
■宮城県生協連の状況（2018.3.31現在） ●会員数…16団体 ●会員生協組合員数…105万人 ●会員生協出資金合計…398億円 ●会員生協事業高合計…1,147億円（2017年度）

宮城県生協連情報誌

COOP

消費税増税に反対している３団体共同で「消費税を、いま
上げるべきではない」と訴えました（2019年3月30日）
消費税増税に反対している３団体共同で「消費税を、いま
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定禅寺ジャズフェスティバルで演奏 

右から2番目 

 

 
 
 
 
 

「多 くの仲 間と共 に♪」 

  宮城県生協連監事  小 山  茂 樹 
           （みやぎ県南医療生活協同組合専務理事） 

 

 
 
 
 

 「還暦を迎えるにあたり、一

番やりたいことってなんだろ

う？」と自問自答を、約半年間

考えてから寝ることにしてみた。 
 意外と面白い事に気づく。い

わゆる“回想”に辿り着く。 
 
いろんな人との出会い、別れ、

楽しかったこと、悔しかったこ

と等々。忘れていたことも何度

か思い出し、一人笑ってしまう

ことも多々ある中で辿り着いた

のは、今までの仲間、友達を含

め、共有し合えるもので繋がり

ながら、いつまでも平和で健康

的な生活をするための活動を継

続していこう！と。 
これはまさに、生協の目指す

『いつまでも健康で住み続けら

れるまちづくり』に繋がってい

るのだと再認識しました。 
 
 『共有しながら』は私の場合

は音楽である。前回のエッセイ

に寄稿した際にも、そういう書

き込みをしたことを思い出し、

この音楽でどのように活動して

いるのかを少し書きたいと思い

ます。 
最近は、自分の楽器（ベース）

を基礎から学びたいと、あるプ

ロを師匠に月 1 回のペースでご
指南を受けながら、ライブハウ

ス（仙台には多くのお店が存在）

での演奏を聴きに行ったり、た

まには自分も演奏したりと、趣

味の範囲で楽しみながら、共有

の音楽でいろんな仲間が増えて

います。 

一緒にお酒を飲みながら、音

楽の話から政治、憲法、原発の

話をしてくる輩も少なくなく、

普段は自分からそういった話題

には触れないのですが（音楽仲

間なので遠慮）、「そうきました

か？」と、ここぞと私の思いを

ぶちまけます。 
共感する方も多く、「ならば私

も組合員になる」と多くの組合

員が増えたのも『繋がり』だと

実感しています。 
 
 現在ではSNSとかLINEなど
顔の見えない繋がりが大きい中、

私もフェイスブックなど音楽で

繋がった仲間などと、意見交換

の場として利用しています。基

本、プライベートでの利用なの

で職場の仲間にはオフレコ。 
 これからも大好きな音楽と、

仲間と語り合いながら、素敵な

まちづくりをめざしていきます。 
 

県連役員エッセイ 



  

 
 
● 宮城県生協連第49回総会（2018年度）第4回理事会報告 
 
第 4 回理事会は、3 月 12 日
（火）午後 1時 30分より、フォ
レスト仙台 5 階会議室において
開催され、理事13人、監事2人、
顧問 3人が参加しました。 
議長に宮本弘会長理事を選任

し、議事に入りました。 
【議決事項】 

１．第 50回通常総会関連事項決
定の件について、野崎和夫専

務理事より提案があり可決承

認されました。 
２．経理規則改訂の件について、

野崎和夫専務理事より提案が

あり可決承認されました。 
３．決裁規程制定の件について、

野崎和夫専務理事より提案が

あり、協議のうえ、修正およ

び取扱いについて会長理事と

専務理事に一任しました。 
４．（一社）日本協同組合連携機

構への加入の件について、野

崎和夫専務理事より提案があ

り可決承認されました。 

５．2019年度夏灯油暫定価格決
定の件について、野崎和夫専

務理事より、税込み１㍑ 93.0
円 18㍑1,674円の提案があり
可決承認されました。 
【協議事項】 

第 50 回通常総会議案書（第
1・6 号議案「2018 年度事業報
告・2019 年度事業計画」、総会
決議案）第 1 次協議の件につい
て、野崎和夫専務理事、加藤房

子常務理事より提案があり協議

しました。 
【専務理事専決事項の報告】 

2018 年度冬灯油暫定価格再
改定について、野崎和夫専務理

事より専決したことの報告があ

り全員異議なく了承しました。 
【報告事項】 

１．東日本大震災からの復旧・

復興に向けての取り組みにつ

いて、出席した理事より報告

がありました。 
２．平成 30年度生協指導検査結

果、2018 年度政党懇談会、
2018年度県知事懇談会、2018
年度生協役職員研修会、灯油

関連、協同組合こんわ会活動、

平和・憲法 9条関連、NPO法
人介護・福祉サービス非営利

団体ネットワークの活動、

NPO 法人消費者市民ネット

とうほくの活動、各種審議会

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。 
３．消費者行政の充実強化をす

すめる懇談会みやぎの活動、

消費税率引き上げをやめさせ

る活動について、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。 
【文書報告事項】  

生協連活動報告、行政・議会

関連報告、各種委員・共催・後

援依頼・広告協賛等について、

文書により報告があり全員異議

なく了承しました。 
 
 

 

 
 
 

 

宮城県生協連の活動 

◇2018年度 生協冬灯油決定価格 

2018 年度冬の生協灯油精算価格を決定しました。 

１㍑当たり税込 5.0 円（1 缶 90 円）の割戻しを行います。 

配 達 期 間 9/24～11/16 11/17～12/16 12/17～3/3 3/4～4/26 

暫定価格（税込） １㍑ １缶 18 ㍑ １㍑ １缶 18 ㍑ １㍑ １缶 18 ㍑ １㍑ １缶 18 ㍑ 

お任 せ給 油 96.0 円 1,728 円 106.0 円 1,908 円 96.0 円 1,728 円 90.0 円 1,620 円 

個 缶 97.0 円 1,746 円 107.0 円 1,926 円 97.0 円 1,746 円 91.0 円 1,638 円 

割戻価格（税込） １㍑ １缶 18 ㍑ １㍑ １缶 18 ㍑ １㍑ １缶 18 ㍑ １㍑ １缶 18 ㍑ 

お任 せ給 油 91.0 円 1,638 円 101.0 円 1,818 円 91.0 円 1,638 円 85.0 円 1,530 円 

個 缶 92.0 円 1,656 円 102.0 円 1,836 円 92.0 円 1,656 円 86.0 円 1,548 円 

※シーズン中に 500 リットル以上使用されたメンバーには、さらに 1 ㍑当り平均 0.8 円（税込）の総量値引きを行います。 

 

割戻し後の冬灯油加重平均 

お任せ給油価格（税込） 

１㍑当り 90.21 円 

18 ㍑ 1 缶当たり 1,624 円 

 



