


 
 
 
 

 

復興事業「まつしまの郷」オープンする 
  

宮城県生協連理事    青井 克夫 

        （松島医療生活協同組合専務理事） 

 

          

 

10 月 1 日（火）松島医療生協

の組合員、職員が待ち望んでい

た介護施設「まつしまの郷」が

新築オープンしました。「まつ

しまの郷」は、2011 年 3 月 11
日の東日本大震災の大津波で大

破し取り壊した介護施設「なる

せの郷」の再建の施設です。旧

「なるせの郷」のあった東松島

市野蒜は津波浸水地域で同じ場

所での再建は困難と判断し、関

係行政から許しをいただき隣町

である松島町で建設を行ってき

ました。建設地は当初、松島高

校の隣接地を計画していました

が様々な問題もあり断念しまし

た。幸いに松島海岸診療所の隣

接地の駐車場を急遽購入するこ

とができ、1 年遅れで着工しま

した。着工が遅れたことで、建

設費は予算を大幅に上回る困難

も生じましたが、診療所隣接の

施設になったことで医療との連

携が密接になりました。更に、

時間的余裕が出来たことで利用

者・職員にとってより利用しや

すい施設作りの検討も充分にで

きました。建設地の場所も津波

浸水地域で、50 センチ嵩上げし

建設しました。「なるせの郷」や

震災での教訓を取り入れて階段

幅を広くとり、更に緊急時には

地域の避難所として使用できる

広めの会議室を 2 階に設ける等、

災害へ対策と対応を

しています。又、災害

時の長期間停電への

対策と、脱原発と原発

に頼らないエネルー

ギー確保の推進から、

屋上には太陽光発電

を設置しました。 

 施設のオープンに先立ち、9
月 28 日（土）に組合員と職員が

「まつしまの郷の落成を祝う

会」を、同施設の 2 階会議室で

盛大に行い、参加者から「喜び

と期待」が語られ楽しいひと時

を過ごしました。 
 「まつしまの郷」建設は第一

期復興計画であり、第二期復興

計画の松島海岸診療所大改修は

11 月に着手します。診療所は大

震災の大きな揺れで「半壊程度」

と診断され、更に津波による塩

害が進行し電気系統や機械設備

に数々の障害が起こって来てお

り、その抜本的な解消の為に行

います。木造棟の歯科診療所を、

医科診療所の鉄筋棟の 2 階を全

面的に改修して移転し、木造棟

は取り壊します。更に、医科診

療所も塩害被害解決の為に改修

します。復興計画は、中間点に

差し掛かった所です。困難もあ

りますが地域の医療・介護の拠

点となるために全力を傾けます。 

県連役員エッセイ 

介護施設「まつしまの郷」 



《2013 年度冬灯油暫定価格》 
配達期間 2013 年 9 月 30 日（月）～2014 年 4 月 25 日（金） 

※配達地域 県内全域（一部離島などを除く） 

お任せ給油価格（税込） 1 ㍑ 100.0 円 18 ㍑１缶 1,800 円 

個 缶 価 格（税込） 1 ㍑ 101.0 円 18 ㍑１缶 1,818 円 

《2013 年度夏灯油決定価格》 

お任せ給油価格（税込） 1 ㍑ 100.0 円 18 ㍑１缶 1,800 円 

  
 

 

 

● 宮城県生協連第 44 回総会（2013 年度）第３回理事会報告 

 

第３回理事会は、9 月 17 日

（火）午後 1 時 30 分より、フォ

レスト仙台 4 階 4A 会議室にお

いて開催され、理事 12 人、監事

2 人が参加しました。 
議長に齋藤昭子会長理事を選

任し、議事に入りました。 
【議決事項】 

1．2013 年度冬灯油暫定価格決

定の件について、野崎和夫専務

理事より提案があり、原案通り

可決承認されました。 
2．適格消費者団体をめざす

NPO 法人への加入の件につい

て、野崎和夫専務理事より提案

があり、原案通り可決承認され

ました。 
【協議事項】 

  東日本大震災復旧復興に関

する取り組みの今後の課題に

ついて、「被災者の生活再建の

ための公的支援制度・施策につ

いて考える学習会」を開催する

ことを協議しました。  
【報告事項】 

1．政党懇談会催報告、TPP か

ら食とくらし・いのちを守るネ

ットワーク宮城の活動、県連事

務所の機能再編について、野崎

和夫専務理事より報告があり、

全員異議なく了承しました。 
2． 2013 年度県連組合員集会第

5 回実行委員会、東北電力料金

値上げ問題への取り組み、消費

税率引き上げをやめさせる活

動、消費者行政の充実強化をす

すめる懇談会みやぎの活動に

ついて、加藤房子常務理事より

報告があり、全員異議なく了承

しました。 
３．NPO 法人介護サービス非営

利団体ネットワークみやぎの

活動について、鈴木由美常務理

事より報告があり、全員異議な

く了承しました。 
4．みやぎ生協で「生活相談・家

計再生支援貸付事業」を、9 月

17 日（火）より事業開始する

ことの報告が、吉島孝理事より

ありました。 
【文書報告事項】  

  諸団体との共同活動、行政・

議会関連、各種委員推薦・後援

依頼・広告協賛等について、文

書により報告がありました。 

 
● 「平成 25 年度 9.1 総合防災訓練」参加報告 

 

 9 月 1 日（日）宮城県と川崎

町が主催した「平成 25 年度 9.1
総合防災訓練」が川崎町総合運

動場を主会場に実施されました。 
 訓練は、午前 9 時に宮城県を

震源とするマグニチュード 8.0
の地震が発生し、川崎町で震度

７を観測したとの想定で行われ、

川崎町内全小・中学校の児童及

び生徒が炊き出し等

で参加したほか、防

災関係機関・各種団

体及び地域住民、約 2,000 人が

訓練に参加しました。当日は、

25の訓練種目が設定されていま

した。 
宮城県生協連からは、みやぎ

生協の共同購入トラック 1 台と

人員 2 人で、救援物資等輸送訓

練に参加しました。2011 年 3 月

11 日の東日本大震災をふまえ、

相互協力の体制を確立していく

ことが大切だと、あらためて実

感した訓練でした。 

宮城県生協連の活動 



宮城県生協連の活動 

  

 
 

● 県内６政党と懇談会を開催しました 

 

2013年度の県内 6政党役員と

宮城県生協連役員の懇談会を、

江陽グランドホテルにおいて、

以下の日程で開催しました。 
県生協連から生協の諸活動や

要望事項について資料をもとに

説明し、意見交換をしました。     

各政党から議会の取り組み

状況や政策などが紹介されま

した。 
東日本大震災からの復旧・

復興の取り組みを中心に、有

意義な意見交換の場となりま

した。 
   

 

 

   

 
  

遠藤いく子県議会議員 

高橋千鶴子衆議院議員 

横田有史県議会議員 

 

＝県連参加者 6 人＝ 

小山勇朗仙台市議会議員 

大槻正俊仙台市議会議員 

 

＝県連参加者4人＝ 

遊佐みゆき県議会議員 

郡和子衆議院議員 

佐藤わか子仙台市議会議員 

＝県連参加者6人＝ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊藤和博県議会議員 

石橋信勝県議会議員 

庄子賢一県議会議員 

 

 

＝県連参加者 5 人＝ 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

   

林宙紀衆議院議員 

＝県連参加者4人＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤光樹県議会議員、赤間次彦仙台市

議会議員、相沢光哉県議会議員、伊藤信

太郎衆議院議員、藤倉知格県議会議員、

中島源陽県議会議員、高橋伸二県議会

議員、遠藤利信事務局長 

＝県連参加者5人＝ 

民主党宮城県総支部連合会 

日時：9月7日（土）10：00～11：00 

日本共産党宮城県委員会 

日時：8月24日（土）10：00～11：00 

社会民主党宮城県連合 

日時：9月4日（水）10：00～11：00 

みんなの党宮城県支部 

日時：9月18日（水）10：00～11：00 

 

公明党宮城県本部 

日時：9月11日（水）15：30～16：30 

 

※開催順に掲載。お名前は写真右から 

自由民主党宮城県支部連合会 

日時：9月28日（土）12：30～13：20 

《懇談のテーマ》 

 ①東日本大震災からの復旧・復興、被災者の生活

再建支援の取り組みについて           

②地産地消の取り組みと、TPP 交渉参加反対に

ついて 

③放射能汚染対策と食品の安全・安心について 

④エネルギー政策について 

⑤消費税率と社会保障の拡充について 

⑥原油価格高騰による灯油・物価高への行政施

策の強化について 



  
 

 

 

