり減給されたり、わ

した。この取り組みは、日本生

二重ガラス化」など寒さ対策が

ずかな年金で暮らす被災者に、

協連が全国の生協に呼びかけて

施されたとしても、被災地の仮

寒さ対策で更に大きな負担が予

被災者のくらし復興を支援する

設住宅では厳しい冬の暖房は灯

想される中、冬の灯油代をどう

「つながろう CO・OP アクショ

油に頼らざるを得ません。しか

安く抑えるかが東北で暮らす者

ンくらし応援募金」に寄せられ

も今年の灯油は、昨年より 18 ㍑

の関心事です。

た募金 6,000 万円を活用します。

ポリ缶に給油する配達員

組合員に安定して灯油を供給

今回の支援策をより多くの応

し続けることが、暮らしを支え

急仮設住宅にお住まいの皆さん

る生協としての役割であると考

へお知らせし、生協灯油の定期

え、特に応急仮設住宅にお住ま

巡回配達の便利さを実感して頂

いの生協灯油利用のメンバーに、

けるように推進しています。

「シーズン１回の灯油１８㍑」

（共同購入運営部課長 菊地慎一郎）

環境のとりくみ
東日本大震災
復旧・復興のとりくみ
みやぎ県南医療生協

● 山元町での被災者支援活動について
11 月５日（土）に、山元町町

ど、それぞれの仮設毎に多彩な

民グランド仮設住宅で、みやぎ

催しが行われ、被災者の方に大

県南医療生協の歌声サークルに

変喜ばれました。

よる「うたごえ喫茶」を開催し、

1 月 25 日（水）には、みやぎ

支援用のお米の全戸配布等も行

生協仙南ボランティアセンター

いました。12 月 18 日（日）に

が継続して支援に入っている坂

も、高瀬西石山原仮設住宅で、

元中跡地仮設住宅において、健

クリスマスイベントとして「う

康チェックを行う予定です。

たごえ喫茶」を開催しました。

11/12 高瀬西石山原仮設住宅（物資提供と炊き出し）

みやぎ生協や他の NPO 団体

11 月 12 日（土）には、山元

との継続的な支援を行うため、

町の全仮設住宅へ、近畿ブロッ

「生協だより」でボランティア

ク及び香川県の医療生協の仲間

を募集したり、保健部員や組合

100 人と、医療福祉生協カレン

員に多くの参加を呼びかけてい

ダーを配布しながら訪問活動、

ます。また医療福祉生協連との

健康チェック、フリーマーケッ

支援活動は、引き続き援助をい

ト（無料提供が終了のため）な

ただきながら継続していきます。

11/12 山元町坂元中跡地仮設住宅（健康体操）

（専務理事

梅津敏夫）

宮城県高齢者生協

● 石巻市渡波仮設住宅における支援活動
11 月 27 日（日）石巻の渡波

使った身体ケアや体操、更にミ

いました。

仮設住宅において、岩手、山形、

当日は、地域の味を生かした

シン講習、ブリザードフラワー

埼玉の各高齢協、そして東京大

芋煮、鍋、力餅などを味わって

教室なども開催しました。それ

田区のみなさんなど、総勢 80 人

いただきました。また歌や笑い

ぞれのコーナーで多くの皆さん

を超える参加者で支援活動を行

で元気になっていただきたいと、

に参加していただきました。

キーボードやハー

被災者された方々の笑顔や元

モニカ演奏による

気な歌声に触れ、私たちにとっ

合唱、腹話術、マジ

てもありがたい一日をいただき

ック、健康面への支

ました。今後も継続した活動を

援として歯科医師

実施してゆきたいと思います。

による口腔ケア、看
護師による健康相
心と体をリフレッシュ

談、座布団や青竹を

（事務局長

千葉洋士）

環境のとりくみ
東日本大震災
復旧・復興のとりくみ
みやぎ仙南農協

● 「第 14 回ＪＡみやぎ仙南フェスティバル」
～がんばろう 絆で築く みやぎ仙南～
JA みやぎ仙南では、農産物の

地業者を招き、利用することで

収穫を多くの組合員・地域住民

の支援実施や、義援金箱設置、

と分かち合い、地域農業の振興

農産物共進会出品物販売代金の