宮本弘理事長の挨拶と報告の様子 

2 日分の食事を検査        容器に入れ 14 時間計測    物質の種類と濃度を測定 

『毎年この摂取量調査に参加して、結果を知り、より安心感が得られます。』 
『地元近くにある放射線測定室などで公表している測定結果(経年)から、食べても
問題がないと思われる食材を把握することができるようになった。』 

『当初は様々な情報があふれていて、何が本当で何が間違っているのかがわからず
不安ばかり感じていたが、現在はきちんと検査をしていれば現地の食品でも安全だ
と思えるようになった。』  ～アンケートのコメントより～ 

 

2018 年度 

実施数/30 世帯 
（継続：28 世帯） 
（新規： 2 世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●「3.11を忘れないつどい」開催  

 

3月 11日（月）みやぎ生協文
化会館ウィズにおいて開催し、

約 200 人の役職員が参加しまし
た。今年も本田英一日本生協連

会長と木田克也コープこうべ組

合長に、ご出席いただきました。 
「つどい」では、震災から 8
年が経過した復興の現状と課題

を認識すると共に、東日本大震

災で亡くなられた生協職員をは

じめとする方々を追悼しました。 
黙祷の後、宮本弘理事長から

開会挨拶と被災地の現状につい

て報告がありました。宮本理事

長は「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

寄り添い、復興支援を継続し、

さらに私たちが住んでいるこの

地域がより豊かになるよう努力

し、地域の皆さんのお役に立て

るよう改めて決意を固めていく」

と話されました。 
次に、震災当時、大代店の店

長だった吉田武雄さん、仙台東

センターグループマネージャー

だった梅澤志保さんから当時の

取り組みについて報告があり、

みやぎ生協ボランティアセンタ

ー長の田中祥江さん（地域代表

理事）から全国の生協が目指し

ている「協同のある地域づくり」

の事例報告がありました。 
その後、古今

こ こ ん

東北
とうほく

ブランド商

品の生産者である「有限会社趙
チョウ

さんの味」の李
イー

香
ヒャン

星
ソン

さん、「株

式会社あんしん生活」の津田勇

輝さんから、事業再建までのご

苦労を報告いただきました。 
つどいを通じて、これからも

震災を忘れず、風化させず、大

規模自然災害発生時の生協の役

割を継承し続けることを、参加

した職員全員で確認しました。 
（機関運営部課長 中塩晴彦）

 
● 2018年度「家庭の食事からの放射性物質摂取量調査」結果 

 

みやぎ生協は 2011 年度から
「家庭の食事からの放射性物質

摂取量調査」を実施しています。  
この調査は、メンバーの実際

の食事でどの程度の放射性物質

を摂取しているのかを測定する

ために行っているもので、「陰
かげ

膳
ぜん

調査」と呼ばれる方法で実施し

ています。食事を１人分余分に

作っていただいたものをサンプ

ルとして提供していただきます。 
2011 年度は 1 回、2012 年度
は 2 回、2013 年度～2017 年度
は年 1回の調査を行い、2017度

までに延べ 278 のサンプルにつ
いて検査を行ってきました。 

2018年度の検査結果は、セシ
ウム 134、セシウム 137 ともに
全 30件すべて「検出せず」でし

た。この調査は 2019年度も継続
して取り組む予定です。 
（品質管理室長兼カルテ課長 

   雫石清志） 

 

東日本大震災 復旧・復興のとりくみ  

み や ぎ 生 協  



カキ剥き場での説明の様子 震災復興祈念公園事業の防災対策庁舎周辺 
の工事の様子 

乾燥ごぼうを水で戻し、胡麻ドレッシングと 
マヨネーズで和えたサラダの試食を提供 
 

参加者から「乾燥ごぼうを初めて知った。
美味しいし、使いやすそう。お店で探して
みたい」との声が多く寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●「仙台防災未来フォーラム2019」でローリングストックを紹介 

 

みやぎ生協では、災害時にも

使える食品を普段のくらしの中

で定期的に消費し、補充を繰り

返す「ローリングストック（循

環備蓄）」により、災害への備

えを習慣化することを呼びかけ

ています。 
3月 10日（水）仙台国際セン

ターで開催された「仙台防災未

来フォーラム 2019」へ、ブース
出展しました。 
乾燥ごぼうサラダの試食を提

供しながら、くらしの中で備え

るローリングストックの取り組

み方を紹介しました。 
参加者からは、「災害時の野

菜不足は震災で痛感している。

乾燥野菜をふだんから使ってお

きたい」「フリーズドライスー

プは愛用しているが、備蓄用と

は意識していなかった。今後は

意識したい」などの声も寄せら

れました。 
みやぎ生協のブースには、約

720 人が立ち寄られたほか、後
日、ブースに立ち寄られていた

マンション管理人の方から、住

人への配布のために減災リーフ

レットの追加希望が寄せられる

など、普及につながりました。 
（生活文化部 山田尚子） 

 
 

●「震災から８年 親子で学ぼう、被災地スタディーツアー」 

～語り部と歩こう南三陸町～ 

 
3月 16日（土）みやぎ生協の
メンバー32人（内、子ども 6人
を含む親子 4 組）が、南三陸町
の被災地を訪問しました。宮城

県漁協志津川支所訪問や、語り

部のお話を聞きながら、町内を

視察しました。 
志津川支所ではカキ養殖部会

部会長の行場博文さんより、震

災ですべての養殖施設を失った

状況から現在カキ剥き場が再建

できたことへのみやぎ生協はじ

め全国の生協からの支援に対し

感謝の言葉をいただきました。 

その後、語り部と一緒に町内

の防災対策庁舎、旧戸倉中学校、

高野会館を視察しました。 
参加者からは、「カキ生産者の

方の長い間のご苦労に、頭が下

がります」「語り部のお話は、100
冊の本にも勝る時間だった」と

の声や、子どもたちからも「津

波のこわさを知った」「避難訓練

の時に、教えてもらったことを

いかしたい」などの声が寄せら

れ、親子で防災を学ぶきっかけ

になりました。 
（生活文化部 森浩子） 

東日本大震災 復旧・復興のとりくみ  

み や ぎ 生 協  



蒲生功理事長を中心に黙祷する参加者 
 

「野蒜ヶ丘」での 

お茶会の様子 

(風船で福笑い) 

 

せんだい3.11メモリアル交流館にて 

「みやぎ被災地訪問」には、山形大学から
学生 10 人が参加しました。訪問時の画像
を元にナレーションを付けて YouTube に、
アップしています。（アカウント名: 山形大学生
協小白川地区学生委員会 OH,ONE!?） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 今年で８回目の慰霊の日 

 

