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このたびの「 台風19号」 の影響により被害にあわれた皆さまへ

謹んでお見舞い申し上げますとともに、 一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます

「消費者のくらしと権利を守る第40回宮城県生協組合員集会」
集会決議提案の様子（９月25日）
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「広 がれ！子 ども食 堂 の輪 」 
   

宮城県生協連常務理事  渡 辺  淳 子  

              
   

地域のボランティア活動に

参加する方々と共に、「子ども

たちのために何かをしたい」と

いう思いから「つるがや子ども

食堂」の活動を始めました。 
活動は月 1 回日曜日に、ボラ

ンティアスタッフが作った温

かく家庭的な食事を皆で食べ、

その後は子ども同士の遊びや

交流の場となっています。また、

地域の花屋さんから提供され

る季節の花が、毎回食卓を飾っ

ています。 
当初は財政的に厳しいスタ

ートでしたが、支援して下さる

地域の方々の支えに加え、公的

助成の活用により、今年で 4 年

目を迎えることができました。 
今後は、「つるがや子ども食

堂」の活動を通し、さまざまな

個人や団体がつながることで、

地域のすべての子どもたちが

健やかに育つ環境を作ってい

くのが目標です。 
 
全国的に見ると、子ども食堂

の数は 3,700 ヶ所を超え、昨年

の 1.6 倍に達しています。誰で

も利用できるところが多く、各

地域で子どもを見守る場にな

っています。さらに、地域との

つながりが希薄になる中で、子

どもが抱える問題に気づき、専

門的な支援につなげていくセ

ーフティーネットとしての役

割も期待されています。 
 
日本の子どもの現状は、7 人

に 1 人が貧困状態にあり、ひと

り親世帯では 2 人に 1 人が該当

します。先進国で最悪のレベル

です。現代の子どもたちの貧困

は見えにくく、学校生活や友達

付き合いにも影響を及ぼし、更

には社会とのつながりを断ち

切り、一人で悩み、ギリギリの

状態まで追い込まれる子ども

も少なくありません。 
一方、孤食は、健康や成長へ

の悪影響の他に、社会性や協調

性を阻害すると指摘されてい

ます。しかし、孤食の弊害を理

解しながらも、仕事が忙しく子

どもと一緒に食事を摂れない

家族がいます。 
この様な子どもが抱える問

題は、社会の格差の拡大と切り

離せません。世代を超えて引き

継がれる「負の連鎖」を断ち切

ることが重要です。 
子ども食堂は、こうした問題

意識を共有する出発点になる

と考えています。将来を諦める

子どもがいなくなるように、取

り組みを地域で根付かせ、広げ

ていかねばなりません。 
 
公的支援が十分に行き届い

ているとはいえない中で、子ど

も食堂のように各地域のニー

ズに合わせて、民間の力でサポ

ートする活動は柔軟性があり、

即効性が期待できると考えま

す。未来を担う子どもたちの健

やかな成長を願い、地域全体で

子どもを育む場として、子ども

食堂の活動が、さらに広がる事

を期待します。そして、子ども

食堂が特別なものではなく、社

会の中に自然にあるインフラ

となって欲しいと願っていま

す。 
 

県連役員エッセイ 



  

 
 
● 宮城県生協連第 50 回総会（2019 年度）第 2 回理事会報告 

 
第 2 回理事会は、9 月 10 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10人、監事2人、

顧問 2 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】 

2019 年度冬灯油暫定価格に

ついて、野崎和夫専務理事より

提案があり、全員異議なく原案

通り可決承認されました。 
【協議事項】 

1．2019 年度県知事懇談会開催

計画、2019 年度政党懇談会開

催計画について、野崎和夫専

務理事より提案があり、協議

しました。 
2．県連創立 50 周年記念事業計

画について、加藤房子常務理

事より提案があり、協議しま

した。 
【報告事項】 

1．東日本大震災復旧復興に関す

る取り組みについて、出席し

た理事より報告があり、全員

異議なく了承しました。  
2．第 50 回通常総会開催報告、

令和元年度消費生活協同組合

等指導検査、宮城県高齢者生

活協同組合経営問題、宮城県

協同組合こんわ会活動報告、

平和・憲法 9 条関連報告、令

和元年度宮城県第 1 回地域支

え合い推進協議会報告、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

活動報告、NPO 法人消費者市

民ネットとうほくの活動報告、

東北ろうきんコープローンの

ご案内について、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。 
3．2019 年度県連組合員集会、

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】  

  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。 

 
● 2019 年度生協夏灯油決定価格・冬灯油暫定価格について 

 

 2019 年度の夏灯油価格と冬灯油暫定価格を以下のように決定しました。 
 

2019 年度 夏灯油決定価格 

【配達期間：2019 年 4 月 29 日（月） ～2019 年 9 月 27 日（金）】 

 1 ㍑あたり 18 ㍑１缶あたり 

お任せ給油価格（税込）  ９３.０円 １,６７４円 

 

2019 年度 冬灯油暫定価格 

【配達期間：2019 年 9 月 30 日（月） ～2020 年 4 月 24 日（金）】 

 1 ㍑あたり 18 ㍑１缶あたり 

お任せ給油価格（税込）  ９３.０円 １,６７４円 

個缶価格（税込）  ９４.０円 １,６９２円 

       ※暫定価格は灯油をめぐる大きな環境変化がある場合、期間中に修正することがあります。 

宮城県生協連の活動 



講師の堤未果さん 

（国際ジャーナリスト） 

  

 
 