とふれあいを図ることを目的と

過半を震災復興義援金に向ける

して、毎年 10 月から 11 月にか

などの取り組みのほか、恒例の

けての約１ヶ月間、7 地区で「JA

地場産農産物即売を始め、農機

フェスティバル」を開催してい

具販売や、地元の小学校・中学

ます。

校の習字や図画の作品展、また

今年は震災復興に向け、「が

ステージでは、JA 女性部による

ん ば ろう 絆 で 築く み や ぎ 仙

大正琴やレクダンス、フラダン

南」を統一テーマに、各会場趣

スなどのカルチャー教室発表会

向をこらした各種催しが用意さ

も開催され、各会場を大いに盛

れ多くの来場者で賑わいました。

り上げていました。

最終となった角田地区会場で

「児童生徒作品コンクール」入賞作品展示

（営農経済部部長
三戸部文夫）

の気仙沼ホルモンをはじめ、閖

気仙沼ホルモンコーナー

上地区の水産業者等の津波被災

東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター

● “被災地を喰い物にするプロジェクト”学習会
東日本大震災復旧・復興支援
みやぎ県民センターでは、12 月

プロジェクト”学習会を開催し
ました。

のプロジェクトです。
これらのプロジェクトは、一

6 日（火）仙台弁護士会館にお

宮城県の震災復興計画は、単

見、被災地のためにという名目

いて、“被災地を喰い物にする

なる復旧ではなく「創造的復興」

ですが、被災者・被災地の復旧

をめざすという考えのもと、こ

は置き去りにしたまま、プロジ

れまで実行できなかった「構造

ェクトに巨額の復興資金を投入

改革」を、復興計画の名のもと

するので、今後十分注意が必要

に様々なプロジェクトを推し進

との話がありました。

めようとしています。具体的に
は、「リニアコライダー計画」
「メディカルメガバンク構想」
「カジノ特区」「水産特区」等

（専務理事

野崎和夫）

環境のとりくみ
会員生協だより
みやぎ生協

● 「第 30 回宮城県めぐみ野（産直）交流集会」開催
第 30 回宮城県めぐみ野交流

体・メンバー（組合員）から５人

集会を、12 月７日（水）仙台国

の方に報告していただきました。

際センターにて、メンバー・生

展示ホールでは、産消提携団

産者・産消提携団体・お取引様・

体と「食のみやぎ復興ネットワ

生協職員の 1,259 人が参加して

ーク」38 団体からの展示と、試

開催しました。来賓として、宮

食品の提供をしました。「めぐ

る「みんなの白菜物語プロジェ

城県農林水産部次長髙橋正道様、

み野｣（産直）品を使用して開発

クト」も展示ブースで紹介しま

宮城県農業協同組合中央会営農

した商品の紹介や、自社商品を

した。

部長安齋明修様、宮城県漁業協

使用して「めぐみ野」品を調理

午後には、７つの分科会で「め

同組合理事芳賀長恒様に出席い

した試食の提供を行い、団体、

ぐみ野」（産直）の震災からの

ただきました。

企業がともに手を携えてみやぎ

復旧・復興の取組みについて、

全体会では、震災からの復

の食産業の復興目指して頑張っ

メンバー･生産者･職員で交流し

旧・復興の取り組みと生産者支

ている姿をお知らせしました。

ました。

援の取り組みについて、各団

また、明成高校で取り組んでい

宮城県めぐみ野交流集会全体会

（生活文化部課長

和賀恵治）

生協あいコープみやぎ

● 石けん学習会「見直そう！ライフスタイル」開催
FEEL Sendai（杜の都の市民
環境教育・学習推進会議）では、

テーマは「震災復興と環境」で

「石けん製品でナチュラルクリ

した。

ーニング」と題し、実際に石け
んをどう使いこなすかという学

「持続可能な社会」実現のため

あいコープみやぎ石けん環境

に、環境に配慮した行動を広げ

委員会は、この企画に「石けん

習会。３回目は 12 月 1 日（木）

ていくことを目的とした企画