今年で 8 回目の慰霊の日は、
小雨の降る 1 日でしたが、松島
町にある松島医療生協には地域

の組合員が 27人集まり、お茶会
を開き、当時の話や亡くなった

方の思い出、災害時の備えなど

みんなで語り合いました。また、

野蒜にあったデイサービス跡地

には、職員数人で献花し、手を

合わせて来ました。 
当時、利用者・職員 15人が亡
くなった野蒜デイサービスの跡

地は、今は更地になり、多くの

人が避難した野蒜小学校は、防

災をテーマにした宿泊施設へと

生まれ変わりました。そして、

地域避難者の多くは、高台の「野

蒜ヶ丘」へ移り住んでいます。 
 「野蒜ヶ丘」で組合員同士の

交流を復活させようと始めたお

茶会も、地域の集会所をお借り

して 2ヶ月に 1回行い、早 1年
を迎えました。毎回 20人前後の
方が集まり、歌や体操、お喋り

と毎回楽しく行っています。 
お茶会で中心になっている組

合員さんは、「この１年間は、

お茶会に参加する仲間を増やす

と同時に、一人ひとりが孤立せ

ず、健康で、お互いに励まし合

うことを大事にしてきた」と、

しみじみ話していました。 
（組合員活動部 高橋康則） 

 
 

 

  

●「３.11メモリアルのつどい」開催

3月 11日（月）大学生協事業
連合（東北地区）と大学生協東

北ブロックでは、「3.11 メモリ
アルのつどい」を共同で開催し、

大学生協仙台会館の職員と東北

ブロック学生事務局が参加しま

した。 
冒頭に黙祷を行い、大学生協

事業連合（東北地区）の佐藤和

之常務理事から挨拶及び 2018
年度の復興支援活動の取り組み

報告を行いました。昨年は 11月
に被災地訪問として、東松島市

震災復興伝承館（旧野蒜駅）、

震災遺構仙台市立荒浜小学校、

せんだい 3.11メモリアル交流館
（荒井駅内）を訪問しました。 
東北ブロック事務局を務める

山形大学生の菊池駿平さんより、

みやぎ被災地訪問の概要と参加

した学生の感想を紹介しました。 
他にも、全国大学生協連の企

画である「ふくしま被災地スタ

ディツアー（9月）」や、全国の
専務理事マネジメント研究会の

オプションツアーでの「石巻市

街地および大川小学校訪問

（2019年 2月）」について報告
しました。なお「未来の大学生

応援募金」は、2018 年度は
916,354円が寄せられました。 
（大学生協東北ブロック 

事務局長 田中康治） 

東日本大震災 復旧・復興のとりくみ  

松 島 医 療 生 協  

大 学 生 協 事 業 連 合 （ 東 北 地 区 ）  



講師の山田正彦さん 

（元農林水産大臣・弁護士） 

  

  

 

 

 
 
 

 

● 主要農作物種子法（種子法）学習会 

～種子法廃止・種苗法の運用とこれからの日本の農業について～ 

 
3 月 6 日（水）フォレスト仙
台 2 階フォレストホールにおい
て、元農林水産大臣で弁護士の

山田正彦さんを講師に、廃止さ

れた種子法の学習会を開催し、

174人が参加しました。 
2018年 4月に廃止された主要
農作物種子法はどのような役割

をもった法律だったのか、私た

ちの暮らしや宮城の農業へは、

どのような影響が今後あるのか

を、「日本の種子(たね)を守る会」
を立ち上あげた山田正彦さんに

現状と課題を講演していただき

ました。 

山田さんはTPP協定の批准以
降、国内法の改定がすすんでい

ること、コメ・麦・大豆の種子

が民間企業に解放される恐れが

あること、国内で遺伝子組換え

種子のコメの試験栽培が行なわ

れている事などを話されました。 
参加者からは、「種子法はむ

ずかしい内容と思っていました

が、食の安全、食料主権が脅か

されることであり、消費者にと

っても大きな問題です」「農薬・

遺伝子組み換えを含め、様々な

方面から、自分たちの食べ物を

考えなくてはならないと思いま

す。遺伝子組み換え表示は厳し

くなると思っていましたが、逆

だったことが分かりました」「宮

城県でも条例の制定を希望しま

す」との感想がありました。 
（生活文化部 和賀恵治） 

 

● ３月２１日よりコープふくしま・福島県南生協と合併しました 

 
みやぎ生協、コープふくしま、

福島県南生協の 3生協は、2019
年 3月 21日（木）に組織合同し
ました。大規模な生協同士の県

域を越える組織合同は、全国と

しては4例目で東北では初です。 
法人名としては「みやぎ生活

協同組合」に統一されますが、

福島県域での組合員との歴史を

尊重し、通称は「みやぎ生協・

コープふくしま」と表現します。 
組織合同に伴い、みやぎ生

協・コープふくしまの中期計画

（2019 年度～2023 年度の 5 年
間）を策定しました。 
中期計画は、特に福島県域で、

共同購入（宅配）事業を軸とし

た仲間づくり（組合員拡大）を

強め、地域貢献できる役割の幅

を広げる計画です。 
また、引き続き東日本大震災

からの復興に寄与するとともに、

くらしの厳しさが増す中でこそ

生活協同組合の役割を発揮しつ

つ、安定した経営体質を確立さ

せていきます。 
（機関運営部課長 中塩晴彦） 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

会員生協だより 

み や ぎ 生 協  

 

組織合同後の経営数値 

①メンバー（組合員）数・供給高規模を以下のように想定しています。 

メンバー（組合員）数 95 万人 全体供給高 1,300 億円 店舗事業 870 億円 エネルギー事業 26 億円 

共同購入事業 384 億円 生産部取引高 53 億円 サービス事業 20 億円   

②事業所数（2019 年 3 月 21 日時点） 

 みやぎ生協 コープふくしま 合計 

店舗数 51 12 63 

共同購入センター数 11 6 17 

 



土井亨衆議院議員との懇談では、県内の
復興状況について話し合われました。 
 

岡本あき子衆議院議員との懇談では、 
幼児教育の無償化などお話を伺いました。 
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● 2018年度「首長・議員懇談会」開催 

 
みやぎ生協では毎年、宮城県

内の首長や県議会議員、仙台市

議会議員の方々と懇談会を開催

しています。 
今年度は 31自治体の首長、14

人の県議会議員、23人の仙台市
議会議員と、メンバーのべ 750
人が懇談しました。 

2018年度は、初めて国会議員
との懇談会も開催しました。 
自由民主党の土井亨衆議院議

員、立憲民主党の岡本あき子衆

議院議員とそれぞれ懇談し、み

やぎ生協の活動について報告し

意見交流しました。 

懇談会の開催を機に、包括連

携協定を結んだ自治体が増えて

います。2018年度は塩竈市・大
崎市・富谷市・仙台市・白石市・

利府町と締結し、合わせて 1県 8
市町となり連携が広がりました。 
くらしに密着した水道事業の

民営化について、参加された県

議会議員から情報提供があり、

県議懇談会に参加したメンバー

から、「詳しいことが聞けて良

かった」「参加して良かった」

との声がありました。 
（生活文化部 大友千佳子） 

 
 

 

 