●「消費者のくらしと権利を守る第 40 回宮城県生協組合員集会」開催 

 
9 月 25 日（水）仙台サンプラ

ザホールにおいて、「消費者のく

らしと権利を守る第 40 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、924
人が集まりました。司会は、東

北大学生活協同組合常務理事で

学生委員長の笹川菜々子さんが

行いました。 
主催者挨拶の後、ご来賓の公

明党宮城県本部副幹事長で仙台

市議会議員の鈴木広康様、立憲

民主党宮城県連合幹事長の鎌田

さゆり様、国民民主党宮城県総

支部連合会代表（開催時）で参

議院議員の桜井充様、日本共産

党宮城県委員会委員の金田基様、

社会民主党宮城県連合幹事長で

仙台市議団代表の辻隆一様から

ご挨拶いただきました。自由民

主党宮城県支部連合会会長で衆

議院議員の西村明宏様からのメ

ッセージを紹介しました。 
続いて、各会員生協の活動に

ついて、生活協同組合あいコー

プみやぎ理事の安部有理さんか

ら紹介がありました。 
次に、『メディアが報じないこ

と～いま日本で何が起きている

のか？！～』と題して、講師に

国際ジャーナリストの堤未果さ

んをお迎えし、ご講演いただき

ました。「『強欲資本主義』が、

いま自国アメリカだけでなく世

界中を飲み込もうとしている。

そして日本もそのターゲットの

ひとつである。株主、経営者、

仕入先、生産者、販売先、労働

力、特許、消費者、税金対策用

本社機能にいたるまで、あらゆ

るものが多国籍化されてゆく。

そして国民の水や医療、農業、

食といった私たちの命や安全・

安心を支えている公共の資産や

サービスが、投資家にとっての

ビジネスチャンスになっている。

2018年12月に『水道法』を改正

し水道事業において運営権を民

間企業に売却するコンセッショ

ン方式の導入を可能にし、2017
年4月には『主要農作物種子法を

廃止する法律案』が成立し主要

農作物の種子のノウハウを民間

に提供することになった。しか

し、国民にとって大事な法改正

にも関わらず多くの国民には知

らされない。テレビなどの番組

で一斉に同じ報道を行っている

ときには、国会で国民にとって

重要な法律を審議しているとき

が多いので注意が必要。選挙や

パブリックコメント提出など、

自分の意思を伝える手段がある。

自分たちの中にある『変えられ

ない』という無力感をなくすこ

とで、必ず状況は変わると信じ

て行動を起こしてほしい」と話

されました。 
その後、みやぎ生活協同組合

理事の藤本富江さんから、集会

決議（後掲）が提案され、満場

の拍手で採択されました。 
最後に、実行委員全員がのぼ

り旗を掲げ、実行委員長の反畑

明実さん（みやぎ生活協同組合

理事）の音頭に合わせ、会場の

参加者と元気にシュプレヒコー

ルを行いました。 
 集会終了後に、堤未果さんの

書籍販売とサイン会を行いまし

た。 

   
 

宮城県生協連の活動 
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●「2019 年度宮城県生協連灯油モニター説明会」開催 

灯油は冬のくらしに欠かせな

い熱源でありながら、市場の価

格に大きく左右されます。 
1996 年から始まった灯油モ

ニターの価格調査活動は、灯油

が適正な価格で販売されている

かどうかを監視することと、市

場で不当な価格操作が行なわれ

ないように抑制する大切な役割

があります。 
調査結果は、宮城県のホーム

ページにも公開され社会的にも

重要な指標となっています。 
9 月 25 日（水）みやぎ生協榴

岡店メンバー集会室において、

2019 年度宮城県生協連灯油モ

ニター説明会を開催し、48人（灯

油モニター参加者 28 人／登録

者数：64 人）が参加しました。 
 生活協同組合連合会コープ東

北サンネット事業連合エネルギ

ー事業本部の矢野敏昭部長の開

会挨拶後、加藤房子常務理事か

ら、灯油モニターの活動や価格

調査の意義、調査の方法などに

ついて説明がありました。 
 次に、生活協同組合連合会コ

ープ東北サンネット事業連合エ

ネルギー事業本部の木村孝統括

から、2018 年度の灯油モニター

の価格調査の結果や灯油の利用

状況について報告がありました。 
 質疑応答を行い、10 月からの

灯油の配達価格調査について、

確認しました。 

 
●「宮城県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)実施方針(素案)」へ意見提出 

 