● 「消費者のくらしと権利を守る第 34 回宮城県生協組合員集会」開催報告 
 

9 月 27 日（金）東京エレクト

ロンホール宮城大ホールにおい

て、「消費者のくらしと権利を

守る第 34 回宮城県生協組合員

集会」が開催され、宮城県生協

連会員生協から約 1,100 人が集

まりました。司会は、みやぎ生

協理事の小野寺典子さんと、東

北大学生協学生委員会委員長の

西村明絋さんが行いました。 
齋藤昭子会長理事から主催者

あいさつがあり、ご来賓として、

自由民主党宮城県支部連合会会

長で衆議院議員の伊藤信太郎様、

公明党宮城県本部副代表で仙台

市議団団長の菊地昭一様、民主

党宮城県総支部連合会副幹事長

で仙台市議会議員の岡本あき子

様、日本共産党宮城県委員会か

ら日本共産党衆議院議員の高橋

千鶴子様、社会民主党宮城県連

合女性局長で仙台市議会議員の

樋口典子様からごあいさつをい

ただきました。 
続いて、2012年度の会員生協

の取り組みについて、生協あい

コープみやぎ理事の星恵さんか

ら、パワーポイントで画像とと

もに紹介がありました。 
学習講演として、日本の生協

運動の父といわれる賀川豊彦さ

んのお孫さんで、賀川記念館館

長の賀川督明さんを講師に、『私

たちの暮らしと権利を守るため

に』と題して講演がありました。

「協同組合の力は、安全・安心

を他者に向けて考えられる社会

にするために、生協が連携する

ことで生まれる。豊かな市民社

会の実現に向けて、主義・主張

を自分のものとして発信するこ

とが必要。『共に生きる』という

ことは、日常の中で痛みをシェ

アするということである。」また、

エネルギー問題にも触れ、「自

分たちで責任を取れないもの

（原発）を維持していくことに

は反対。これからは再生可能エ

ネルギーを積極的に自分たちの

生活に取り入れていくことが求

められる」と話されました。 
その後、松島医療生協の佐藤

美穂子さんから、集会決議案が

提案され、満場の拍手で採択さ

れました。（集会決議後掲） 
実行委員長で、みやぎ生協理

事の鳥田加奈枝さんからは、県

連会員生協から実行委員を募り、

毎年実行委員会形式で企画やテ

ーマを検討していること、2013
年度の集会決議テーマも私たち

のくらしを取り巻く様々な問題

があることから 6 つとなったこ

となど報告しました。その後、

シュプレヒコールを、実行委員

と会場の参加者と一緒に行いま

した。 
集会の後、秋晴れの中、虹の

うちわを掲げて一番町商店街を

抜け仙都会館まで、参加者全員

で行進しました。 

宮城県生協連の活動 

虹色のうちわを掲げてシュプレヒコール 

街頭でアピール行進 

ご来賓からのあいさつの様子 講師の賀川督明さん 



  
 

 

 

● 「2013 年度灯油学習会」開催報告

 

 10 月 2 日（水）午前 10 時 30
分よりフォレスト仙台第 2 フォ

レストホールにおいて、「2013
年度灯油学習会」を開催しまし

た。2013 年度宮城県生協連灯油

モニター、みやぎ生協のメンバ

ーなど 94 人が参加しました。 
 はじめに、宮城県生協連の野

崎和夫専務理事（県連灯油対策

本部長）が開会あいさつを行い

ました。 
 続いて、生協灯油 DVD 紙芝居

「ホッとする約束」（2009 年度

作成）を上映しました。 
 その後、「灯油を取り巻く状

況について」と題して、経済産

業省資源エネルギー庁資源・燃

料部石油流通課の笛木知之課長

補佐からお話がありました。原

油輸入量が世界第 3 位の日本の

原油輸入先は、中東からが 90%
を占めており、東京タワーと同

等の長さのタンカーで日本に到

着するまで3週間もかかること、

石油製品は生産のプロ

セスから、連産品と言

われ、ガソリンや灯油

を単品で生産したり、

特定の製品だけ極端に

多く生産したりするこ

とが困難である。価格

は、需要と供給のバラ

ンスや為替の影響、地

政学などのリスク、石

油需要世界第 1 位のアメリカと

第 2 位の中国が価格のメインプ

レーヤーとなり決まっていくこ

となどについて説明されました。 
 続いて、みやぎ生協共同購入

商品本部燃料・家電グループの

木村孝統括から 2012 年度の生

協灯油の取り組みや利用状況に

ついて報告がありました。 
 また、みやぎ生協共同購入運

営本部の柴崎系課長から、「安

心・便利な生協灯油」について

の説明がありました。 
 

 

● 「2013 年度宮城県生協連灯油モニター説明会」開催報告 

  

 10 月 2 日（水）午後 1 時より

フォレスト仙台第 6 会議室にお

いて、「2013 年度宮城県生協連 

灯油モニター説明会」を開催し

ました。 

 今年度は、みやぎ生協と生協

あいコープみやぎから 60 人の

登録があり、当日は 41 人の灯

油モニターが参加しました。 
 説明会では、灯油モニターの

価格調査の意義として、「なぜ、

価格調査を行うのか？」「価格

を調査をしてどうするのか？」

や具体的な調査方法、報告の方

法についてなど確認し、正確な

調査を行っていただくために、

情報交換を行いました。 
 灯油モニターから、「10 月か

ら灯油の配達を行っていなけれ

ばどうするのか」「灯油の配達

店が減少していて、調査店舗を

探すのが大変だ」など意見や質

問が出されました。 

宮城県生協連の活動 

講師の笛木知之課長補佐 

灯油学習会の様子 



要請先左から、経済産業省、消費者庁、総務省 

  
 

 

 

● 「宮城県生協連灯油対策本部」を設置しました

 
2013 年度の冬灯油暫定価格

は、原油が異常高騰となった

2008 年以来の高い価格水準と

なっています。灯油情勢の変化

に応じてメンバーへの情報提供

や行政・元売への要請行動等迅

速な対応をするために、9 月 19
日（木）「宮城県生協連灯油対策

本部」を設置しました。 
 
● 東北経済産業局に灯油の安定供給と適正価格に関する要請行動を行ないました 

  

 9 月 25 日（水）北海道と東北

６県の生協連の代表が、東北経

済産業局に、灯油の安定供給と

適正価格に関する要請行動を行

ないました。（要請書後掲） 
 これから冬を迎えるにあたり、

経済的弱者に対しての灯油高騰

時の救済策や、くらしを直撃す

る灯油・物価高への対応策を求

め、石森武博課長に要請書を提

出しました。 
 

 

● 灯油の「適正価格と安定供給」「行政施策の強化」「灯油購入支援策」を求め、 

 経済産業省、消費者庁、総務省に対し要請行動を行いました 

 

10 月１日（火）北海道・東北

の生協連は、経済産業省、消費

者庁、総務省に対し、灯油の適

正価格と安定供給のための行政

施策の強化や灯油購入支援策な

どを求め、要請行動を行いまし

た。（要請書後掲） 
北海道、東北地区の灯油の利

用実態やこの間の価格の上昇状

況について伝え、灯油の価格水

準を引き下げる行政施策等を要

望しました。また「福祉灯油」

等の支援策の実施について要望

しました。 

対応者 
資源・燃料課  
 石森武博課長、鈴木清美課長補佐、村上健一総括係長、他 

要請 
参加者 

北海道生協連：川原敬伸事務局長、青森県生協連：西田俊三事務局長、秋田県生協連：村上清
志事務局長、岩手県生協連：吉田敏恵専務理事、山形県生協連：大友廣和専務理事、宮城県生
協連：齋藤昭子会長理事、野崎和夫専務理事、みやぎ生協：木村孝統括、日本生協連東北地連：
斉藤浩輝事務局員 

対 応 者

経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課 

  笛木知之課長補佐 

消費者庁消費生活情報課  

 谷本信賢企画官、前田直子政策企画専門職 

総務省自治財政局財政課 

 江戸将志企画係長、蔵光良総務事務官 

要 請  

参 加 者

岩手県生協連：吉田敏恵専務理事、山形県生協連：大友廣和

専務理事、宮城県生協連：野崎和夫専務理事、日本生協連北

海道東北地連：住吉登事務局長、日本生協連渉外部渉外担当：

前田昌宏 

宮城県生協連の活動 

要請書を手渡す 

岩手県生協連吉田専務理事（左） 



  
 

 

 

● 昭和シェル石油（株）東北支店に対して「家庭用灯油に関する要請書」を提出しました

 

10 月 9 日（水）東北 6 県の生

協連は、石油元売会社のひとつ

である昭和シェル石油（株）東

北支店に対し「家庭用灯油に関

する要請書」（後掲）を、寺内潤

企画課長に提出しました。 
昭和シェル石油（株）からは、

国際的な石油情勢、国内の灯油

価格動向や在庫量について詳し

い説明がありました。 
参加者からは、東北に住む者

にとっては、灯油は欠くことの

できない生活必需品であること

から、石油業界への意見・要望

等が出されました。 

 