● 今こそ、生産者と消費者が手を組み更に強固なネットワークを 

 
昨年末 TPP11が発効し、米国

とは TAG（物品貿易協定）とい
う事実上のFTAが始まろうとし
ている中、あいコープみやぎの

提携生産者で組織する「あいコ

ープ共生会」は、2月 22日（金）
の総会で、「TPP11問題」につ
いて鈴木宣弘東京大学教授によ

る講演を行いました。 
鈴木宣弘教授の資料の冒頭に

は、『規制改革、自由貿易の名

目で、公共的、共助的なルール

や組織を破壊し、命を守り、命

を救うよりも、日米オトモダチ

企業の利益を増やそうとする動

きが止まらない』とあります。 
直近の問題として、市場開放

に加え、酪農協弱体化の仕掛け

によりバター不足どころか国産

牛乳が飲めなくなる日がくるか

もしれないと、食と農の危機を

訴えられました。 

他にも日本の未来は暗いと思

う問題ばかりでしたが、最後に

「これらに対抗できるのは、生

産者と消費者が直接繋がった関

係を強固にすること、そしてそ

の活動を拡大することです。共

生会の皆さんは、自分達が国民

の命を支えているのだ！と自信

を持って、今の安全な食品製造

を続けてください」という鈴木

教授の言葉に希望を見出しまし

た。  
  （副理事長 髙野恵美子） 

会員生協だより 

み や ぎ 生 協  

 

生 協 あ い コ ー プ み や ぎ  

 



在学生に行なった自動車学校について

のアンケート結果をもとに説明する様子 

  

  

 

 

 
 
 

 

● 柴田さくらマラソンで「健康チェックコーナー」開設 

 
4月 15日（土）「第 13回柴田

さくらマラソン」が開催され、

医療生協として初めて「健康チ

ェックコーナー」を設けさせて

いただきました。保健部員を中

心とした 15 人の組合員が参加
しました。 
桜はちょうど見頃、雲一つな

い青空で蔵王も雄大に見える良

いロケーションの元、3,000人の
走者を迎えました。 
走者は、宮城県はじめ、隣県、

関東方面からで、何度か参加さ

れている方が多く、参加した時

の桜や天気の事

など楽しくお話

しできました。

家族の方も一緒

に健康チェック

を受けていただ

きながら、運動習慣、塩分の取

り方などの話ができ、健康習慣

の振り返りをされていました。 
地域まるごと健康づくりや、

みやぎ県南医療生協の紹介、大

会参加を楽しもう！の合言葉で、

ちらし配布や健康チェック、呼

び込み隊と、それぞれが役割を

持ち、ちらしを配りながら周辺

ブース見学やマラソンの応援を

して歩き、医療生協をアピール

しました。 

なお大会実行委員長はじめ、

重要な要員としても、組合員が

多く関わっています。 
（看護師長 森亜矢子）

 
 

 
●「合格者･保護者説明会」の取り組み 

 
2 月 9 日（土）合格者とその
保護者を対象に、新生活準備の

ための説明会を開催しました。

午前中の説明会には 65組、午後
には 25組が参加されました。 
説明会および終了後の個別対

応では、先輩の学生スタッフが

自身の学生生活の経験をもとに、

学業から課外に至るまで様々な

アドバイスを行いました。 

自動車学校の説明では具体的

な免許取得時期を提案しました。

パソコンの説明では参加者から

「いつどのような場面で使うの

ですか」という質問に、工大生

の勉学研究スタイルの紹介を交

えつつ説明を行いました。 

先輩学生からの話に熱心にメ

モを取る参加者の姿も見られま

した。今回の説明会に来たから

こそ得られる情報をメモしてい

かれる姿は、企画している側か

らしても喜ばしい限りです。 

展示ブースでは、教科書展示

コーナー、講義で作成した作品

の展示、学科紹介のポスター掲

示等を行いました。学科紹介の

ポスターを写真に撮って行かれ

る方も目立ち、今後の説明会か

らはポスターの内容を配布資料

にする予定です。 
今後も東北工大生協では、新

入生が充実したキャンパスライ

フのスタートを切れるよう、先

輩学生の知恵や経験をふんだん

に盛り込んだ説明会をつくって

いきます。 
（大学生協東北ブロック 

学生事務局 大町研太） 

会員生協だより 

み や ぎ 県 南 医 療 生 協  

 

東 北 工 業 大 学 生 協  

 

健康チェックコーナー 快晴の中でのさくらマラソン 



かべ新聞について発表する児童 
（JA みやぎ仙南組合長賞受賞） 

  

  

 

 

 
 
 

 

● あぐりキッズ農業体験活動「かべ新聞コンクール」 

 
JAみやぎ仙南管内では、青年
部や女性部が中心となって、小

学校や幼稚園、保育園などの子

どたちに向けて、稲や野菜など

の栽培体験を行なっています。 
当コンクールは、農業体験活

動を通して学んだことや気づい

たことを「かべ新聞」にまとめ

てもらうことによって、より農

業への理解を深めてもらおうと

開催しているものです。 
13 回目の開催となった平成

30年度は、15団体から 20作品
の応募がありました。 

2 月 9 日（土）蔵王町ふるさ
と文化会館（ございんホール）

において開かれた表彰式および

発表会では、子どもたちをはじ

め青年部や女性部、教育関係者

など約 400人が参加しました。 
7 つの入賞団体が表彰を受け
た後、体験談や感想などを交え

ながら発表を行ないました。 
（販売推進課課長 佐藤祥文） 

 

 

 

● 仙台市と「自転車の安全利用の促進に関する協定」を締結 

 
全労済宮城推進本部は「仙台

市自転車の安全利用に関する条

例」の施行にともない、仙台市

と「自転車の安全利用の促進に

関する協定」を 3月 5日（火）
に締結しました。 

今回の協定締結に際しては、

自転車をはじめとする損害賠償

保障を取り扱う組織の１つとし

て、条例の周知や自転車損害賠

償保険等の情報提供などについ

て、仙台市と連携して取り組む

ことを定めています。 

近年、自転車をはじめとする

損害賠償事例をニュースで耳に

することが増え、条例制定後は

窓口にてお客さまからのお問い

合わせを多くいただいているこ

とからも、損害賠償保障に対す

る関心の高さが窺い知れます。 

自転車は身近な乗り物である

一方、事故を起こしてしまった

場合には自身が高額な損害賠償

金の支払い義務を負う可能性も

あることから、リスクへの備え

が必要不可欠です。 

全労済宮城推進本部では今後

も仙台市と連携し、共済の加入

促進や交通安全教室などの実施

を通じて、地域の安心・安全を

まもる取り組みを展開してまい

ります。 

（専務理事 蛭田美幸） 

会員生協だより 

み や ぎ 仙 南 農 協  

 

宮 城 労 働 者 共 済 生 協  

 



生協は、「平和とよりよき生活のために」をスローガンに掲げています。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 

「沖縄戦跡・基地めぐり」参加者の皆さん まとめの模造紙で報告会参加者と交流 

講師の藤森俊希さん 
（日本被団協事務局次長） 

  
  