日本の水道普及率は 98％を超

え、豊かな水源と高い技術力に

よって、世界有数の「飲める水

道水」を誇っています。自治体

が責任もって水道を運営するこ

とで、日本国憲法第 25 条の生存

権のひとつである「公衆衛生」

が保障されています。 
しかし、公共施設などの運営

権を民間企業に委託する「コン

セッション方式」の導入を、自

治体の水道事業でも促進する改

正水道法が 2018 年 12 月に成立

しました。 
宮城県は、人口減少による水

道事業の財政難、老朽化した水

道管などの更新費用、職員の高

齢化・減少などの課題解決策と

して、コンセッション方式導入

による「みやぎ型管理運営方式」

に向け 2016 年度から準備を進

めてきています。 
しかし、県民に対しての説明

が十分行われているとは言えず、

「水道」という最も基本的な生

活のインフラについて、多くの

県民が現状と課題を知る必要が

あります。 
このような中、宮城県は実施

方針素案の公表を行い、9 月 2
日（月）～9 月 30 日（月）の期

間、パブリックコメントを実施

しました。 
今後は、11 月県議会において

実施方針条例を提案し、決議採

択を受ければ、翌年の 3 月から

募集要項等を公表し、事業者の

募集が開始されます。 
県民一人ひとりが宮城県の水

道事業の現状と課題を理解し、

メリット・デメリットも含めた

是非をめぐる議論が行えるよう

にしていくことが求められます。 
宮城県生協連では、9 月 30 日

（月）、宮城県企業局水道経営課

水道経営改革推進班あてに、「宮

城県上工下水一体官民連携運営

事業（みやぎ型管理運営方式）

実施方針（素案）」への意見を提

出しました。（後掲） 
県民のための「生命の源であ

る水」を安定的に供給すること

が大前提であること、水道利用

者との情報共有を十分に行うこ

と、水道利用者である県民一人

ひとりが宮城県の水道事業の現

状と課題について理解できるよ

う十分に時間をかけ、丁寧に説

明を行なったうえで策定を行う

ことを求めました。 

宮城県生協連の活動 



講師の大石美奈子さん 

学習会の様子 

  

 

 

● 学習会「これからは電気料金も自由料金になる？！～電力自由化の最終目的とは～」開催

 

国は、2016年 4月からの電力

全面自由化の最終到達点を、す

べての電力事業者の価格を自由

競争にし、価格抑制の実現を目

指しています。 

2020年 4月には大手電力会社

の送配電部門の法的分離が行わ

れ、事業者間での競争環境状態

が整った段階で、順次現在のよ

うな料金体系（規制料金）では

ない、自由競争での価格にする

方向で検討がなされています。 

しかし、東北エリアでのスイ

ッチングは進んでいないのが現

状です。電力自由化の本来の目

的、スイッチングの状況、電気

料金の経過措置解除に関しての

状況・経過などについてお知ら

せし、消費者が電力会社を選択

することの意義について理解す

るための学習会を、10 月 23 日

（水）フォレスト仙台 2 階第 1

フォレストホールにおいて、宮

城県生協連主催で開催しました。

会員生協組合員、消費者団体か

ら 82人が参加しました。 

はじめに、宮城県生協連の野

崎和夫専務理事が開会挨拶を行

いました。 

その後、「これからは電気料金

も自由料金になる？！～電力自

由化の最終目的とは～」をテー

マに、講師の公益社団法人日本

消費生活アドバイザー・コンサ

ルタント・相談員協会代表理事

副会長の大石美奈子さんから、

ご講演いただきました。 

「私たちが安心して暮らせる

持続可能なくらしのためには、

気候変動や資源・エネルギー、

生物多様性、世界の人々のこと

などを考え、私たちの選択が世

界の、未来世代のくらしを決め

ることを意識する必要があり、

電気においても、どこでどのよ

うに作られているのか、どのよ

うに運ばれてきたのか、CO2 や

廃棄物に対し関心を持つことが

必要。消費者・国民にとって『電

力』は、生活の基盤であること

から、国は 2016年 4月の小売全

面自由化に際しては、競争状態

が不十分なままに『規制なき独

占』に陥ることを防ぐため、低

圧需要家向けの小売規制料金に

ついて経過措置を講じている。

2019 年 4 月、経済産業省の電

力・ガス取引監視等委員会によ

る専門会合は、2020年 4月以降

も規制料金の経過措置について

継続を決め、原則撤廃とされて

いた規制料金が継続することと

なった。消費者の電力自由化に

対する認知が十分にあるか、十

分な競争圧力が存在し値上げな

どで消費者の利益を阻害するこ

とが抑制される状況か、競争の

持続的確保として適正な競争環

境が長期的に継続しているかが、

経過措置撤廃の是非についての

論点であり、今後は概ね年に 1

度検討することとなった」と説

明されました。 

最後に、「ライフラインを切り

替えるのは、とても勇気がいり

ます。しかし、電気やガスを選

ぶことによって、自分たちのく

らしを見直し、さらに、将来の

世代のくらしを変えていくこと

につながります」とお話しされ

ました。 

電力・ガスの自由化のなかで、

消費者がエネルギー選択をする

意義について考える機会となり

ました。 

 

宮城県生協連の活動 



真剣な表情でお話を聞いてくれました 
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● 八乙女小学校でローリングストックを学ぶ授業を行いました 

 

みやぎ生協では、くらしの中

に備える習慣を取り入れてもら

えるよう、ローリングストック

（循環備蓄）を広める取り組み

をすすめています。 
9 月 10 日（火）仙台市立八乙

女小学校からの依頼を受け、小

学 3 年生を対象にローリングス

トックを学んでもらう授業を、

反畑明実理事が講師となって行

いました。3 年生 81 人にも分か

りやすいよう先生からアドバイ

スを受けながら作成した資料を

使って、ローリングストックと

はどんな備蓄方法か、備え方の

コツ、家族で話し合うことの大

切さなどを学習しました。 
その後、ストックしながら普

段でも使える「COOP 乾燥ごぼ

う」を水で戻す体験を行い、給

食の時間にマヨネーズと胡麻ド

レッシングで和えたサラダを、

自分たちで作って試食してもら

いました。 
子どもたちからは、「災害は

悲しいけど、楽しく学べてよか

った」「初めて知ったけど、1
日分食べて 1 日分買い足して、

ずっと同じ量を置いておくのが

すごい」などの感想が寄せられ、

しっかりと理解してもらうこと

ができました。 
（生活文化部 山田尚子） 

   