● 宮城県生協連は宮城県に対して「灯油高騰対策に関する要請書」を提出しました  

                    

10 月 17 日（木）宮城県生協

連は、宮城県知事あての「灯油

高騰対策に関する要請書」（後

掲）を、環境生活部消費生活・

文化課の三浦義博課長に提出し

ました。 
 参加者からは、「今年の灯油

価格の高騰は、2008 年に匹敵す

る価格水準である」「震災後、生

活困窮者は増加している。経済

的弱者に対する灯油購入費の助

成をぜひとも実施していただき

たい」「冬場の需要期に石油製

品の中で灯油だけを高くする灯

油独歩高の状況は、消費者には

理解できない」「関係機関に対

しての監視・指導を徹底して行

ってほしい」などの意見・要望

が出されました。 
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

こと、暖房費の助成等について

は、国の対策、市町村からの要

望などを踏まえながら、検討し

ていくことの説明がありました。 

 

宮城県 

環境生活部消費生活・文化課  

 三浦義博課長、高橋倫太郎課長補佐（消費者行政班長）、及川博晃主幹 

保健福祉部保健福祉総務課 

 佐藤静哉副参事兼課長補佐（総括担当）、長谷部宗俊課長補佐兼企画員（班長） 

県 連 
宮城県生協連：齋藤昭子会長理事、野崎和夫専務理事、加藤房子常務理事 

み や ぎ 生 協：木村孝統括、佐藤啓子、菊地節子、大友千佳子 

 

宮城県生協連の活動 

要請書を手渡す齋藤昭子会長理事（左） 

要請書を手渡す吉田専務理事（左） 

要請の様子 

【要請参加者】 

宮城県生協連：齋藤昭子会長理事、野崎和夫専務理事、加藤房子常務理事 

岩手県生協連：吉田敏恵専務理事、日本生協連：斉藤浩輝事務局員 

みやぎ生協：木村孝統括 



  
 

 

 

● 「消費者市民ネットとうほく」設立総会＆記念市民集会開催報告 

 

 現在、全国に 11 の適格消費者

団体があり活動をしていますが、

未だ東北には適格消費者団体が

ありません。そのため、東北に

おける消費者被害の未然防止・

拡大防止・被害救済が他の地域

に遅れてしまうことのないよう、

適格消費者団体を目指す『NPO
法人消費者市民ネットとうほ

く』を設立することになりまし

た。宮城県生協連も事務局とし

て加わり、弁護士の方々等と準

備を進めてきました。 
 10 月 19 日（土）仙台弁護士

会館 4 階会議室において、設立

総会を開催しました。活動目的、

事業計画、会費、役員体制、事

務所を宮城県生協連事務所内に

置くことなどを決定しました。 
 その後、設立記念市民集会を

行い、賛同団体や市民など 60 人

が参加しました。理事長に就任

した吉岡和弘弁護士の開会あい

さつ後、理事の鈴木裕美弁護士

から集会趣旨説明がありました。 
 消費者支援ネット北海道理事

の道尻豊弁護士から講演があり、

「適格消費者団体の果たす役割

とホクネットの歩み」について、

適格消費者団体の認定申請に向

けた準備活動の具体的内容と、

設立後の取り組み状況に関する

お話を伺いました。 
 理事の小野寺友宏弁護士から

『消費者市民ネットとうほく』

の概要報告があり、閉会あいさ

つを理事の櫛引進一 NACS 東北

支部長が行い、終了しました。 

 
● 平成 25 年度「北海道・東北地区行政・生協連絡会議」参加報告 

 

北海道・東北地区の 7 道県の

行政の生協担当者と生協連とで

年 1 回開催する北海道・東北地

区行政・生協連絡会議が、10 月

24 日（木）福島県消費生活セン

ター１階研修室において開催さ

れました。この会合は、7 道県

で持ち回りで開催されており、

今年度は福島県と福島県生協連

が主催しました。 

 はじめに、福島県生活環境部

佐久間弘之政策監と福島県生活

協同組合連合会吉川毅一会長理

事より、主催者あいさつがあり

ました。 
次に、消費者庁の阿南久長官

から「震災復興における地方消

費者行政の課題と生協への期待

～協働の推進！」と題して、消

費者庁として取り組んでいる法

律制定・改正の取り組み、法執

行、平成 25 年度の重要課題、食

品と放射能に関するコミュニケ

ーション等について講演いただ

きました。 

続いて、福島大学准教授の小

山良太さんから「放射能汚染か

らの農の再生と食の安全」と題

し、原子力災害が福島県農業に

及ぼした影響、「風評」問題と現

行対策の問題点、検査態勢の体

系化の必要性等について講演い

ただきました。食の再生と消費

者の安心確保について大変参考

になる講演でした。 
 その後、7 道県から消費者教

育推進計画策定の考え方につい

て情報交換があり、来年度の開

催を秋田県にすることを確認し

閉会しました。 

宮城県生協連の活動 
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● 食のみやぎ復興ネットワーク「わたりのそばプロジェクト」 

  

 町内の農地の 8 割が津波被害

を受けた亘理町でのソバ栽培を

応援する「わたりのそばプロジ

ェクト」。 
 10 月 4 日（金）亘理町荒浜の

ソバ畑で「花見会」を開催し 120
人が参加しました。 
 今年８月、亘理町逢隈・荒浜、

山元町山下の計 50 ha にソバの

種を蒔きました。３地区の中で

最大の 20 ha で栽培する荒浜地

区では、震災後初の作物として

ソバの栽培を進めました。 
 しかし、9 月の台風の豪雨で

荒浜地区の大部分が冠水して、

苗は枯れてしまいました。台風

の被害を乗り越えた畑は

約 20ａ。参加者は、可憐

な白い花を咲かせたソバ

畑を散策し、亘理産の蕎麦

粉の手打ち蕎麦と、はらこ

飯を試食しました。 
 津波、台風を乗り越え、

着実に新しい命が生まれて

くる畑を前に、関係者からは「こ

の地で農業を続け、地域を守っ

ていく（生産者）」「生産者と

消費者の力で宮城の農業を前に

進めたい（ＪＡ関係者）」「買

い支えることで地域の生産者を

応援したい（みやぎ生協理事）」

といった声があげられました。 

 ソバは 10 月末までに収穫さ

れ、製粉後「年越し蕎麦」とし

て、みやぎ生協と県内の農協な

どで販売される予定です。 
（みやぎ生協店舗商品部・食の

みやぎ復興ネットワーク事務局 
 藤田孝） 

 

 

 

● 「9.1 総合防災訓練」に参加 

  JA みやぎ仙南女性部川崎地区が炊き出し訓練 

  

 防災の日である 9 月 1 日（日）

宮城県と川崎町主催のもと、防

災意識・技術向上を目的とした

「平成 25 年度 9．1 総合防災訓

練」が、川崎町総合運動場にて

開催され、JA みやぎ仙南女性部

川崎地区が炊き出し訓練、同 JA
が救援物資輸送訓練に参加しま

した。 
 地域住民参加型としては、３

年ぶりの防災訓練となりました。 
川崎町にマグニチュード 8.0 の

直下型内陸地震が発生したこと

を想定し、地域住民や消防団が

主体となって救出活動に取り組

みました。 
 同 JA 女性部は、町内の防火ク

ラブや中学校の生徒たちととも

に、陸上自衛隊炊事車で炊かれ

た 150 ㌔のお米を使用し、約

3,000 個のおにぎり作りと、地場

産 JA もろきゅうりの漬物を添

えたパック詰め作業に取り組み

ました。 

 参加者から「東日本大震災の

教訓を活かし、大きな災害が発

生しても冷静に対応できるよう

日頃から地域で連携を図ってい

きたい」と意気込みが聞かれま

した。 
（営農経済事業本部 

部長 小林潤一） 

東日本大震災 復旧・復興のとりくみ  

蕎麦ノ花畑ニ居リマス 

み や ぎ 生 協  

み や ぎ 仙 南 農 協  

おにぎり作りをする JA 女性部員たち
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● 「原発事故子ども・被災者支援法宮城フォーラム」参加報告 

  