を広める活動」で応募し、採用

その上級編の学習会を、石けん

「未来プロジェクトｉｎ仙台」

されました。１回目の企画は、

環境委員会が行ないました。

を毎年募集しています。今年の

11 月 15 日（火）「見直そう！

震災後、私たち市民が家庭の

ライフスタイル」と題した学習

中でできる復旧復興の活動、そ

会で「なぜ石けんは環境にやさ

れが「石けんを使うこと」だと

しいのか」というお話を太陽油

思っています。復興した宮城を、

脂（株）の長谷川治さんにして

子ども達に胸を張って見せられ

いただきました。社会の仕組み

るように、この活動を続けてい

を良く知って、環境問題に取り

きたいと思っています。

組むことが大事だと感じた内容

（石けん環境担当理事

長谷川治さんによる講演会の様子

でした。２回目は 11 月 24 日（土）

高崎かおり）
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環境のとりくみ
協同のとりくみ

● 宮城県労働者福祉協議会の勤労者福祉に関する要請
宮城県労働者福祉協議会では、
勤労者福祉に関する要請を宮城

県および仙台市に対して行いま
した。
11 月 18 日（金）に県庁にお
いて、
「勤労者福祉に関する要請
書」を三浦秀一副知事に手渡し
ました。また、12 月 5 日（月）
仙台市役所において、
「勤労者福

三浦秀一副知事（右）

祉に関する要請書」を稲葉信義

災者の実態をふまえた生活基盤

副市長に手渡し懇談しました。

の回復のための施策、移動販売

東日本大震災からの生活再建、

稲葉信義副市長（左）

要請をする労福協の代表者

車等の買物弱者対策、被災者生

復興・再生に向けて、被災地・

活再建法の拡充等についてです。

被災者の仕事の確保・雇用創出

また、融資制度の周知、灯油購

および命と人権を守るための取

入の助成、放射能汚染対策、介

り組みについて要請しました。

護事業等について、要請を行い

具体的には、
「公的訓練・就労制

ました。（要請書後掲）

度」の創設、仮設住宅・在宅被

● 宮城県協同組合こんわ会主催「うまい MON うまい DON フェスティバル」
コーナー、油麩丼やはらこ飯の

迎え、石巻復興丼の誕生の経過

11 月 23 日（祝）、一番町四丁目

他、石巻で新たに誕生した「復

等の紹介がありました。石巻復

商店街において、県産県消 PR

興丼」のお披露目も行いました。

興丼は、石巻の名物丼をつくり、

イベント「うまい MON うまい

うまい MON ゾーンでは、
野菜、

復興の一助になるようにと企画

DON フェスティバル」を開催し

きのこ、海産物、米粉など、宮

されたもので、石巻料理組合が

ました。

城の食材をお手頃価格で販売し

準備をしてきました。地元のカ

ました。イベントステージでは、

キ、トマトをつかった丼で、用

TBC の安東理沙アナウンサーを

意した丼は完売しました。

宮城県協同組合こんわ会では、

3.11 東日本大震災では、
「食」
の大切さ、
「食」があることへの
感謝など、
「食」について、様々
なことを体験しました。宮城の
「食」は宮城で守る。宮城のお
いしい米、食材を味わい、楽し
み、宮城の食の力を体感する企
画として実施しました。
うまい DON ゾーンでは、県
内のおいしい丼を食べて楽しむ

こんわ会のブース（うまい MON ゾーン）

うまい DON の食券の販売を待つ来場者
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環境のとりくみ
消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城の活動

● 消費税率の引き上げ反対の団体署名（177 団体分）を内閣総理大臣・財務大臣・民主党税
制調査会会長宛に提出、県選出国会議員へ陳情
12 月 9 日（金）消費税ネット