●「わたりのそばの花見会」開催

9 月 12 日（木）山元町の深山

山麓少年の森において、宮城・

福島のメンバー（組合員）、生

産者、JA みやぎ亘理、JA 全農

みやぎの関係者ら約 80 人が参

加し、「わたりのそばの花見会」

を開催しました。 
「わたりのそばの花見会」は、

そばなどを生産する農業法人 

チームひまわり合資会社、JA み

やぎ亘理、みやぎ生協が主催し、

2013 年から続くイベントです。 
東日本大震災で津波に洗われ

た亘理郡の農地に撒かれたそば

の種は、塩害にも負けずにしっ

かりと根を張り、花を咲かせ、

たくさんの実をつけました。 

亘理で収穫されるそばの一部

は、毎年年末に供給される“古

今東北 つるんと亘理そば”の原

料となり、多くのメンバーに利

用されています。 
参加者は、白い可憐な花が一

面に咲くそばの圃場を、生産者

の伊藤久光さんに案内してもら

い散策しました。 
この日は、昨年亘理で収穫し

たそば粉を使い、地元の「そば

道場かたくり舎」のみなさんが、

参加者の目の前でそばをうって

くれました。“古今東北 南相馬

産かおりなたね油”で、南三陸

町星農場の小松菜を使って岩手

県陸前高田市の工場で加工した

“古今東北 小あみと野菜のサ

クッとかき揚げ”を揚げて、わ

たりのそばと一緒に試食しまし

た。被災地の「今」を感じ、「こ

れから」に思いを寄せました。 
（産直推進本部事務局長  
       佐々木ゆかり） 

東日本大震災 復旧・復興のとりくみ  

みやぎ生協  
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福島大学の三浦浩喜副学長から 
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●「原子力防災講座」開催 

 

9 月 6 日（金）日立システム

ズホール 3 階エッグホールにお

いて、映画「小さき声のカノン」

監督の鎌仲ひとみさんをお招き

して、原子力防災講座を開催し、

50 人が参加しました。狭い日本

で原発事故がもし起こったら、

どうやって自分や家族を守るの

か、可能な限り被ばくを防ぎな

がら逃げるための知識が詰まっ

たお話でした。 
女川原発は仙台市から約 50

キロ。もしもの時は、自分で様々

な情報をキャッチし、自分自身

や家族を守らなければと実感し

ました。原子力防災に、自治体

が取り組むべき課題についての

お話もありました。 
たとえ原発が冷温停止中でも、

仮に廃炉が決定しても、そこに

核燃料がある限り事故の危険性

をはらみます。万全の原発事故

の対策（防災）は、必須です。

自己防衛を意識するとともに、

国民・県民・市民を守ってくれ

るリーダーを選挙で選ぶことの

重要性も再認識しました。 
いつ起こるかわからない原子

力災害に、立ち向かえるだけの

知識を持つことの必要性を噛み

しめる講座となりました。 
（理事 鈴木真奈美） 

 

 
 

●「ふくしま被災地スタディツアー」参加報告 

 
9 月 10 日（火）～12 日（木）、

全国大学生協連が主催する「ふ

くしま被災地スタディツアー」

が行われました。 
1 日目は、福島大学内におい

て、うつくしまふくしま未来支

援センターの先生方による講義

を受講しました。天野和彦特任

教授から「東日本大震災・福島

におこったこと～あのとき避難

所は」、本多環特任教授から「福

島の子どもたちから得た『支援

知』」をテーマに学びました。  
その後、大学内にある展示「東

日本大震災 福島大学の記憶」

を見学し、三浦浩喜副学長より

ご説明をいただきました。 
2 日目は、みやぎ生協・コー

プふくしまの宍戸義広副本部長

と組合員理事の斎藤恵理子さん

のガイドで、浪江町と富岡町を

訪問しました。浪江町では建物

の取り壊しが進む新町通りを実

際に歩き、その後請戸地区も見

学しました。富岡町では帰還困

難区域と避難解除区域の境目と

なる夜
よ

の森
もり

地区、そして東京電

力廃炉資料館を見学しました。 
被災地訪問後は福島市に戻り、

浪江町で石井農園を経営する石

井絹江さんの講話と、「浪江ま

ち物語つたえ隊」の紙芝居をお

聞きしました。 
今回は、全国から 40 人を超え

る学生が参加しました。参加し

た学生からは、「日本では災害

の教訓がなかなか蓄積されない

と感じた」「8 年以上経過して

いても未だ手付かずの状況があ

ることをあらためて知った」と

いった感想がありました。 
（事務局長 田中康治） 

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  

大学生協東北ブロック  



法人サポーター様へ感謝状の贈呈 

  

  

 

 

 
 
 

 

● 2019 年度上期みやぎ生協福祉活動助成金を 24 団体へ 499 万円を贈呈  
 

9 月 7 日（土）みやぎ生協文

化会館ウイズにおいて、「2019
年度上期 みやぎ生協福祉活動

助成金贈呈式」を開催しました。 
今回の申請では 41 件の内 24

件の採択、合計 4,990,000 円と

なり、これまでの助成累計は、

延べ 629 団体、129,941,750 円

になりました。 
 最初に、阿部重樹審査委員長

から審査の経緯を報告いただい

た後、みやぎ生協より各助成団

体へ目録の贈呈を行いました。 
視覚障がい者の社会参加を増

やす取り組みを行っている団体

は、盲導犬のトラヴィスと一緒

に参加されました。 
贈呈式では、助成団体の活動

紹介の他、助成団体同士やみや

ぎ生協の地域代表理事、エリア

リーダーとの情報

交換も行いました。 

活動紹介では、不

登校の問題をより

広く知ってもらお

うと学習会を開催

している団体、地域

の中でママと子どもが集える場

づくりを行っている団体、石巻

で余剰食品を減らすためにフー

ドドライブを定期的に行ってい

る団体、車いすでも不自由なく

利用できる施設や場所を調査し

情報発信を行う団体など、6 団体

から報告していただきました。 
 地域の状況や活動を知り、つ

ながりが創れる場でもある贈呈

式です。この場をきっかけに、

地域の中にあった点が線になり、

暮らしやすい地域づくりにつな

がるよう、それぞれの活動を応

援してまいります。 
（生活文化部 伊藤浩子）  

●「コープフードバンクフォーラム 2019」開催 

 