10 月 12 日（土）エルソーラ

仙台大研修室（仙台市青葉区ア

エル 28 階）において、原発事故

子ども・被災者支援法宮城フォ

ーラム実行委員会主催による、

「原発事故子ども・被災者支援

法宮城フォーラム」が開催され

100 人が参加しました。 
2012 年 6 月 21 日「原発事故

子ども・被災者支援法」が国会

の全会派共同提案・全会一致で

成立しました。内容は、放射性

物質による放射線が人の健康に

及ぼす危険について科学的に十

分に解明されていないという認

識に立った上で、様々な立場の

被害者の自己決定を尊重し、そ

れぞれの「被曝を避ける権利」

を認める画期的な法律でした。

しかし法の成立から一年以上も

放置したあげく、復興庁が突如

発表した「基本方針」は既存施

策の寄せ集めに過ぎず、法の理

念からは程遠いものです。 
 このような状況に対して、

2013 年 8 月に「原発事故被害者

の救済を求める全国運動実行委

員会」が立ち上げられ、支援法

の理念に基づく具体的施策の実

施と原発被害の賠償請求時効問

題の解決を求める全国請願署名

運動の呼びかけがスタートしま

した。宮城県は「国の支援法の

施策が決まっていない」ことを

理由に、子どもと妊産婦の健康

調査などの施策を実施しようと

しません。また 8 月に、国を相

手取って「支援法の基本方針を

定めないのは違法だ」として提

訴した裁判の原告には、宮城県

丸森町の町民が加わっています。

支援法の問題を「福島支援」の

問題のみならず、宮城県民自身

の問題として捉え、県内の運動

を盛り上げていかねば

ならないと考え、「フォ

ーラム」が開催されまし

た。 
篠原弘典実行委員の

開会あいさつの後、吉峯

真毅弁護士（福島の子ど

もたちを守る法律家ネ

ットワーク所属）から

「子ども・被災者支援法

の理念と復興庁基本方針の問題

点」について、吉澤武志さん（丸

森町筆甫地区振興連絡協議会事

務局長）から「原発被災者はな

ぜ提訴に及んだのか」について、

満田夏花さん（一橋大学非常勤

講師）から「原発事故子ども・

被災者支援法、骨抜きにする基

本方針が決定」について発言が

ありました。 
その後、会場参加者との質疑

応答・意見交換が活発に行われ

ました。 
支援法について共に学び、国

の不作為に対して声を上げてい

くこと、そして「全国運動実行

委員会」と連携し、宮城県内に

おいても請願署名運動を盛り上

げていくことが必要だと痛感し

ました。 
 （理事 鈴木智子） 

 

 

東日本大震災 復旧・復興のとりくみ  

生協あいコープみやぎ  

左から、満田夏花さん、吉澤武志さん、

吉峯真毅さん 

【原発事故子ども・被災者支援法】 

東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律。

フォーラムの様子 
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● 山元町で「やました花釜秋まつり」開催 

 
 10 月 5 日（土）山元町旧山下

駅前広場で「やました花釜秋ま

つり」が 500 人を超える参加で

盛大に開催されました。 
 開幕太鼓で力強く幕が開き、

山元町のみなさんによるフラダ

ンスや手品、花釜音頭の披露、

ヘルスコープおおさかのコーラ

ス隊や兵庫の医学生の楽しいパ

フォーマンスが続きました。ま

た、焼そばやたこ焼き（神戸医

療生協）、芋煮(庄内医療生協)
などの模擬店も次々に品切れ、

もちつき（いちご班のみなさん）

や足湯(ヘルスコープおおさか)、
健康チェック、子どもコーナー

など、どこも盛況でした。福島

の浜通り医療生協からもＦＴＦ

車（放射線被曝検知車）が来て

64 人の方が検査を受けました。 
 あいにくの空模様でしたが、

まつりが終わるまでなんとか持

ちこたえ、最後は、全国の医療

生協から寄せられた地域名産品

（210 品）が当たる抽選会で大

いに盛り上がりました。 

 仮設住宅や復興住宅からも大

勢の方が来られ、再開を喜ぶ姿

や、子どもコーナーで、医学生

と子どもたちが楽しく遊ぶ姿が

印象的でした。 
 このまつりは、近畿ブロック

から医学生 11 人、看学生 8 人を

含む約 70 人のスタッフと、地域

の約 70 人のスタッフの見事な

協同のちからで成功できたもの

です。前日から荷物番として、

徹夜で現場に泊まり込んだ近畿

の職員のみなさん、お疲れさま

でした。 
 

● 「健康まつり」に 1300 人が参加 

 

10 月 20 日（日）みやぎ県南

医療生協の「第 15 回健康まつ

り」が開催されました。朝から

雨模様でしたが、組合員や地域

の方がたなど 1,300 人が参加し

ました。 
 まつりは、北角田中学校の吹

奏楽部の演奏でスタート。神戸

のたこ焼き（神戸医療生協）、

各支部から野菜や豚汁、弁当や

クッキー、飲み物など十数点の

出店や、健康チェック、骨密度

測定、展示コーナー、中央舞台

など、盛りだくさんの内容でし

た。展示コーナーでは、今年の

被災地支援活動や、「やました

花釜秋まつり」の写真などが展

示されました。また、山元町の

皆さんは手作りの作品を展示販

売し、組合員と交流しました。 
（常務理事 児玉芳江） 

東日本大震災 復旧・復興のとりくみ  
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● 「震災復興支援ツアー2013」開催報告 

 

 9 月 29 日（土）～30 日（日）

に、被災地の現状、福島原発事

故の現地を視察する「東日本大

震災・風化させない・忘れない！

震災復興支援ツアー2013」を、

日本高齢者生協連合会主催・宮

城高齢者生協共催により、60 人

の参加で行いました。 
 29 日は、石巻市日和山から、

門脇町、南浜町、湊町と津波被

災地を巡り、石巻日々新聞「絆

の駅 NEWSee」において武内宏

之元報道部長の話を伺いました。

夕食交流会では、渡波第 1 仮設

住宅自治会長や石巻市立病院開

成仮診療所長の長純一医師の話

を聞き、女川町宿泊村協同組合

「エルファロ」に宿泊。 
 30 日は、宮城県山元町に津波

被災したまま残る中浜小学校を

見学。バスの中で、福島原発事

故の現状、原発建設の歴史や住

民の反対運動のことなど、いわ

き市の半沢紘さんに話を聞きな

がら福島県へ。南相馬市に入り、

元小高町長の江井績さんがバス

に添乗。浪江町からの「立ち入

り通行許可証」をバスに掲示し、

小高区や浪江町など原発被災地

を走る。阿武隈山脈のここは放

射線量が高い地域の説明どおり、

手持ちの線量計は0.16から0.80

に跳ね上がる。人っ子一人いな

い異質な街並が続く。今は住め

ない江井さん宅でお弁当を食べ、

お茶を頂きながら、気持ちをお

聞きする。「忘れないでほしい」

の一言が重い。 
 それぞれの思いを胸に、ギュ

ーっと凝縮した 2 日間の復興支

援でした。 
（専務理事 山田栄作） 

 
 

女性ネットみやぎ「学習と交流のつどい～放射能汚染と向き合う私たちのくらし～」 

 
宮城県内の幅広い女性団体が

参加する「子どもたちを放射能

汚染から守り、原発から自然エ

ネルギーへの転換をめざす女性

ネットワークみやぎ」（略称：

女性ネットみやぎ）の「学習と

交流のつどい～放射能汚染と向

き合う私たちのくらし～」が、

10 月 5 日（土）仙台弁護士会館

４階ホールを会場に、74 人の参

加で開催されました。 
講演は「福島原発事故は終わ

らない」の演題で、生活協同組

合あいコープみやぎ専務理事の

多々良哲さんから、新聞報道を

時系列に並べることで見えるこ

とがあるなどのお話がありまし

た。その後、「丸森・未地の会」

の熊谷敬子さんから「丸森に暮

らして」と題し、石窯パンを焼

いていたがそれができなくなっ

てしまった現状や、自主測定や

損害賠償請求を行なっているこ

となどの報告がありました。「カ

エルノワ」の山田泉さんから「子

どもたちの日々を守る」と題し、

原発事故後に思いを同じくする

お母さん３人で結成した会の活

動紹介がありました。 
原発事故から２年半が過ぎ、

放射能汚染水の流出や、新基準

のもとでの再稼動の動きなど新

たな問題点も浮上してきました。

現状について情報を共有し、ネ

ットワーク形成や交流の場つく

りを、今後も行なってくいこと

を確認した会になりました。

東日本大震災 復旧・復興のとりくみ  

宮 城 県 高 齢 者 生 協  

浪江町で福島第 1 原発のエントツが

見える地点でバスからおりて見る。 

左から、山田泉さん、 

熊谷敬子さん、多々良哲さん 

（みやぎ生協生活文化部・女性ネットみやぎ事務局 昆野加代子） 
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● 生活相談・家計再生支援貸付事業「くらしと家計の相談室」がスタートしました！ 