名を昨年に引き続き取り組みま

の世話人、加盟団体役員および

した。消費税ネットに加盟して

事務局計９人が上京し、消費税

いる団体はじめ、そこからのつ

率の引き上げ反対の団体署名

ながりで、177 団体から署名を

（177 団体分）を内閣総理大臣・

いただきました。

財務大臣・民主党税制調査会会

署名は野田佳彦内閣総理大臣、

長宛に提出し、県選出国会議員

安住淳財務大臣、藤井裕久民主

へ陳情を行いました。

党税制調査会会長の 3 人に対し

「4 年間消費税は上げない」

大谷信盛衆議院議員（右）

てのものです。

と公約した民主党政府は、野田

岡崎トミ子参議院議員の取り

新政権のもと「社会保障・税一

計らいにより、民主党副幹事長

体改革案」を決定し、「消費税

の大谷信盛衆議院議員と要請懇

10％増税の法案作成」「社会保

談することができ、内閣総理大

障・税の共通番号制」制度へ向

臣・民主党税制調査会会長あて

けた「基盤整備法案」の年度内

の署名を提出しました。財務大

成立をめざしているとされてい

臣あての署名は、秘書に提出し

ます。その中身は年金・医療・

要望を伝えていただくようお願

介護・生活保護・保育など社会

いしてきました。その後、県選

議員のお一人のみで、他は秘書

保障給付費をことごとく削減し、

出国会議員にも陳情を行ってき

に要望を伝えていただくようお

一方、社会保障の充実のためと

ました。

願いしてきました。

高橋千鶴子衆議院議員（右）

当日は、第 179 回臨時国会閉

消費税ネットでは、上京して

会日とあって、一日中、各種委

行なう陳情活動は今年で 4 度目

「消費税率引き上げをやめさ

員会や各党代議士会議の開催、

となります。団体署名にご協力

せるネットワーク宮城」（以下、

また参議院本会議は問責決議 2

いただきました関係団体に、厚

消費税ネット）は、消費税率引

案があったため終了時間が大幅

く感謝いたします。

き上げ反対の声を政府や国会議

に延びました。そのため、県・

（消費税ネット事務局

員に届けるため、消費税率引き

比例選出国会議員と、面談・懇

上げに反対する政府要請団体署

談できたのは高橋千鶴子衆議院

称し、消費税増税を行うつもり
です。

加藤房子）

（敬称略）
要請懇談者
県・比例
選出国会議員
参加者

消費税ネット

民主党副幹事長 大谷信盛衆議院議員
【衆議院議員】安住淳、斎藤恭紀、石山敬貴、橋本清仁、秋葉賢也
小野寺五典、高橋千鶴子、郡 和子、井上義久
【参議院議員】岡崎トミ子、愛知治郎、桜井充、今野東、渡辺孝男、
熊谷大、紙智子、大門実紀史
代表世話…2 人、みやぎ生協…3 人、事務局…4 人

〒980-0014 仙台市青葉区本町 2-16-12 仙台商工会議所４階（日専連宮城県連）
TEL 022(266)3541

FAX 022(267)6654

E ﾒｰﾙ jimukyoku@nissenren-sendai.jp

環境のとりくみ
ＮＰＯ法人
介護サービス非営利団体ネットワークみやぎの活動
私たちは、いつでも、だれでも安心して暮らせる社会をめざしています。介護が必要な人にとって、体のケアだけではなく、心のケア
も念頭においた利用者本位のケアプランが作成され、安心して介護サービスを受けられることが最も大切です。私たちは、知恵と力を
合わせ、良質な介護サービス提供と健全な事業運営のためにいっそうの研修にはげむとともに情報を共有しネットワークをひろげ、も
って要介護者と介護者の人権擁護（尊重）、地域住民の福祉向上に資することを NPO 法人介護サービス非営利団体ネットワークみや
ぎ（介護ネットみやぎ）の目的とします。