9 月 18 日（水）仙台勝山館に

おいて、取引先や法人サポータ

ー企業、食品等を提供してくだ

さっている企業・団体の方など

過去最高の 180 人に参加してい

ただき、「コープフードバンク

フォーラム」を開催しました。 
ご来賓に、フードバンクの倉

庫がある富谷市の市長若生裕俊

様、内閣総理大臣補佐官の衆議

院議員秋葉賢也様、参議院議員

石垣のりこ様、参議院議員桜井

充氏秘書の佐藤道昭様に、ご列

席いただきました。 

フォーラムでは、丘の家乳幼

児ホームの須貝隆施設長から、

乳児院の実態についてと、フー

ドバンクから提供された食品が

本当に助かっているという内容

のご報告がありました。また、

美里町社会福祉協議会の永沼威

雄地域福祉課長からは、フード

バンクを活用し地域住民と一緒

に取り組んでいる事例を紹介し

ていただきました。 
また、コープフードバンク設

立 2 年目からこれまで、資金面

でご支援いただいている法人サ

ポーター企業様 53 社に、感謝状

を贈呈いたしました。 
 参加者全員で「食品ロスの削

減」とコープフードバンクの発

展を祈念し、会を終了しました。

（コープフードバンク 

事務局長 中村礼子）

会員生協だより 

みやぎ生協  



食品贈呈の様子はメディアにも取材
していただきました。 

第 2 部の式典にて 

  

  

 

 

 
 
 

 

● 食品の余剰在庫を生活困窮者へ無償で提供する支援活動を開始しました 
 

あいコープみやぎでは、9 月か

ら生活困窮者に食料品支援を行

っている NPO 法人ふうどばん

く東北 AGAIN（あがいん）に、

余剰となった食品を提供する取

り組みを始めました。 
以前より、あいコープとして

フードバンクへの協力を検討し

てきましたが、ふうどばんく東

北 AGAIN の支援事業は常温品

が中心で、宅配事業では余剰と

なる出庫期限切れ商品は冷凍品

が中心となっており、条件のミ

スマッチがあって商品提供の機

会がありませんでした。 
今回、AGAIN が窓口になって、

生活困窮者への支援団体のネッ

トワークへの「連携支援」「団

体支援」に、賞味期限が残り 3
分の 1 を切った冷凍食品を使っ

てもらえることになり、食品支

援が実現することになりました。 
 9 月 9 日（月）に、あいコー

プみやぎ日の出町センターにお

いて、最初の食品提供を行いま

した。  

今後は月 1 回のペースで、約

50万円分の食品を提供していく

ことにしています。 
（組織運営室長 豊嶋馨） 

 
 

● 創立 40 周年「生活者のための協同組合であること」の誓い 

 
9 月 21 日（土）仙台ガーデン

パレス 2 階鳳凰の間において、

「生活協同組合あいコープみや

ぎ創立 40 周年記念式典」を開催

し、組合員・生産者・職員をは

じめ、多くの関係団体の皆様に

ご列席をいただきました。 
第 1 部では、哲学者の内山節

さんによる記念講演「ともに生

きる経済、ともに生きる社会の

創造へ～半市場経済社会におけ

る生活協同組合の可能性～」を

開催しました。 
ロビーでは、40 周年記念グッ

ズの販売も行われました。 
第 2 部では、40 周年記念映像

で組合員や生産者、職員の視点

で、あいコープとの歩みや想い

を共有し、PB ブランドの新名称

「あいシテル」の発表も行われ

ました。また、多くの皆様か

ら創設当時の思い出話やメ

ッセージなど、お祝いと激励

のお言葉をいただきました。 
10 年後の 2029 年、格差が

広がる社会の仕組みはさら

に加速し、農薬やゲノム操作、

マイクロプラスチックや香

害を含む化学物質の問題も深刻

化するかもしれません。私たち

は何ができるのでしょうか。 
ひとつの家庭の取り組みや願

いが、組合員みんなの大きな力

に変わり、社会を変える力とな

るのが「生活協同組合」。 
あいコープがすすめてきた

「食の自給と安全、地域福祉の

推進、環境の保全」を、持続的

かつ発展的に広げ、「生活者の

ための協同組合（＝生協）であ

ること」を誓い、次の 40 年につ

なげていきます。 
（専務理事 高橋正人） 

 
 

会員生協だより 

生協あいコープみやぎ  
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●「健康まつり」に 500 人が参加 

 

10 月 20 日（日）松島医療生

協敷地内において、「2019 健康

まつり」を開催しました。 
1週間前の台風19号による水

害の影響は、町内外の組合員さ

ん宅でも床上・床下浸水があり

ました。中止も検討しましたが、

「組合員と地域の交流で水害に

負けない元気を発信したほうが

いい」「訪問した被災者からも

是非やってほしい」との声があ

ったこと、また地域のお祭りも

実施することを受け開催するこ

ととし、地域の理解を頂くため

直前には訪問行動も行いました。 
前日の雨で開催も危ぶまれま

したが当日は秋晴れになり、開

会時には、笑顔の参加者でいっ

ぱいになりました。 
松島町・東松島市両首長の挨

拶の後は、各支部による模擬店

の販売開始、抽選会にも沢山の

方が並ばれていました。 
また今年の企画は地元松島高

校の吹奏楽の演奏やダンス部の

演舞、石巻のライラックスさん

の唄声に、参加者は沢山の笑顔

と拍手に溢れました。 

最後に、実行委員会ではこの

健康まつりで出た利益について、

水害のあった地域への支援に充

てることを確認しています。 
（理事 髙橋 康則）

                 
   