 
 くらしと家計（お金）に関わ

るさまざまなご相談をお受けし、

専門家や専門機関等とも連携を

はかりながら、相談者の方にと

って最もよい改善・解決策を一

緒に考えていく「くらしと家計

の相談室」が 9 月 17 日（火）に

事業を開始しました。この事業

は、「相談と貸付が一体（ワン

ストップ）」となった、新たな

視点での助け合い相互扶助の生

協らしい事業です。 
事業開始から 1 ヶ月となった

10 月 20 日までの状況は、189
件の電話受付、面談予約 124 件、

面談実施 113 件、貸付契約 19

件・1,649 万円（1 件あたり 86.8
万円）となっています。 

ご相談のほとんどは「生活資

金」の融資を希望するもの。年

金受給世帯からの相談も多いの

が特徴的です。これまでの事例

では、震災後、会社が倒産し失

業した方が、やっと定職につけ

収入が安定してきたので失業中

に滞納してしまった税金を整理

して再出発したいとのご相談が

ありました。相談から家計収支

上問題のないことを確認し、ご

融資を実施することでくらしの

再出発を支援することができま

した。 

 

● 「コープフードバンクフォーラム」開催報告 

 

 みやぎ生協コープフードバン

クは、昨年４月に設立し 1 年半

が経ちました。この間の活動報

告と、「食品ロス」について考

える場として、9 月 24 日（火）

江陽グランドホテルを会場に

「コープフードバンクフォーラ

ム」を開催しました。当日は、

お取引先様や福祉施設・団体な

ど 130 人の方々にお集まりいた

だきました。 

 基調講演として、農林水産省

食品産業環境対策室長野麻子室

長から、「食品ロス削減に向け

て・フードバンクの意義と役割」

についてご講演いただき、その

後、コープフードバンクのこの

間の取り組みをはじめ、食品提

供企業のカルビー㈱様、食品提

供を活用している東松島市社会

福祉協議会、児童養護施設小百

合園様、会社として法人サポー

ターとなっただけではなく社員

全員が個人サポーターに登録い

ただいた日専連ライフサービス

様からご報告をいただき、まさ

にコープフードバンクの活動を

知っていただく会となりました。 
これからも「誰もが安心して

暮らせる地域社会づくり」を目

指し、コープフードバンクは、

一層の普及、拡大を進めてまい

ります。 
（くらしの安心サポート部 

  部長 小澤義春） 

会員生協だより 

み や ぎ 生 協  

「食品ロス」について講演する 
農水省長野麻子室長 
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● めぐみ野米 25 周年と新米発売

 
 みやぎ生協のめぐみ野米は、

今から 25 年前の 1989 年から取

り扱いが始まりました。メンバ

ー（組合員）の「安全でおいし

いお米が食べたい」の声から取

り組みが始まり、生産者もその

声に応えました。25 年経過した

今でも、田植えや稲刈り、田ん

ぼの生き物調査など生産者とメ

ンバーの交流が続いており、一

緒にお米作りをしています。 
 めぐみ野米は、農薬や化学肥

料の使用量を宮城県の一般的な

栽培の半分以下に抑え、宮城県

の特別栽培米の認証を受けてい

ます。農薬や化学肥料の使用量

削減の取り組みは当時から実施

しており、宮城県の環境保全型

農業をリードしてきた存在でも

あります。 
 25 年の間には、様々な困難も

ありました。1993 年「平成の米

騒動」といわれた大凶作、1998
年の台風と豪雨による３等米の

大量発生、2011 年以降

は原発事故による風評

被害などなど。しかし、

どんな時もメンバーと

生産者がお互いに支え

あい困難を乗り越えて

きました。 

 今年は、梅雨明けの遅れや長

雨、台風など心配事が多々あり

ましたが、無事収穫を終えるこ

とができました。今年の新米は

作柄も良く「おいしい」と評判

です。 
 9 月 28 日（土）より新米が一

斉発売。ひとめぼれ、ささにし

き、こしひかりに加え、今年は

つや姫も、めぐみ野米に仲間入

りしました。ぜひ多くの皆様に

お試しいただければ幸いです。 
（産直推進本部事務局長  

早坂順一） 

 
● みやぎ生協が「第１回食と農林漁業の食育優良活動表彰」で農林水産大臣賞を受賞！ 

 

 この表彰は、食を通じて農林

水産業への理解を深める「食育」

の活動で優れた実績を上げた個

人や団体に与えられるものです。 
 受賞の対象となったのは、産

直活動を通じた生産者と消費者

の交流や学習の取り組みです。

自宅で稲の栽培に取り組む「バ

ケツ稲コンテスト」。１年間を

通して産直生産者と味噌の原料

となる大豆や米を栽培し、味噌

づくりを行う「わが家の味噌づ

くり体験」。田んぼの生物を通

じて農業と環境問題を考える

「田んぼの生き物調査」。震災

時の被災生産者・被災地支援、

健康的な食生活を送る為の子ど

もたちへの食育活動「５ADAY」

などの取り組みが評価されまし

た。11 月２日（土）に、東京で

授賞式が行われ農林水産大臣政

務官の小里康弘議員から表彰さ

れました。 
（生活文化部課長 和賀恵治） 

会員生協だより 

み や ぎ 生 協  

 みやぎ生協店舗での新米発売 
イベントに生産者も参加 

めぐみ野米の生産者とメンバーが交流 

小
里
康
弘
農
林
水
産
大
臣

政
務
官
よ
り
、
齋
藤
昭
子

理
事
長
が
賞
状
と
盾
を
受

け
取
り
ま
し
た
。 
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● あいコープのアンテナショップがオープン！

 
10 月 2 日（水）あいコープの

アンテナショップ「たちまち」

が、青葉区立町の酒店の一角を

借りてオープンしました。 
オープニング企画として、み

そカフェ、豆腐・醤油の試食、

放牧パスちゃん牛乳の試飲や、

青果・米粉パンの販売などを行

いました。オープン前からチラ

シを片手にご近所の方々や、こ

の日を待ちわびていた組合員が

来店してくださいました。迎え

た理事と職員は慣れない中、商

品説明やあいコープ加入の説明

などの対応に追われました。こ

んなにも興味や関心を持たれて

いることに驚くばかりで、４時

間ほどのイベントはアッという

間に終わってしまいました。 
アンテナショップで扱う商品

は、調味料や石けんが中心で、

組合員が注文し忘れたときなど

の利用を見込んでいます。さら

に組合員同士の出会いの場・集

いの場としても発展させていき

たいと考えています。また、無

店舗生協のあいコープにとって、

このアンテナショップが組合員

以外の皆さんとの接点となり、

活動を広げるための窓口になれ

ば良いなと考えています。 
（理事 前田みさ子） 

 
 

 

 

● 長町キャンパス店が移転しました。

 
 東北工業大学の長町キャンパ

スでは、昨年夏よりキャンパス

再整備による工事が行われ、そ

れに伴い従来の購買店舗が取り

壊され、４月より新店舗がOPEN
しました。 
 新店舗ができるまでの半年間

は、食堂店舗の中に臨時店舗を

開設しながらの営業となりまし

た。昨年は入学者数が減少した

こともあり、利用客数も 20%程

度減少し経営的には大変厳しい

状況でした。 
 4 月にやっと新店舗に移転し

ましたが、それまでは単独の建

物であったのが大学の施設中へ

の移転となり、店舗スペースは

従来のスペースよりも大幅に縮

小されることになりました。組

合員の利用環境を悪化させるわ

けにはいきませんので、バック

スペースを削減し、店舗のスペ

ースを確保しているというのが

実情です。什器類は新しく更新

したので、従来の店舗よりは明

るく、整理された感じになって

います。昨年に続く入学者数の

減少にともない長町キャンパス

の滞留人口も減少しており、事

業環境としては楽観視できない

状況です。食堂店舗については

スペースが元に戻ったこともあ

り、前期に関しては利用客数、

供給高ともに伸張しています。

後期に入りやっと落ち着いてき

ましたので、キャンパス全体で

組合員の期待に応えられるよう

にしていければと思います。 
（専務理事 濱谷崇） 

会員生協だより 

生 協 あ い コ ー プ み や ぎ  

東 北 工 業 大 学 生 協  

新
し
く
な
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た
食
堂
と
購
買
店
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アンテナショップオープニングイベント 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
（生活文化部 昆野加代子） 

 

 
 
 
● 省エネのとりくみ ～ムリなく・ムダなく・ココチよく～ 

 