● 緊急シンポジウム開催
『「どうする被災地の地域包括ケア」～私たちがめざす介護保険とするために～』
12 月 11 日（日）仙台ガーデ

最新の情報を解りやすく解

ンパレス４階羽衣の間において、

説しました。最後に、「改正

『｢どうする被災地の地域包括

された介護保険はますます

ケア｣～私たちがめざす介護保

解りにくくなっており、ケア

険とするために～』と題して、

マネジャーのソーシャルワ

介護ネットみやぎ主催で、緊急

ークの総合力が試されるこ

シンポジウムを 71 人の参加で

ととなります。また、被災地

開催しました。

として情報発信し続けるこ

第１部は、立教大学コミュニ
ティ福祉学部教授の服部万里子

とが重要です。」とまとめら
れました。

講師の立教大学コミュニティ福祉学部教授
服部万里子さん

さんが「地域包括ケアと介護報

第 2 部は、社会福祉法人宮城

量が相談件数で昨年の 2 倍に増

酬改定」と題し基調講演を行い

厚生福祉会理事長の小野ともみ

えて、今の体制では対応しきれ

ました。通所介護利用者が訪問

さんが「東日本大震災及びその

ない実情などが報告されました。

介護利用者を超えたが、これは

後における地域包括支援センタ

小松さんからは、宮城県の被

ケアプランチェックが厳しいな

ーの活動支援から考える」、宮城

災状況、福祉施設被害総額は 490

ど、訪問介護サービスへの国の

県保健福祉部長寿社会政策課介

億円にものぼること、震災直後

抑制の誘導があるなどの現状分

護政策専門監の小松直子さんが

から地域包括支援センターは高

析をしています。また、2012 年

「東日本大震災の被災状況と被

齢者の安否確認など、日ごろの

4 月 1 日から施行される介護保

災地の地域包括ケアについて」

地域とのつながりが生かすこと

険法改正の理念として「高齢者

と題し報告しました。

ができたことなどが報告されま

が地域で自立した生活を営める

震災当時、福田町地域支援セ

した。また、仮設住宅サポート

よう、医療、介護、予防、住ま

ンター長だった小野さんから、

センターを県内沿岸 12 市町村

い、生活支援サービスが切れ目

担当地域の支援活動の中から、

に 49 ヶ所設置予定（内 46 ヶ所

なく提供される『地域包括ケア

認知症高齢者・医療依存度の高

がオープン）
、宮城県サポートセ

システム』の実現に向けた取り

い高齢者の安全な居場所を確保

ンター支援事務所が設置された

組みを進める」ということがあ

して欲しいという要望に答え、

こと、サポートセンターと地域

げられているが、
『医療』と『予

『宮城の里』に『福祉避難所』

包括支援センターの連携が重要

防』という言葉が新たに入り、

を開設したこと、被災施設の復

なことが報告されました。

このことを推進するための具体

旧するために必要な課題、震災

的な改正のポイントについて、

以後、地域包括センターは業務

NPO 法人
介護ネットみやぎ

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 ﾌｫﾚｽﾄ仙台 3F
E ﾒｰﾙ sn.mkaigonet2@todock.jp

（事務局長

ＴEL 022-276-5202

入間田範子）

FAX 022-276-5205

ＵＲＬ http://www.kaigonet-miyagi.jp/index.html

環境のとりくみ
宮城県ユニセフ協会の活動
ユニセフ（UNICEF：国際連合児童基金）は、世界の子どもたちの命と健康を守るために活動する国連機関です。日本ユニセフ協会宮城
県支部は、2011 年 4 月 1 日より財団法人日本ユニセフ協会の公益財団法人への移行に伴い、名称が『宮城県ユニセフ協会』と変更に
なりました。活動や役員体制等は変わりません。（設立：1995 年 会員数：一般・学生 233 人 団体 4）

● ベルリン・フィルからのプレゼント♪
2007 年、芸術団体としては初

してきたところです。同校の

めて『ユニセフ親善大使』に任

全児童約 550 人や保護者、仙

命されたベルリン・フィルハー

台市立岡田小学校（宮城野区、

モニー管弦楽団が「ＴＤＫオー

津波で浸水被害を受けた）の

ケストラコンサート 2011」のた

全児童約 220 人、閖上中学校

め来日しました。11 月 22 日（火）

の生徒 3 人に、世界最高峰の

の公演を前に、木管五重奏のメ

音楽をプレゼントしました。

ンバーが 11 月 21 日（月）被災

ドイツ国内委員会（German

地を訪問。子どもたちに音楽の

Commitee for UNICEF)から、

プレゼントを届けました。

副会長（Vice Chair)の Maria von

言葉を述べました。
「…こんなに

Welser さんもおいでになり、励

有名な楽団の方々が力を貸して

育館。仙台駅から近いこともあ

ましのメッセージがありました。

くださったからには、被災地に

り、3 月 11 日の震災当日は、

村井嘉浩宮城県知事のメッセ

いる私たちはしっかりと次の世

2,500 人を超える人たちが避難

ージが奥様から代読されました。

代へ復興のかけ橋を作らなくて

会場は仙台市立榴岡小学校体

～メッセージ～
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

“私たちはユニセフの一員として、
東日本大震災支援活動に協力で
きたこと、そして東北の子どもた
ちや被災者の方々のお力になれ
たことを光栄に感じております。
これからも世界中の子どもたち
のために、日本のみなさまと力を
合わせて取り組んでゆきたいと
存じます。”
©日本ユニセフ協会/2011/Mariko Miura