● 保育園にて交通安全教室を開催 

 

こくみん共済 coop＜全労済＞

宮城推進本部は、社会貢献活動

の一環として子育て応援活動に

取り組んでおります。昨年より

子育て応援イベントを実施した

り、子育て世代の方々も気軽に

保障相談ができるよう仙台市内

の共済ショップにて各種サービ

スを開始したりと、様々な子育

て応援活動をしてまいりました。 
 今回はその活動の一環として、

9 月 18 日（水）に仙台市の保育

園にて第 2 回目となる「交通安

全教室」を開催しました。宮城

県警察本部交通企画課の方々に

ご協力いただき、園児たちと一

緒に秋の行楽シーズンへ向けて、

正しい交通マナーで安全に過ご

せるよう、交通ルールを再確認

しました。当日は、信号機色の

手品を楽しんだり、みんなで横

断歩道を渡ってみたりと楽しく

交通ルールを学びました。 
最後には、こくみん共済 coop 

公式キャラクターの「ピットく

ん」も登場しました。 
今後も各種イベントの実施な

どを通して、こくみん共済 coop 
をより身近に感じ、皆さまから

親しんでいただけるよう、この

ような子育て応援活動を引き続

き実施してまいります。 
（専務理事 増田昌彦） 

会員生協だより 

松島医療生協  

宮城労働者共済生協  



会員生協の被害状況 

 

会員生協の支援活動 

  

  

 

このたびの「台風 19 号」の影響により被害にあわれた皆さまへ 

謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます 

 

台風 19 号は、宮城県内はじめ

福島県や岩手県、その他の地域

でも甚大な被害となりました。 
会員生協の被害は、みやぎ生

協の 4 店舗（白石店・石巻渡波

店・利府店・A＆COOP 角田店）

の周辺と柴田センターが冠水し、

石巻のアイトピアホールも

20cm 冠水しました。 
生協あいコープみやぎでは、

本部の建物やセットセンターが

50cm～1m 程浸水した他、配送

トラック 5 台・車 8 台が廃車と

なるなどの被害がありました。 
みやぎ仙南農協では、丸森支

店が 70cm、米倉庫・ライスセン

ターも冠水し貯蔵していたお米

が水に浸るなどしました。 
大学生協みやぎインカレと、

大学生協事業連合は、大学生協

仙台会館の地下駐車場が水没し

たことで、地下にあった電気室

が壊れ、停電・断水となりまし

た。また、大学生協事業連合の

車 5 台が廃車となるなどの被害

がありました。 

 

【みやぎ生協】 

①被災した角田・丸森地区の「め

ぐみ野」生産者へ復興支援の

お見舞としてみやぎ仙南農協

を通して100万円、社会福祉協

議会が設置した災害ボランテ

ィアセンターの運営支援のた

め角田市と丸森町の社会福祉

協議会に各50万円拠出しまし

た。10月18日（金）、大越健

治専務理事より関係者へ目録

を贈呈しました。なお、被害

の状況により追加の支援を検

討しています。 
②角田・丸森地区に職員を復興

支援ボランティアとして派遣

しています。また丸森災害ボ

ランティアセンターで、生活

文化部の職員が運営支援にあ

たっています。 
③みやぎ生協・コープふくしま、

コープあいづが共同して、「台

風19号宮城・福島被害 被災

者・めぐみ野生産者緊急支援

募金」をおこなっています。 

【生協あいコープみやぎ】 

あいコープみやぎの多くの生

産者に被害があり、特に大郷町

にある「大郷みどり会」は、河

川の堤防決壊により、地域一帯

が水没するなど甚大な被害に見

舞われました。 

役職員や組合員理事、地区委

員、組合員組織「仙台えんのう

倶楽部」は連日、「大郷みどり

会」での復旧作業を行いました。 

また「大郷みどり会」を支援

するため、組合員に緊急支援募

金を呼びかけています。 

会員生協だより 

溜まった泥のかき出しをする様子 
＝みやぎ生協 

壊れたビニールハウスを片付ける様子 
＝生協あいコープみやぎ 



環境のとりくみ 協同のとりくみ 

試食会の様子 

 
 

 

 
●「みやぎの環境保全米新米試食会」参加報告 

 

10 月 1 日（火）JA ビル宮城

11 階大会議室において、新米を

味わいながら、宮城県の環境保

全米への取り組みの理解と普及

拡大を目的に、「みやぎの環境保

全米新米試食会」が開催されま

した。宮城県議会議長をはじめ、

県議会議員、みやぎの環境保全

米県民会議から 55 人が出席し、

宮城県生協連から渡辺淳子常務

理事が参加しました。 
 はじめに、みやぎの環境保全

米県民会議高橋正会長（宮城県

農業協同組合中央会代表理事会

長）より、今年度の作柄と需要

状況について報告がありました。 
宮城県の環境保全米は、農薬

や化学肥料を通常の半分以下に

減らし、手間をかけ、丹精込め

て育てられた、人や環境にもや

さしい安全安心なお米です。 
今後も環境保全米を宮城米の

象徴として位置づけ、みやぎの

環境保全米県民会議がめざす、

安全安心な米の普及拡大に取り

組んで行くことが確認されまし

た。 
新米の試食には、JA みやぎ登

米管内「ひとめぼれ」、JA 新み

やぎみどりの地区本部管内「サ

サニシキ」、JA みやぎ仙南管内

「つや姫」の 3 種類が振る舞わ

れた他、県内産の農水産物の惣

菜も供され、参加者は新米の香

りと味を堪能していました。 
 
 
 