家庭での省電力・省エネに取

り組み、自ら実践することで、

くらしの中のエネルギー問題を

考えるきっかけにするために、

「2013 年度夏の省エネチャレ

ンジ」を、６月１日～８月末日

の期間で取り組み、メンバー920
人、職員 774 人（９月末締め切

り）の参加がありました。 
「ムリなく･ムダなく･ココチ

よく」をコンセプトに、様々な

省エネの実践例が参加者から寄

せられました。今夏の特徴とし

て、「人類が制御できない放射

能汚染につながる原子力発電は

廃止すべきです。酷暑といわれ

る今夏でも、原子力発電がなく

ても乗り切れました」など、原

子力発電に関する記述が多数あ

りました。また、エネルギーの

使い方や再生可能エネルギー導

入についての言及もありました。 

これから冬に向け「くらし見

直し～冬編チャレンジ」を、2013
年 11 月 1 日～2014 年 1 月末の

期間呼びかけます。節電・省エ

ネだけではなく、くらし見直し

の視点で年間を通し取り組みと

していきます。 
（生活文化部 昆野加代子）

 
 

 

● 緊急報告･学習会「宮城県内に遺伝子組み換えナタネが自生！」

 

 今年 5 月、あいコープみやぎ

組合員が遺伝子組み換え（以下

GM）ナタネ自生調査に取り組

み、ラウンドアップという除草

剤（≒枯葉剤）に耐性を持つ

GM ナタネを石巻港付近で発見

しました。これを受け、GM 作

物・食品の現状と今後を知るべ

く学習会を、10 月８日（火）エ

ルパーク仙台セミナーホールに

おいて、60 人の参加で開催しま

した。 
食用油の原料であるナタネは

ほぼ 100％輸入であり、その 9
割が GM です。同じアブラナ科

の植物同士は交配しやすいため、

国内で多く栽培されている白菜、

小松菜やブロッコリーなどが、

このGMナタネによって汚染さ

れる可能性があります。実際、

除草剤耐性のカラシナ(もとも

と日本に生育している品種)も
発見されていますし、西日本で

はブロッコリーが交雑してしま

った例も見つかっています。 

震災後、これまでなかった地

域からもGMナタネの自生が発

見されており、「これは輸入穀

物の陸揚げ港やその後の輸送ル

ートが一時変わったために、こ

ぼれ種が落ちる場所も変わった

のではないか」と、講師の環境

問題を専門とするフリージャー

ナリストの天笠啓祐さんは予想

されました。GM 作物は安全性

や生態系への影響の問題もあり

ますが、私たち消費者は、TPP
参入による国内農業のダメージ

も含めて、学習を続けなければ

ならないと感じました。 

生協の環境活動は、生協組合員の活動や事業における取り組みを通して、環境負荷の軽減と省エネルギー、省資源、リサイクルなど

の環境保全型社会づくりに貢献していきます。組合員のライフスタイルの見直し、生産から流通・消費・廃棄までの製品のライフスタイ

ルの各段階における環境負荷の低減等をすすめます。 

環境のとりくみ 環境のとりくみ 

み や ぎ 生 協  

生 協 あ い コ ー プ み や ぎ  

講
師
の
天
笠
啓
祐
さ
ん 

（理事 高野恵美子）

 

電気カーペットは必要最低限の部分だけ
を温める。設定温度は｢強｣→｢中｣で。 



わたくしたちは、「平和とよりよき生活のために」という生協のスローガンに基づく取り組みを行います。唯一の被爆国の国民として、核

兵器廃絶を訴えるとともに、戦争放棄をうたった憲法 9 条を含めた日本国憲法のよさと大事さを学び、話し合い、多くの人々が平和を守

るネットワークへ参加する活動を広げていきます。 

環境のとりくみ 平和のとりくみ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

みやぎ憲法九条の会「第 3 回宮城県内九条の会連絡会総会及び第 10 回交流会」

 

8 月 31 日（土）県内九条の会

の「第３回連絡会総会及び第 10
回交流会」がフォレスト仙台で

開催され 110 人が集まりました。 
はじめに、慈恵会医科大学の

小沢隆一先生が「参院選後のア

ベノミクス・改憲動向と私たち

の課題」というテーマで講演。

自民党の「改憲草案」の危険な

内容を詳述。「戦後レジームから

の脱却」と言うが、この 68 年間

は｢戦争をせず、平和を守ってき

た時期｣。それを攻撃する異常さ

を指摘、その異常さ故に国民の

反発も招く。特に以下の点を強

調されていました。 
①「天皇の元首化や国旗国歌の尊重義

務、基本的人権の破壊など復古的な

部分」は、改憲派にとって国民への説

明が難しいが、反対派にとって説明は

しやすい。 

②「新自由主義の推進を目指す部分とし

て 92 条の住民はその（受けるサービス

の）負担を公平に分担する義務を負う

ことの意味するものは？」は、一見する

と改憲派は説明しやすいが、反対派は

説明が長くなりがちで少し難しい。 

③「9 条を中心とする軍事大国化を目指

す部分」は、改憲派にとってアメリカと

一緒に戦争することの説明は難しく、

反対派も「外国やテロに攻められたら

どうするのか？」について説明はけっこ

う難しい。 
改憲派は国会では圧倒的に多

数ですが、国民を納得させる説

明は簡単ではありません。世論

調査でも 9 条支持派は多数派で

す。私たちは 9 条の正しさに確

信を持ち、守り抜く決意を固め

ました。 
 また、交流会では９つの県内

九条の会が報告しました。6 月

に大判チラシ 33 万部を全県に

配布した共通体験もあり、この

交流会報告も大変好評でした

（県内総世帯数94万世帯の3分

の 1）。松島九条の会は、9 条の

賛同署名に毎月取り組み、署名

数 4,121 筆、有権者数 12,983 人

で 31.7%にもなっています。世

帯数 5,536 戸比では、8 割近い

世帯で賛同しています。 
（みやぎ憲法九条の会事務局 

佐藤修司） 

 

宮城女性九条の会「８周年のつどい」 

 

 2005 年、「九条の会アピール」

に賛同した宮城県内女性の有志

たちが「日本国憲法を守ろう！」

という熱い思いを持って結成し

て以来、たゆまぬ活動を続けて

きました。昨年暮れの衆院選、

今夏の参院選を経て、憲法九条

はかつてない改変の危機にさら

されています。 
 そのような状況に警鐘をなら

し、みんなの力を合わせて大き

な声をあげようと励まし続けて

いるいわき市出身の講談師 神
田香織さんをお招きして、9 月

28 日（土）宮城野区文化センタ

ーパトナシアターを会場に「８

周年のつどい」を開催しました。 
 『神田香織講談会～はだしの

ゲンは語る』と題し、もしも憲

法九条が変えられたら、おとな

も子どもも、女も男も、みんな

平和に暮らしたいと願っている

今をどう行動するか、約 140 人

の参加者に訴えます。講談の成

り立ちやご自身の講談師として

の歩み、『はだしのゲン』や『チ

ェルノブイリの祈り』との出会

いなど、歯切れのいい迫力ある

講談を交えてのお話でした。一

人ひとりが声を大きくして、人

権を守り、平和を守っていこう

という勇気をいただきました。 
（宮城女性九条の会世話人 

 

講
師
の 小

沢
隆
一
先
生

五十嵐栄子）



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、公益財団法人みやぎ・環境とく

らし・ﾈｯﾄﾜｰｸ（MELON） 

消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎの活動 
 

 

 

 

 

 

 

● 「平成 25 年度地方消費者グループ・フォーラム in 東北」参加報告

 