●「第36回沖縄戦跡・基地めぐり報告会」 ～わたしが見た沖縄の今～ 
 

4 月 6 日（土）エル・パーク
仙台ギャラリーホールにおいて、

「第 36回沖縄戦跡・基地めぐり
報告会」を開催し、52人が参加
しました。 
 3 月 27 日（水）～3 月 29 日
（金）に行なわれた「沖縄戦跡・

基地めぐり」に、みやぎ生協か

ら参加した親子7組14人と学生
3 人が、現地で見てきたこと、
感じたことなどを、スクリーン

に映した写真を使いながら、沖

縄に残る戦跡や当時の様子、く

らしにかかわる基地問題など

を報告しました。 

その後の交流では、学んだこ

とをまとめた模造紙をもとに、

戦争の悲惨さ、平和の大切さを

伝えました。 
参加者からは、「報告の映像

を見て、米軍の演習場から聞こ

える機関銃の音に沖縄の現実

を思い知らされた」「自発的な

思いで参加した子どもたちが

新たな日本の将来を創ってい

くと思うと心強い」などの感想

が寄せられ、平和への想いを共

有することができました。 
（生活文化部 安達茂子） 

 

 
 

               
● ヒバクシャ国際署名連絡会宮城「結成２周年記念講演会」 

 
3月 16日（土）県連が事務局

団体として参加しているヒバク

シャ国際署名連絡会宮城（以下、

連絡会宮城）の「結成 2 周年記
念講演会」が、東京エレクトロ

ンホール宮城 601 会議室におい
て開催され、約 40人が参加しま
した。 
はじめに宮城県原爆被害者の

会代表の木村緋紗子さんが挨拶

を行い、次に連絡会宮城の 2 年

間の活動のふりかえりを、県連

事務局の松本研一郎課長がスラ

イドを使って報告しました。 
記念講演では、日本原水爆被

害者団体協議会（略称：日本被

団協）事務局次長の藤森俊希さ

んが、『核兵器のない世界をつく

る』と題して講演しました。藤

森さんは、国連でスピーチをお

こなった時のことをふまえ、「核

兵器禁止条約の発効と世界中の

核兵器廃絶の実現は、被爆者、

市民、非核国による取り組みが

大きな力になる」と話されまし

た。 

み や ぎ 生 協  

宮 城 県 生 協 連  



 

古紙リサイクルポイントシステム 

店頭に設置してある回収ボックスに古紙を持っていくと
ポイントが貯まり、割引券が発行されます。メンバーから
は「いつでも持って行けるので便利」「リサイクルでポイ
ントが貯まるのが楽しい」などの声を頂いていいます。 

 

認定特定非営利活動法人 JETO みやぎ 

for Japan Earthquake & Tsunami Orphans in Miyagi 
（東日本大震災とその津波による宮城県の震災孤児
に支援の手を）」の頭文字。東日本大震災で両親を
失った「震災孤児」を応援している団体。 
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（生活文化部 昆野加代子） 

 

  

 

● 古紙リサイクルで震災孤児の支援 ～寄付金贈呈式～ 

 

昨年に引き続き 4 年目とな
る今年も、みやぎ生協の 35 店
舗に設置してある「古紙リサイ

クルポイントシステム」にて、2 
月 11 日～2 月 28 日までに集ま
った古紙 1 ㎏あたり 2 円（みや
ぎ生協 1 円/㎏、サイコー様 1 円/
㎏）、279,750kg分の 559,500円
を、認定特定非営利活動法人 
JETO みやぎへ寄付し、東日本
大震災で両親を失った「震災孤

児」への支援につなげました。 
「古紙リサイクルポイント

システム」は、紙類回収ステー

ションとして仙台市と連携して

いる取り組みです。分別・リサ

イクルの一層の促進を目指す

「WAKE
ワ ケ

 UP
アップ

!!仙台 2019 春の

ごみ減量キャンペーン」と連携

し、みやぎ生協と株式会社サイ

コー様が共同で行いました。 

（環境管理室室長 大原英範） 

 

 

● よみがえれ海岸林「仙台市荒浜地区海岸防災林」植林体験会 

 
みやぎ生協では、メンバーや

協賛企業からの募金、アルミ缶

売却益などを積み立てた「COOP
緑の基金」を活用し、東日本大

震災で被災した海岸防災林の再

生を図り復興の一助とするため、

荒浜地区に植林を行いました。 
4月 20日（土）の植林体験会
では、メンバー、協賛企業、職

員、協力いただいた団体など、

総勢 60 人で 1.4ha に 700
本のクロマツを植えました。 
小さな子どもたちの参加

も交え、1 本 1 本ていねい
に植え、その中の 1 本には
目印になるよう、また大き

く育って欲しいと願いを込

めて名札を立てました。 
植林に際し、「COOP 緑の基
金」に協賛いただいた株式会社

ロッテアイス様、みやぎ生協提

携車検工場会様からの募金の贈

呈式も併せて行い、今後の協力

も呼びかけました。 
植林した場所は、仙台森林管

理署と「社会貢献の森」の協定

書を結び、「こ～ぷの森荒浜」

としています。今後は防災林再

生がすすむように見守り、必要

な手入れ作業なども行っていき

ます。 
（生活文化部 昆野加代子） 

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  

 



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（略称：消費者懇）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、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 

講師の大沼伸さん 

 
 

 

 

 

 

 

●「平成31年度宮城県食品衛生監視指導計画（案）」へ意見を提出 

 

2015年に食品表示法の施行、
その後、機能性表示食品制度が

スタートし、栄養表示も義務化

され 2017年 9月には、全ての
加工食品（輸入品を除く）への

原料原産地表示が義務化され

ました。そして、食品衛生法の

大改正が 2018年 6月 13日に公
布されるなど、ほんの 2～3 年
で、食品を巡る制度変更が目ま

ぐるしく行われています。 
宮城県では、2月 19日（火）
～3月 18日（月）の期間、食品
衛生監視指導計画（案）への意

見を広く県民に募集しました。

消費者懇では、食品衛生監視指

導計画（案）への意見提出は、

県民の立場にたった食品の安

全確保の取り組みに関する意

見を、自治体に届ける貴重な機

会であり、また食品の安全に関

するリスクコミュニケーショ

ンのひとつと捉え、毎年度、積

極的に意見を提出しています。 
3月 15日（金）宮城県環境生
活部食と暮らしの安全推進課

食品安全班あてに意見を提出

しました。なお、消費者懇と宮

城県生協連で、同様の意見を提

出しました。（後掲） 
 

●「2019年度幹事会」開催 

 