 
 
 
東北労働金庫が生協組合員向けの融資制度を開始 

 
2018 年 4 月 1 日に JCA（日本協同組合連携機構）

が発足し、それらを契機に協同組合間連携についての

検討・具体化がされてきています。協同組合間連携の

取り組みとして、東北ろうきんの生協組合員向けの融

資「東北ろうきんコープローン」が新しくできました。 
宮城県生協連は、2016 年 4 月に東北ろうきんとの

間で「緊急災害対策等の相互連携に係る基本協定」を

締結しています。その他の事業・活動面での協同組合

間連携として、「東北ろうきんコープローン」の検討

をすすめてきました。 
 

 
 

 
 

ろうきんは、労働組合や生協の働く仲間がお互い
に助け合うために資金を出し合い、利用し合うこ
とで運営している金融機関です。 



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 

一本橋鳥居 

 

伊藤千尋さんの講演の様子 

  
  
●「Peace Now!! Nagasaki」参加報告

8月 8日（木）～8月 11日（日）

に全国大学生協連により開催さ

れた「Peace Now!! Nagasaki」
に参加しました。 
 特に長崎で印象に残ったこと

は、長崎市内のフィールドワー

クです。フィールドワークでは、

長崎市内を歩きながら戦災遺構

を巡りました。その中で驚いた

のは、遺構や平和を願うモニュ

メントが普段生活の中で存在し

ているということです。例えば、

原爆によって鳥居の半分が飛ば

されてしまった山王神社の一本

橋鳥居の近くには、長崎大学の

学生が多く入居しているであろ

う学生アパートが建ち並び、通

学路の一風景として、戦災遺構

を毎日目にしているということ

が驚きでした。また、浦上天主

堂を訪れた際に、爆心地付近に

ある平和記念公園の像の指先が

ちょうど見えました。爆心地か

ら浦上天主堂までは 500m です

が、実際に見てみるとかなり遠

いように感じて、あの遠くに落

ちたたった 1 発の原爆によって、

浦上天主堂が吹き飛ばされたこ

とがとても

衝撃的で、

改めて原爆

の恐ろしさ

を感じまし

た。 
その他の

企画を通して、当時の人々の思

いに触れたり、今だからこそ分

かる事実について学んだりと、4
日間を通して平和とは何かを、

じっくりと考えることができま

した。 
（学生委員会 2 年 加藤新奈）

           
 

 

●「憲法 9 条を守り生かす宮城のつどい 2019」 

   
11 月 4 日（月）仙台サンプラ

ザホールにおいて、「みやぎ憲法

九条の会」主催、「宮城県内九条

の会」協賛による『輝け世界に！

伝えよう未来へ！憲法 9 条を守

り生かす宮城のつどい 2019』が

開催され、県内各地から 1,100
人が参加しました。 

司会の緑上浩子さん（みやぎ

生協地域代表理事）からの開会

宣言後、主催者挨拶をみやぎ憲

法九条の会共同代表の山形孝夫

さんが行いました。 
第 1 部の講演は、国際ジャー

ナリストで元朝日新聞記者の伊

藤千尋さんが、「憲法を活かし世

界に誇れる日本にするには」と

いう演題で講演されました。憲

法 9 条の存在は、北東アジアの

平和も守ってきたこと、憲法 9
条を広めることは世界に平和大

国を広めることにもつながると

お話いただきました。 
第 2 部は、ぞう列車がやって

きた合唱実行委員会による総勢

94 人の合唱「ぞう列車がやって

きた」があり、多くの参加者に

平和の大切さを伝えました。 
最後にアピール提案があり、

満場の拍手で採択されました。 

東北大学生協  

みやぎ憲法九条の会  



ク
リ
、
み
つ
け
た
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菖蒲田海岸でプラスチックごみや 
レンジペレットを採取する様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（生活文化部 昆野加代子） 

 

  

 

● 秋の森に行ってみよう！「こ～ぷの森小塚山」観察会 

 

9 月 21 日（土）丸森町にある

「こ～ぷの森小塚山」で、秋の

観察会を親子5組を含む42人の

参加で行いました。 
集合場所のあぶくま駅には、

福島から阿武隈急行で行くこと

ができます。コープふくしまと

の組織合同後、初めて福島県に

お住まいの組合員にも参加を呼

びかけ、6 人の方々が参加しま

した。 
あぶくま駅から小塚山までの

山道を、ムカゴやマタタビの実

を見つけたり、イノシシの足跡

にびっくりしたりと、講師のお

話を聞きながら歩きました。 
今年はクリの実りには少し早

かったのですが、生物多様性に

富んだ森を実感する機会となり

ました。 
昼食は、あぶくま駅併設の「産

業伝承館」で、地域の食材を使

った芋煮汁をいただきました。 
参加した方からは、「森のめ

ぐみ“ムカゴ

やアケビ”な

どに出会え

て楽しかっ

たです。阿武

隈川の水音

を聞きなが

ら食べた芋煮も美味しかったで

す。自然に親しむ活動が大切だ

と思いました」などの感想が寄

せられました。 
（生活文化部 昆野加代子）

   