 10 月 4 日（金）青森グランド

ホテルにおいて、「平成 25 年度

地方消費者グループ・フォーラ

ム in 東北」が、東北ブロック「地

方消費者グループ・フォーラム」

実行委員会と消費者庁の共催で

開催され、東北 6 県から生協関

係・消費者団体・行政など 218
人が参加しました。 

『絆・つながろう未来に向か

って～安心できる暮らしのため

に～』をテーマとし、情報の共

有や意見交換を行うことを目的

に、4 回目となる本年度は青森

市で開催されました。 
竹島勝昭実行委員長（青森県

消費者協会会長）の開会あいさ

つ後、阿南久消費者庁長官から

あいさつがありました。青森県

知事あいさつを、青森県県民生

活文化課の濱谷雅人課長が代読

しました。 
その後、消費者庁地方協力課

の村松茂課長から、消費者庁の

取り組みについて、消費者行政

の「舵取り役」として、消費者

が主役となって安心して安全で

豊かに暮らすことができる社会

の実現のために 9 月に「消費者

庁職員の行動指針」を策定した

こと、消費者教育の推進に関す

る基本方針の概要、消費者被害

回復のための取り組み、食品ロ

ス削減のための取り組み、食品

表示法の概要などについての説

明がありました。 
 続いて、基調講演として「安

心・安全な暮らしの実現に向け、

地域で育てる消費者教育」と題

し、静岡大学教育学部の色川卓

男教授を講師に行われました。

色川教授から「なぜ今、消費者

教育が求められているのかにつ

いて、消費者教育は 1960 年代か

ら言われてきた。20 世紀型消費

者政策から 21 世紀型消費者政

策への転換により、今改めて求

められている。消費者教育には、

行政・教育関係者・消費者・消

費者団体など、地域での連携が

必要になる。消費者団体は、消

費者としての能力を高め、そこ

で得た知見を活かし、社会に関

わっていくことが求められてい

る」とお話されました。なぜ、

消費者教育が重要なのかがよく

理解できました。生活していく

上で必要なことですが、現在の

教育現場では重要視されていな

いことが分かりました。そして、

消費者団体が行うべきことは、

地元の実態、推進状況を的確に

把握した上で、行政に対して、

推進を自ら実践していくつもり

で、批判や意見を述べることが

必要であることが分かりました。

そのためには、「行政職員以上に

勉強しておく必要がある」との

言葉が印象的でした。 
アトラクションとして、消費

者庁の「子どもを事故から守

る！プロジェクト」をより一層

知ってもらうため、プロジェク

トのシンボルキャラクター「ア

ブナイカモ」を主題としたテー

マソングをご自身が振付けした

ダンスとともに、阿南長官が披

露しました。次に、NPO 法人青

森県消費者協会「Y・HA・うだ

でぇ座」一座による寸劇「オレ

オレ詐欺上京編」が上演され、

出演者の名演技に会場が盛り上

がりました。 

静岡大学色川卓男教授の講演 

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 ﾌｫﾚｽﾄ仙台５F  ＴEL 022-276-5162  FAX 022-276-5160   
E ﾒｰﾙ sn.m10046kn@todock.jp ＵＲＬ http://kenren.miyagi.coop/katudou/consumer.m/index.htm   

 

消費者行政の充実強化を 

すすめる懇談会みやぎ 



「子どもを事故から守る！プロジェクト」の

キャラクター「アブナイカモ」のダンスを披

露する阿南長官（左） 

また、分科会毎のテーマに関

する活動報告が助言者から行わ

れました。その後、各分科会で

意見交流を行い、散会方式によ

り各会場毎に閉会しました。 
（事務局長 加藤房子） 

 
 
 
 

 

 

● 「第 2 回食品の安全行政部会」開催報告 

 

 10 月 10 日（木）フォレスト

仙台 2 階第 9 会議室において、

消費者行政の充実強化をすすめ

る懇談会みやぎ「第 2 回食品の

安全行政部会」を開催し、構成

団体から 11 人が参加しました。 
 齋藤昭子座長の開会あいさつ

の後、加藤房子事務局長から仙

台市食の安全・安心条例（仮称）

制定の要望をするにあたっての

背景、現行の「仙台市食品の安

全性確保に関する基本方針」で

は不十分な理由、「仙台市食の安

全・安心条例（仮称）」の骨子案

概要について提案説明があり、

協議に入りました。 
 出席した委員の皆さんから、

仙台市では基本方針を「食品の」

としているが、骨子案の「食」

についてはどのように考えてい

るのか、宮城県の条例との関係

性についてはどうなるのか等の

質問が出されました。また、食

品の流通は仙台市だけでなく、

県内、国外から入ってくるもの

もあり、国・県との連携につい

ても骨子案に入れておくことは

重要ではないか、骨子案の学習

会を一般の市民にも参加呼びか

けし、より多くの意見や要望を

盛り込んだほうが良いのではな

いか等の意見が出されました。     

条例制定の要望にあたっては、

市民レベルの共感が得られるこ

とが必要なことも踏まえ、今後

開催予定の「仙台市食品の安全

性に関する条例制定の必要性に

ついて」の学習を経て検討を加

え、次回の食品の安全行政部会

に提案することを確認しました。 
 報告事項は、「放射性物質の食

品の安全性について」リスクコ

ミュニケーション開催報告、11
月 13 日（水）に開催する食品の

安全行政部会主催学習会企画に

ついて行いました。また、消費

者庁の「食品と放射能に関する

情報提供のコミュニケーター養

成研修」について情報提供しま

した。 
（食品の安全行政部会 

鈴木由美）

分科会 テーマと助言者 

1 
「震災被災者への生活支援」 

 岩手県消費者団体連絡協議会 伊藤慶子事務局長 

2 
「震災による風評被害対策」 

福島県消費者ネットワーク 佐藤一夫事務局長 

3 

「健康と食～機能性表示制度の視点から～」 

 国立健康・栄養研究所情報センター健康食品情報研究室 

 千葉剛室長 

4 
「消費者団体訴訟制度の活用」 

  NPO 法人消費者機構日本 磯辺浩一専務理事 

5 
「生活困難者への相談支援」  

 NPO 法人いわて生活者サポートセンター 藤澤俊樹事務局長 

6 
「地域で育てる消費者教育」 

 静岡大学教育学部 色川卓男教授 

7 
「環境とくらし～食品残渣の視点から～」 

 青森中央短期大学食物栄養学科 棟方秀和准教授 
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消費者行政の充実強化を 

すすめる懇談会みやぎ 

NPO 法人青森県消費者協会 

「Y・HA・うだでぇ座」一座の寸劇の様子 



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（略称：介護ネットみやぎ）の目的とします。 

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 

● 「2013 年度第 3 回実務担当者会議・拡大研修会」開催報告 

   

9 月 19 日（木）午後 1 時から

フォレスト仙台 5 階 501 会議室

において、「第 3 回実務担当者会

議」を開催しました。 
前半は拡大研修会とし、服部

メディカル研究所所長の服部万

里子さんから、「介護保険制度改

正の方向性～訪問介護事業のこ

れからの対応～」のテーマで講

演をしていただき、55 人の参加

で開催しました。 
サービス提供責任者のスキル

アップを主な目的とした講演内

容は、介護サービスの現状につ

いての説明があり、地域包括ケ

アは、「複数のサービスの地域限

定のパッケージ化」が進み小規

模事業所が淘汰され、サービス

の多様性や選択制が犠牲になる

傾向にあり、今後は介護サービ

スの効率化・重点化が予想され

ること。社会保障制度改革国民

会議報告では、①要支援は介護

給付から地域支援事業へ 3 年か

けて移行すること、②高所得の

介護1割負担を2～3割負担に増

加、③特養は中重度へ通所は重

度化予防に重点など、厳しい内

容となっている旨の説明があり

ました。 
平成 27 年度介護報酬・制度の

見直しでは、自立支援型・重度

中心型へ保険給付見直し、自己

負担増・介護給付の規制、医療

保険から介護保険への移行促進

などの動向が予想されること。 
今後は、在宅をより長くでき

るようサービス提供責任者は、

総合的なマネジメントサービス

が求められ意識改革が必要なこ

となど、120 分の講演は充実し

た内容でした。講演終了後は、

参加者の感想を聞き交流の時間

としました。 
後半の実務担当者会議では、

「社会保障制度改革国民会議」

介護分野報告に関するコメント

を厚労大臣に提出した件、介護

ネットみやぎが宮城県の福祉サ

ービス第三者評価機関として認

証されたことなど報告しました。 
 
● 「社会保障制度改革国民会議」介護分野報告に関するコメントを、厚生労働大臣・県選

出国会議員・県議会議員・仙台市議会議員に提出 

 

政府の社会保障制度改革国民

会議は、8月5日に報告書を取り

まとめ、6日に安倍晋三首相に提

出しました。報告書の介護の分

野では、「軽度の要支援者を給付

対象から外す」「高所得者の自己

負担を１割から引き上げる」「特

別養護老人ホームは要介護３・

４・５の中重度者に限定する」

などの項目を、2014年の通常国

会に提出し、2015年度をめどに

実施するというものです。 
 介護ネットみやぎでは、特に

介護の現場で影響が大きいと思

われる「軽度の要支援者を給付

対象から外す」という項目につ

いて、「すべての高齢者が個人と

して尊重され、安心して生活を

送れる介護保険制度の実現のた

めに、要支援者の介護給付を継

続することを求めます」として、

9 月 10 日付けで厚生労働大臣に

コメントを提出しました。（後

掲）また、同様に県選出の国会

議員・宮城県議会議員・仙台市

議会議員にも10月3日付けで提

出しています。 
（事務局長 鈴木由美） 
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NPO 法人 
介護ネットみやぎ 



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。 2011 年 4 月 1 日より

「公益財団法人日本ユニセフ協会協定地域組織 宮城県ユニセフ協会」と名称が変更になりました。県内唯一の団体としてユニセフの

広報・啓発・募金・学習支援などを活発に展開しております。（設立：1995 年 会員数：一般・学生１９９人 団体４） 

環境のとりくみ 宮城県ユニセフ協会の活動 
 

 