コンサート終了後、児童の皆さんと
©日本ユニセフ協会/2011/Mariko Miura

「大震災から 8 か月が過ぎ

はならないと思います。今日の

ましたが、復旧復興への道

この時間を大切にし、海外の人

のりは平坦なものではなく、

たちの応援を胸にこれからも生

むしろ高く険しいものと考

活していきたいと思います。今

えております。こうした中、

日は本当にありがとうございま

今日の素晴らしい演奏が、

した。」

被災された皆さまの心の糧

11 月 23 日（水）は、東京の

となり、復興に向けて立ち

サントリーホールでの管弦楽団

上がろうとしている県民に

の「公開リハーサル」に被災地

一層の元気を与えてくれる

の学生を招待。宮城県農業高等

ことを心から願っておりま

学校と亘理高等学校の吹奏楽部

す。」

の生徒さん 20 人が参加しまし

カール・ニールセンの「木

た。自らのスキルアップと明日

管五重奏曲」や日本の「さ

を生きる元気がもらえたことで

くら」などが演奏され、子

しょう。

どもたちはじっと耳を傾け

（事務局長

五十嵐栄子）

ました。児童代表が感謝の

宮 城 県
ユニセフ協会

〒981-3194 宮城県仙台市泉区八乙女 4-2-2 みやぎ生協文化会館ウィズ TEL 022-218-5358 FAX 022-218-5945
E メール sn.municef_miyagi@todock.jp

ＵＲＬ http://www.unicef-miyagi.gr.jp/

環境のとりくみ
環境ＮＧＯ
（財）ＭＥＬＯＮの活動
(財)みやぎ･環境とくらし･ネットワーク（Miyagi Environment Life Out-reach Network）ＭＥＬＯＮは、みやぎ生協・JA 宮城中央会・県漁協・
県森連・日専連の県内で活動する協同組合が中心となって設立され、1995 年 12 月に財団法人化された環境ＮＧＯ（非政府組織）で
す。ＭＥＬＯＮは、緑と水と食とを通して地球と地球環境保全の活動を行なっています。会員数は個人 872、法人 97 団体、任意団体 17
団体です。合計 986 です。（12/9 現在）

● 「薪作り＆おいしい活用体験会」開催
11 月 13 日（日）太白区秋保

食べ物に惹かれて参加する方

の湯本市民センターで「薪作り

が大半だろうと予想していまし

＆おいしい活用体験会」を開催

たが、意外にも薪割りや薪スト

しました。これは里山の間伐材

ーブなどに興味を持って参加さ

等の活用をめざして活動してい

れた方が多く、主催した私ども

る NPO 法人フォレストサイク

にとっては、うれしい誤算とな

ル元樹との共催で、薪割りや薪

りました。

薪ストーブでの焼きおにぎり作り

ストーブを使っての焼きおにぎ

今後も里山を有効に活用し、

りやピザ作りなどを体験しても

森林を健全に保つために、こう

らおうというイベントです。

したイベントを通じて多くの方

当日はあいにくの雨模様とな
り、急きょ近くの体育館を借り
て移動するなどハプニングもあ

に薪に関心を持っていただけれ
ばと思います。
（事務局統括

小林幸司）

りましたが、70 人もの参加者が
薪割り体験

あり大いに賑わいました。

3.11 震災から学ぼう！ ～これからの自然エネルギー～

お知らせ

主催：（財）みやぎ･環境とくらし･ネットワーク
東日本大震災を機に、日本のエネルギ
ーシステムのあり方が根本から問われて
いる昨今、MELON の自然エネルギー等普
及プロジェクトでは、自然エネルギーとライ
フスタイルについて考えるシンポジウムを
開催します。
今後のエネルギーの使い方を考える良
い機会になると思いますので、ぜひご参加
下さい！

参加費無料！

MELON 事務局

日

時

場

所

内

容

講師 兼
パネリスト
パネリスト

2012 年 2 月 22 日(水) 14：30～17：30
エル・パーク仙台 セミナーホール 2
（141 ビル 仙台三越定禅寺通り館 5F）

講演・パネルディスカッション
『震災後のエネルギーシステムのあり方について』
東北大学環境科学研究科教授
宮城県地球温暖化防止活動推進員

新妻 弘明さん
今野 勇さん

川 崎 町 の資 源 を生 かす会 理 事 長
塩釜市団地水産加工業協同組合部長
山 元 町 立 山 下 中 学 校 校 長
（株）建築工房 零（ゼロ）代表取締役社長

菊地
渡辺
渡辺
小野

重雄さん
信哉さん
修次さん
幸助さん

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 ﾌｫﾚｽﾄ仙台５F ＴEL 022-276-5118 FAX 022-219-5713
E ﾒｰﾙ melon@miyagi.jpn.org ＵＲＬ http://www.melon.or.jp/melon/index.htm