4月 25日（木）フォレスト仙
台 5 階 501 会議室において、
「2019 年度幹事会」を開催し
ました。各構成団体から代表者

や部会メンバー、理事、事務局

など 26人が参加しました。 
野崎和夫座長（県連専務理

事）の開会挨拶後、幹事会に先

立ち、「水道の未来を考える」

をテーマに、宮城県企業局水道

経営管理課技術副参事兼課長

補佐（総括担当）の大沼伸さん

を講師に学習しました。 
宮城県は水道事業において

厳しさを増す経営環境でも、持

続可能な水道経営を確立する

ため、広域上水道、工業用水、

流域下水道の運営権を一括し

て民間企業に委ねる「みやぎ型

管理運営方式」の検討を 2016
年度から進めています。水道料

金の上昇を抑制できるとし、民

間への業務委託期間を 20 年間
とする “みやぎ型 ” の導入を
2021 年度中には実施するとい
うことです。参加者から質疑や

意見などが活発に出されまし

た。 
学習会終了後、座長を議長に

議事に入り、第 1号議案「2018
年度活動報告」、第 2 号議案
「2019年度活動計画」、第 3号
議案「座長、副座長、事務局長

の任命」について、一括して加

藤房子事務局長（県連常務理

事）から提案があり、全議案が

承認されました。 
「みやぎ版コンセッション

方式」は、運営権自体が民間企

業に移ることになります。本当

に導入するかどうかの最後の

判断は、自治体が個別に行うこ

とになりますが、多くの県民は

詳細状況を知らされていない

ことから、今後、学習会を開催

することについて参加者全員

で確認しました。 
（事務局長 加藤房子）

〒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.coop  ＵＲＬ https://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 



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 

「消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城（略称：消費税ネット）」は 2003 年に設立され、消費税率引き上げに反対する一点
で集まった宮城県内の事業者・消費者の団体・個人のネットワークです。前身は、１９７８年に同じように商業者団体、市民・消費者
団体など多数の幅広い団体が集って結成した「一般消費税を止めさせる宮城県民会議」です。 
会員数は、団体 38、個人 74 です。（2019 年 3 月現在） 

国会議員（右）へ署名を提出する様子 

署名活動の様子 

●『いま上げるべきではない。消費税10％ストップ！署名提出集会』が開催され、 

宮城県第1次集約分15,676筆を国会に提出！全国では154,764筆を提出！ 

 

3月 20日（水）参議院議員会
館 101 会議室において、「10％
ストップ！ネット」主催で『い

ま上げるべきではない。消費税

10％ストップ!署名提出集会』が
開催され、参加した国会議員へ

宮城県第 1 次集約分 15,676 筆
を含め、全国から寄せられた

154,764 筆の国会請願署名を提
出しました。消費税ネットから、

宮城県生協連の加藤房子常務理

事が参加しました。 
10 月からの消費税率 10％の

引き上げを何としても阻止しよ

うと結成された「10％ストッ
プ！ネット」は、『消費税、いま

上げるべきではない』の国会請

願署名の取り組みを呼びかけて

います。消費税ネットも、この

趣旨に賛同し、「10％ストッ
プ！ネット」の国会請願署名へ

取り組むこととし、2月5日（火）
から事務局団体をはじめ、団体

会員・個人会員や関係者など多

くの皆様にご協力のお願いを呼

びかけました。 

その結果、短期間にもかかわ

らず 3 月 19 日（火）までに、
15,676 筆もの署名を寄せてい
ただきました。 

 

● 宮城県内で消費税増税に反対している3団体共同で街頭行動を実施し、 

「消費税、いま上げるべきではない」と呼びかけました 

  

実質賃金の落ち込みや物価の

上昇で家計消費は低迷し、年金

も実質削られ、深刻な消費不況

が続いています。消費者・事業

者の実情を踏まえ、消費税率

10％の引き上げを何としても
阻止しなければなりません。 
県内で消費税増税に反対して

いる 3団体（消費税ネット・消
費税をなくす宮城の会・消費税

廃止宮城県各界連絡会）共同で

2月 23日（土）と3月 30日（土）、
午後 1時から 2時まで、仙台市
青葉区広瀬通一番町交差点付近

において街頭行動を実施しまし

た。（参加者／2月 23日：30人
3月 30日：40人） 
各団体ののぼり旗を掲げ、各

構成団体の代表者によるリレー

アピール、「10 月からの消費税
10％中止を求める」国会請願の
署名活動、「消費税率 10％への
引き上げ中止を求める国会請願

署名へご協力のお願い」のチラ

シ入りティッシュの配布、シー

ル投票などを行いました。 
2 日間の街頭行動で、309 筆

の署名を寄せていただきました。  

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.m31660hk@todock.coop  URL https://kenren.miyagi.coop/katudou/vat/activity.html 消費税ネット 

（事務局 加藤房子） 



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。私たちは知識と力を合わせ、良質な介護・福祉サービス提供と

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ます。もって子どもから大人まです

べての人の人権が尊重されるまちづくりと、地域住民の福祉向上に資することをNPO法人介護・福祉サービス非営利団体ネットワーク

みやぎ（略称：介護・福祉ネットみやぎ）の目的としています。会員数は正会員 20 団体、個人正会員 19 人、団体賛助会員 3 団体、個人

賛助会員 57 人です。（2018 年 7 月現在） 

NPO法人 介護・福祉サービス非営利団体ネットワークみやぎの活動 

仙台市健康福祉局保険高齢部地域包括
ケア推進課の松本啓伸課長（右）に 
要請書を手渡す内舘理事長 

 

● 仙台市へ『地域包括支援センターに関する要望書』を提出 

 

3月 25日（月）介護・福祉ネ
ットみやぎは、『地域包括支援

センターに関する要望書』を、

仙台市健康福祉局局長宛に提出

しました。 
地域包括支援センター（以下 

センター）は、2011年の改正介
護保険法により市町村が設置主

体となり、地域の住民を包括的

に支援することを目的として設

置されました。2015年4月からは、
全国の全ての市町村に設置され、

さらに日常生活圏域ごとの設置

が推進されるなど、包括的支援

事業等を地域において、一括的

に実施するための中核的機関と

して役割が期待されています。 
このような中、センターの業

務は、基本事業はもとより、新

しく地域支援事業となった「在

宅医療・介護連携事業」「生活

支援コーディネーター業務」「認

知症対応事業」「地域ケア会議」

「新しい総合事業の一般予防事

業」なども加わり、業務範囲は

拡大しています。しかし、セン

ターの人員構成は大きく変わっ

ておらず、業務量に伴う業務負

荷が増しています。 
介護・福祉ネットみやぎでは、

今後、地域包括ケアシステムの

構築を推進する上で、センター

の機能強化を行うことは重要な

課題であると捉え、センターの

運営状況や実情を把握するため

の調査を実施しました。調査の

結果をふまえ、地域の実情に応

じ、より良い利用者本位の支援

が図られるよう、仙台市へ要望

書を提出しました。（後掲） 
（事務局長 渡辺淳子） 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

菅野勝男氏撮影 

≪講師プロフィール≫ 

社会学者、東京大学名誉教授、認定 NPO 法人ウィメンズ
アクションネットワーク（WAN） 理事長。専門は女性学、ジ
ェンダー研究。この分野のパイオニアであり、指導的な理