 

 

 

 

● 「子どものまち・いしのまき」～お仕事をして、マキーでお買い物～

10 月 5 日（土）6 日（日）の

2 日間、日本ユニセフ協会は、

子ども参加や街づくりの専門家

の派遣を通じて、「子どものま

ち・いしのまき」の開催をサポ

ートしました。東日本大震災の

被災地における子ども参画によ

る復興支援活動の一環として、

昨年に引き続き、NPO や市民活

動団体が石巻市のアイトピア通

りで開催しました。 
「子どものまち・いしのまき」

は、子どもの“やりたい”を応援す

るイベントです。子どもたちの

思いや夢、子どもが本来持って

いる力を引き出し、まち全体を

ワクワク・ドキドキの遊び場＆

学び場にする「まち体験交流活

動」です。 
初日は、亀山紘石巻市長はじ

め実行委員会の方々、『子ども

市長』などによるテープカット

でスタートしました。当日は

少々雨模様でしたが、2 日間で

1,000 人を超える子どもたちが

参加しました。 
病院や銀行、ケーキ屋、獣医、

生ジュース屋、テレビ・ラジオ

局、スタイリスト、歌手など、

本イベント準備も兼ねた子ども

たちが復興を語り合う会合の中

で、子どもたちが将来“やりた

い・なりたい”と思った仕事の現

場＝店舗などが登場します。 
まず、子どもたちは「ハロー

ワーク」で求人票を探し、それ

ぞれの店舗で“仕事”をして貯め

たお金（特別通貨“マキー”）で、

みんながつくったものやサービ

スを利用・購入します。遊びを

通じて、社会の仕組みや「仕事」

の意味・意義などを楽しく学ん

でいました。  
2 年目の今年は、ユニセフの

広報や募金活動などの“お仕事”
を学び・体験できるブース「ユ

ニセフハウス」を出店しました。

ユニセフハウスでのお仕事は、

広報とユニセフカード＆ギフト

ショップの店員さんです。宮城

県ユニセフ協会のボランティア

から開発途上国の子どもたちが

置かれている様々な状況の話を

聞いた子どもたちは、印象に残

ったこと、他の人に伝えたいこ

となどをカードに記入し、子ど

ものまちバージョンの「ユニセ

フニュース」（壁新聞）に掲示

しました。カード＆ギフトショ

ップでは、日本ユニセフ協会カ

ード事業部から提供されたユニ

セフ製品を販売しました。“店長

さん・店員さん”が、製品のディ

スプレイや呼び込みなどで大活

躍しました。広報とショップは、

それぞれ20分間で2マキーの給

料が出ます。興味のあるお仕事

をして、お買い物するという楽

しい 2 日間でした。 
（事務局長 五十嵐栄子） 

 

〒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/ 

  

宮 城 県 

ユニセフ協会 

ユニセフのカード＆ギフトショップで 

“お仕事体験”をする子どもたち 

子どものまちバージョン 
「ユニセフニュース」 



公益財団法人みやぎ･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 月に財団法人化し、2012 年 2 月より公益

財団法人に移行しました。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６９０、法人

８1 団体、任意団体１２団体です。合計７８３です。（10/９現在） 

環境のとりくみ 公益財団法人 ＭＥＬＯＮの活動 
 

 

 

 

 

 

 

● 「第 18 回 MELON 会員と市民のつどい 20 周年記念 MELON フェスタ」を開催しました！ 

 

 9 月 28 日（土）みやぎ生協文

化会館ウィズにおいて、「第 18
回MELON会員と市民のつどい 

設立 20 周年記念 MELON フ

ェスタ」を開催しました。 
 今回は、今までの会員と市民の

つどいを見直し、来場者と役

員・会員が相互に交流できるイ

ベントをめざしました。 
 午前の部は、フリーのチェリ

スト塚野淳一さんの演奏と、映

像による MELON 第 2 期活動紹

介。午後の部は、ランチタイム

セッションと名付けた会員企業

有志のステージでの PR、大道芸

人の源吾朗さんによるガマの油

売り口上ショー、MELON の部

会・プロジェクトそれぞれが選

んだ表彰者の表彰式を行いまし

た。 
また、会場内には各部会・プ

ロジェクトごとのテーブルを設

置し、来場者がそこでくつろぎ

ながら活動の内容を聞けるスペ

ースを設けるとともに、企業・

団体会員の有志によるブース出

展も募りました。その他にも食

の部屋を設け、参加者全員（参

加費 500 円）に、おにぎりセッ

トと味噌汁を提供し、協力企業

から仕入れたこだわり食材によ

るオードブル、サンマのかば焼

き、わかめサラダなど豊富な試

食も用意しました。 
参加者は 120 人ほどでしたが、

ご来場のみなさんから、「チェロ

の演奏が今までと違う雰囲気で

良かった」「食べ物がおいしかっ

た」「部会・プロジェクト独自の

視点で選んだ表彰式がおもしろ

かった」など、好意的なご意見

をたくさんいただきました。 

細かい改善点などを見直し、

来年以後につなげていきたいと

思います。 

 
● 宮城県住宅用太陽光システム発電補助金申請は今がチャンス！受付は 2014 年 2/28 まで 

 

現在、MELON で受付窓口を

している宮城県の住宅用太陽光

発電システムの補助金予算が、

まだまだ余力があります。 
宮城県が、毎年限られた予算

で出している補助金であり、通

年で受け付けているわけではな

いので、太陽光発電の設置を検

討している方は今がチャンスで

す。来年度はまだ予算がつくか

どうかわからないそうですので、

検討されている方にはちょうど

良い機会かと思います。 
申請受付期間は、2014 年 2 月

28 日（金）までです。 
詳しくは、以下 URL の宮城県

ホームページをご参照ください。 
http://www.pref.miyagi.jp/sosh
iki/saisei/taiyoukougaiyou-h25
.html 

（事務局統括 小林幸司）
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大
沼
紀
子
さ
ん 【大沼紀子さんのプロフィール】 

１９７５年、岐阜県生まれ。脚本家
として活躍しながら、２００５年に
「ゆくとし くるとし」で第９回坊
ちゃん文学賞を受賞し小説家デビ
ュー。2011 年に刊行した「真夜中
のパン屋さん 午前０時のレシピ」
で注目を集める。他に「ばら色タイ
ムカプセル」「てのひらの父」「空
ちゃんの幸せな食卓」（ポプラ社）
がある。 

お問い合わせ 

大学生協東北事業連合 
仙台市青葉区柏木 1-1-41 
   大学生協仙台会館 

TEL：022-717-4850 
FAX：022-717-4851 

 

●日時：2013 年 12 月 1 日(日)14:00～17:00  

●場所：大学生協仙台会館  

【第 1 部】 グループで読書会（課題あり） 
【第 2 部】 大沼紀子さんトーク＆質疑応答 

 

主催／大学生活協同組合東北事業連合  
     読売新聞社、出版文化産業振興財団（JPIC） 
協力／ポプラ社、大学生協東京事業連合書籍商品課 

大学生のための読書講座 

 
 
 
 

第 32 回宮城県めぐみ野交流集会 

～一緒に築こう「めぐみ野」の未来～ 

主催／宮城県産消提携推進協議会 

 

●日時：2013 年 12 月 4 日(水)10:00～15:00  

●場所：仙台国際センター  

 消費者と生産者が交流を通じて、今後とも食料自給

率を高め、食生活と食文化を改善向上させるための

「めぐみ野」活動の意義と成果を確認します。 

今年は、めぐみ野米 25 周年。めぐみ野米の歌を、

シンガーソングライターの亜 KIRA さんに歌っていただ

きます。 

また展示ホールでは、「めぐみ野」の活動紹介、めぐ

み野品の展示・試食・販売、「食のみやぎ復興ネットワ

ーク」開発商品の試食等を行います。 

お問い合わせ 

みやぎ生活協同組合 
仙台市泉区八乙女 4-2-2 
生活文化部 担当：和賀 
   TEL：022-218-3880 
   FAX：022-218-3663 
 

◆全体会 10：00～12：30 

＊ ビデオ上映「めぐみ野」活動この一年 

＊ 実践報告 

①「めぐみ野」米 25 周年の取り組み 
②若手育成の取り組み（JA みどりの） 
③「めぐみ野」利用拡大について 
④産地見学から学び、店舗で実践したこと 
⑤エリアでの「めぐみ野」応援・利用拡大について 
⑥生産者団体から 
  （志津川銀さけ生産者・大分県養殖ぶり生産者） 

＊ 「めぐみ野米」の歌  ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ 亜KIRA
ア キ ラ

さん 

＊ 集会アピールの提案 

◆分科会 13：30～15：00 
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