論家のひとり。近年、高齢者の介護とケアの分野に研究
領域を拡大している。 
1994 年に『近代家族の成立と終焉』（岩波書店）でサントリ

ー学芸賞受賞。2011 年度「朝日賞」受賞。 
著書に、『おひとりさまの老後』『男おひとりさま道』（法
研）、『おひとりさまの最期』（朝日新聞出版）、『ケアのカリ

スマたち 看取りを支えるプロフェッショナル』（亜紀書
房）、「ケアの社会学」（太田出版）など多数。 

 

 

2019年6月18日（火） 
13：00～16：00 

 フォレスト仙台 2F  
第2フォレストホール 
仙台市青葉区柏木 1-2-45  

日
時 

会
場 

2019年度総会のお知らせ 

◇第一部：13：00～14：40 

記念講演 

◇第二部：15：00～16：00  

2019年度総会 

記念講演 

『最期までおうちでいたい～介護職にできること』 

講師 東京大学名誉教授 上野 千鶴子さん 

仙台市青葉区柏木 1-2-45  フォレスト仙台 5F  ＴEL 022-276-5202  FAX 022-276-5205  
E ﾒｰﾙ sn.mkaigonet2@todock.coop  ＵＲＬ https://www.kaigonet-miyagi.jp/index.html 

NPO 法人 介護・ 
福祉ネットみやぎ 



NPO 法人消費者市民ネットとうほく（略称：ネットとうほく）は、消費者被害の未然・拡大防止及び救済のため、消費者や消費者団体・関

係諸機関・消費者問題専門家等と連携し、各種消費者被害の調査・研究・情報収集、是正申入等の活動によって、消費者全体の利益

擁護、消費者の権利の確立に寄与することを目的に活動している内閣総理大臣認定の適格消費者団体です。 

 

適格消費者団体ＮＰＯ法人 消費者市民ネットとうほくの活動 

講師 

佐々木正勝さん 
全国賃貸不動産管理業協会会長 
宮城県宅地建物取引業協会会長 

 

 

講師 

山崎暁彦さん 

福島大学准教授 

行政政策学類 

 

● 講演会「昔と違う!!『最近の賃貸借トラブル』～知らなかった。知って良かった!～」 

 

3月 9日（土）仙台弁護士会
館 4 階ホールにおいて、(公社)
宮城県宅地建物取引業協会会長

で、(一社)全国賃貸不動産管理
業協会会長の佐々木正勝さんを

講師に、ネットとうほく主催の

講演会「昔と違う!!『最近の賃
貸借トラブル』～知らなかった。

知って良かった！～」を開催し

ました。弁護士、消費生活相談

員、学識者、一般消費者など 53
人の参加がありました。  
 佐々木正勝さんからは、賃貸

借契約等に関わる各種問題点と

して、原状回復トラブル、賃料

滞納トラブル、ペット飼育トラ

ブル、相隣関係トラブルなど 15
項目に関して説明されました。 

原状回復トラブ

ルを防ぐには、入

居時に物件の状態

を賃貸借人と確認

し、写真や動画等

を取ることが良い

ことを上げました。

未成年の賃貸借契

約については、あらゆるリスク

を想定することが必要というこ

とです。 
相隣関係トラブルには、建築

技術が発達しているにも関わら

ず、多くの騒音トラブルが寄せ

られており、生活音・ピアノ・

ペットの鳴き声など、上下階隣

室との騒音トラブルがあるそう 
です。 

宮城県宅建物取引業協会の取

り組みについては、不動産・住

宅に係る無料相談、空き家対策

支援、セーフティネット支援事

業、宮城県警との連携、無料セ

ミナーなどの紹介がありました。 
今回の講演会では、一般市民

のみなさまから参加が多く、興

味深く耳を傾ける方、メモを取

る方が多く見受けられました。 
 
● 2018年度「第６回ネットとうほく消費者被害事例ラボ」 ～リース契約～ 

 

 3月 18日（月）18時 30分か
ら仙台弁護士会館において、

2018 年度「第 6 回消費者被害
事例ラボ」を開催しました。 
学識者、弁護士、消費生活相

談員など 23人が参加しました。 
『リース契約』をテーマに、

福島大学行政政策学類の山崎暁

彦准教授が報告しました。 
リース契約とは、販売業者・

顧客・リース会社の三者契約の

ことを言い、リース契約は節税

効果と会計上の効果があること、

最新の設備が使用できること、

小額で設備導入が出来るといっ

たメリットがある一方、平成 19
年の税制改正・会計基準の変更

により、リース契約は売買契約

があったものとみなされること

になり、リース産業は斜陽化し

ているとのことです。 
リース契約に関わる民法改正、

小口提携リースにおける販売業

者の詐欺的な行為についての責

任追及や、リース契約の中途解

約をめぐるトラブルなどの報告

がありました。  

（事務局 金野倫子） 

仙台市青葉区柏木 1-2-40 ブライトシティ柏木７０２号室 
TEL 022-727-9123  FAX 022-739-7477  E ﾒｰﾙ shiminnet-tohoku@triton.ocn.ne.jp  
URL https://www.shiminnet-tohoku.com/ 

適格消費者団体 
NPO 法人 
消費者市民ネットとうほく 



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 193 人 団体 7） 

環境のとりくみ 宮城県ユニセフ協会の活動 

みやぎ生協文化会館ウィズで巡回展示 
 

日本ユニセフ協会大使の長谷部誠さん 
写真パネル「訪問を終えて」 

 
 

 

 

 

 

● 写真パネル展「長谷部誠大使がたどるエチオピア“ワクチンの旅”」 

 

 長谷部誠選手（サッカー）は、

飛行機の中で手に取ったユニセ

フの封筒をきっかけに、マンス

リーサポートのユニセフ募金を

始めました。 
以降、ユニセフ公共 CM への

出演や自身の公式ホームページ

などを通じた寄付の呼びかけに

加え、東日本大震災被災地の子

どもたちへの支援（南三陸町あ

さひ幼稚園）など、ユニセフの

活動を応援しています。 
 
2014 年 12 月には、スマトラ

島沖大地震・津波被災地で復興

を遂げた最大の被災地のひとつ、

インドネシア・スマトラ島のバ

ンダ・アチェで暮らす子どもた

ちのもとを訪問し、高校生や幼

稚園児などと交流を持ちました。 
2015 年にはコペンハーゲン

にあるユニセフの物資供給セン

ターを訪れ、ワクチンの生産か

ら流通までの予防接種の支援事

業について説明を受け、その重

要性を確認しました。 
2016 年 12 月、日本ユニセフ

協会として長谷部選手に感謝を

示すとともに、引き続きユニセ

フの活動にご協力いただくため、

ユニセフ本部の承認の下、ユニ

セフ親善大使の「国内大使」に

あたる「日本ユニセフ協会大使」

に就任していただきました。 
翌年 2017年 5月、長谷部選手
は大使としての初めての活動を

行いました。 
アフリカ東部に位置するエチ

オピアは、都市部で

は経済発展が著しい

一方で、サハラ以南

のアフリカで 2 番目
に多い人口を抱え、

農村部の貧しい地域

を中心に、今も予防可能な病気

が原因で、年間 20万人近い幼い
命が失われています。首都アデ

ィスアベバに到着した長谷部選

手は、ユニセフのスタッフと共

に、ユニセフが調達したワクチ

ンが保管されている中央冷蔵貯

蔵施設へ向かいました。ワクチ

ンは熱に弱く、常に保冷した状

態で保管・運搬しなければなり

ません。「コールドチェーン」と

呼ばれ、時に電気が無い場所・

状況の中でも保冷状態を維持す

る物流網で運ばれていくワクチ

ンを追って、首都から町へ、町

から村へと移動し、村で行われ

たはしかの予防接種の現場に立

ち会いました。 
 
日本ユニセフ協会では、長谷

部選手がたどった「ワクチンの

旅」を、命を守る支援に関わる

人々の姿、また支援に支えられ

た子どもたちの笑顔とともに写

真パネルに作成し、全国各地で

巡回展示を行っています。 
宮城県ユニセフ協会では、

2018 年 11 月 29 日（木）から
12月 8日（土）まで、みやぎ生
協文化会館ウィズで展示し、来

館の皆さまにご覧いただきまし

た。（事務局長 高橋誠子） 

 

〒981-3194 宮城県仙台市泉区八乙女 4-2-2 みやぎ生協 A 棟３F TEL 022-218-5358 FAX 022-218-3663 
E メール sn.municef_miyagi@todock.coop  ＵＲＬ https://www.unicef-miyagi.gr.jp/ 
 

宮 城 県 

 



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 525、法人

63 団体、任意団体 9 団体です。合計 597 です。（4/4 現在） 

環境のとりくみ 公益財団法人 ＭＥＬＯＮの活動 
 

 

 

 

 

 

 

●「第２回 利用者の声も聞ける！電力自由化セミナー」 

～東北の自然エネルギーを家庭で活用しよう！～ 

 

 2月 24日（日）エルパーク仙
台5階セミナーホールにおいて、
「第2回 利用者の声も聞ける！
電力自由化セミナー～東北の自

然エネルギーを家庭で活用しよ

う！～」を開催し、31人が参加
しました。 
一般家庭でも自由に電力会社

を選べるようになった「電力自

由化」から 2 年。「電力自由化」
について正しく知っていただき、

新電力会社を選ぶ際の参考にし

ていただく目的で開催しました。 
始めに、自然エネルギーへの

転換を啓発する NPO 法人エネ
シフみやぎの代表である浦井彰

さんに、電力自由化の仕組みや

自然エネルギーを取り巻く現状

についてお話しいただきました。

とてもわかりやすいお話しで、

参加者も電力自由化について、

改めて理解した様子でした。 
次に、自然エネルギーを主体

に発電する小売業者 3 社から、
みやぎ生活協同組合エネルギー

事業部部長の矢野敏昭さん（株

式会社地球クラブ）、生活協同組

合あいコープみやぎ総務部部長

の大滝満雄さん（株式会社パル

システムでんき）、株式会社アポ

ロガス専務取締役の相良元章さ

ん（ふくしま新電力株式会社）

に、電源構成や発電・売電の仕

組みなどについて、お話しいた

だきました。 
その後、「新電力小売り事業者

へ切り替えた消費者のパネルデ

ィスカッション」を行ないまし

た。コーディネーターに浦井彰

さん、パネリストは実際に新電

力会社に切り替えたMELON会
員の西崎友一郎さんと諸岡浩子

さんから、切り替えの手続きや

変更後の感想をお聞きしました。

手続きも簡単で、電気の使用に

関しては変更前と全く変わりは

ないとのことでした。 
質疑応答では、「新電力会社に

深夜電力料金のメニューはない

のか」「料金は下がるのか」とい

った質問が、参加者から多く出

されました。やはり消費者の選

択基準は料金が第一に来てしま

うのかなど、改めて考えさせら

れました。 
もちろん料金も大事だと思い

ますが、深夜電力料金は原発稼

働が前提であることや、電気料

金が安い電力会社の中には電源

構成の詳細を開示していない会

社もあることなどを頭に入れて、

新電力会社を選んで欲しいと思

います。 
（事務局統括 小林幸司） 

 
 

 

NPO 法人エネシフみやぎ代表 
浦井彰さん 

自然エネルギーを主体に発電している小売業者のご担当者にもお話いただきました。 

（株式会社地球クラブ・株式会社パルシステムでんき・ふくしま新電力株式会社） 

来場者の疑問や質問に答える様子 

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   

  

 



行事予定 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎ「学習会」 

日 時  2019年6月 22日(土) 
  10:15～13:00 

場 所  弁護士会館４階・ホール 

仙台市青葉区一番町 2-9-18 

 通 常 総 会 （10：15～11：15） 

 総会記念講演会 （11：30～13：00） 

 

 

 

 

 

講 師 朝見 行弘さん 

NPO 法人消費者支援機構福岡理事長 

久留米大学法科大学院教授 

弁護士 

 

日 時  2019年7月 18日(木) 
 10:00～12:00 

場 所  フォレスト仙台２階 

第1フォレストホール 
仙台市青葉区柏木 1-2-45 

定 員  200人    

参加費 無 料 

 

講 

師 
 
 

内
田 

聖
子

し
ょ
う
こ

さ
ん 

 【講師プロフィール】 NPO 法人アジア太平洋資料センター（PARC）共同代表  

慶応義塾大学文学部卒業。出版社勤務などを経て 2001 年より同センター事務

局スタッフとなる。自由貿易・投資協定のウォッチと調査、政府や国際機関への

提言活動、市民キャンペーンなどを行う。TPP ウォッチの国際 NGO ネットワークに

も所属し、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリア、マレーシアなどの市民社会

とともに活動。共著に、『徹底解剖国家戦略特区―私たちの暮らしはどうなる？』

（2014 年、コモンズ）など。 

 

学習テーマ 

〈第1部〉映画上映（60分） 

ドキュメンタリー映画  

「最後の一滴まで－ヨーロッパの隠された水戦争」 

〈第2部〉学習講演（60分） 

「水道事業が『民営化』されたら、私たちのくらしはどうなるの？」 

 

消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎ 

仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台 5 階（宮城県生協連内） 

TEL：022-276-5162 FAX：022-276-5160 

適格消費者団体  
NPO 法人 消費者市民ネットとうほく 

仙台市青葉区柏木 1-2-40 ブライトシティ柏木７０２号室 

TEL：022-727-9123 FAX：022-739-7477 

 

水道事業が『民営化』されたら 

私たちのくらしはどうなるの？ 

講演テーマ 

「適格消費者団体の現状と課題(仮)」 

 

市民ネットとうほく「2019年度通常総会＆総会記念講演会」 