 
● 環境学習会「海洋汚染削減セミナー」 

 
9 月 10 日（火）東京農工大学

の高田秀重教授をお招きして、

今年で連続 5 回目となる環境学

習会を七ヶ浜町で開催しました。 
今回は初めて、公益財団法人

みやぎ・環境とくらし・ネット

ワーク（MELON）と、広瀬川

１万人プロジェクトとの共催と

なり、60人の参加がありました。 
前半は、七ヶ浜生涯学習セン

ターにおいて、「プラスチック

汚染の対策：化学物質のない循

環社会を目指して」と題して、

高田先生の講演がありました。 
柔軟剤などで香料を閉じ込め

ているマイクロカプセルはプラ

スチック製で、香りを長続きさ

せるために衣類が乾いた時にゆ

っくり破裂します。それは空気

中にプラスチックをばらまいて

いることになるそうです。下水

処理場でも全部を取り除くこと

は難しく、結局海へ流れ着いて

しまうとのことでした。 
後半は、菖蒲田海岸に移動し、

実際に漂着しているプラスチッ

クごみや中間資材であるレジン

ペレットの採取を行いました。 
台風の後で、気温が 34 度近く

もあり、厳しい暑さでしたが、

参加者は熱心に採取していまし

た。また、ごみ拾いも行いまし

た。（理事 佐藤美恵） 

 

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  

 



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 

講師の内田聖子さん 

宮城県企業局水道経営課の大沼伸

さんからご説明いただきました 

● 緊急学習会「私たちの水はどうなるの？～みんなの声を届けよう！～」開催 
 

宮城県は、人口減少による水

道事業の財政難、老朽化した水

道管などの更新費用、職員の高

齢化・減少などの課題解決策と

して、水道事業の運営権を民間

に委託するコンセッション方式

導入による「みやぎ型管理運営

方式」に向け、2016 年度から準

備を進めてきています。 
9 月に実施方針素案の公表を

行い、パブリックコメントを実

施、11 月県議会において実施方

針条例を提案し、決議採択を受

ければ、翌年の 3 月から募集要

項等を公表し事業者の募集が開

始されます。しかし県民に対し

ての説明が十分行われていると

は言えないのが現状です。「水道」

という最も基本的な生活のイン

フラについて、消費者が現状と

課題を知る必要があります。 
県民一人ひとりが宮城県の水

道事業の現状と課題を理解し、

メリット、デメリットも含めた

是非をめぐる議論が行えるよう、

消費者懇主催で、9 月 9 日（月）

フォレスト仙台 2 階フォレスト

ホールにおいて、緊急学習会「私

たちの水はどうなるの？～みん

なの声を届けよう！～」を開催

し、構成団体・一般市民など 82
人が参加しました。 
 はじめに、「みやぎ型管理運営

方式」実施方針素案について、

宮城県企業局水道経営課技術副

参事兼課長補佐（総括担当）の

大沼伸さんからご説明がありま

した。参加者から、「運営権の契

約を 20 年間にすると従業員の

雇用が安定することに結びつく

のか」「料金の上昇抑制は、人口

減少も考慮しての事なのか」「大

事な水のことについて、県民が

意見を出せるのが今回だけとい

うのはどうか」などの質問や意

見が出されました。 
 次に、NPO 法人アジア太平洋

資料センター（PARC）共同代表

の内田聖子さんを講師に、「水は

誰のものか？日本と世界の水道

民営化」と題してご講演いただ

きました。 
内閣府は、2013 年から公共施

設の運営について民営化を可能

にするコンセッション方式導入

を各自治体に促進してきた。水

道が抱える課題として、水道管

路の老朽化があげられるが、現

場ではきちんと現状を把握して

いる。課題克服のためには、拙

速にコンセッション方式導入で

民間に運営権を売却するのでは

なく、水道事業を人口減少・節

水型社会に対応するため、施設

の統廃合などのダウンサイジン

グを行うことが先である。自治

体の職員数は30年で4割減少し

ており、広域連携で、国・県・

自治体の役割分担を明確にし、

市町村水道事業の基盤強化や支

援策を考える必要がある。県の

水道事業にコンセッション方式

を導入することにより、すべて

の問題が解決するわけではない

ことをお話しされ、1 人でも多

くの県民がパブコメを提出する

ことの必要性を呼びかけました。 
水道事業の現状と課題、あり

方について理解を深める機会と

なりました。 
（事務局長 加藤房子） 

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  
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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） 

各地から届いた署名 

● 宮城県選出国会議員へ「くらしと家計を圧迫し復興を妨げる、消費税率引き上げ中止を

求める」要望書を提出 
 
9 月 12 日（木）、10 月からの

消費税率 10％への引き上げの

中止を求め、「くらしと家計を

圧迫し復興を妨げる、消費税率

引き上げ中止を求める要望書」

を、宮城県選出国会議員へ提出

しました。（後掲） 

過去 2 回、消費税率の引き上

げが行われてきましたが、増税

が実施されれば、より深刻な消

費への悪影響が懸念されます。

「いま、消費税を上げる時なの

か」といった疑問の声が大きく

広がっています。 

国民の暮らしと日本経済の

立て直しのためには、消費税増

税を中止し､消費税に頼らない､

国民のくらし再建を中心にし

た経済・財政政策への転換を、

要望しました。 

 
●「10％ストップ!ネット」主催の『国会開き増税中止を 9.12 国会内集会』に参加 

 

 9 月 12 日（木）、衆議院第 2
議員会館・多目的会議室におい

て、「10％ストップ!ネット」主

催の『国会開き増税中止を 9.12
国会内集会』が開催され、

432,874 人分（累計 1,086,001
人分）の増税中止国会請願署名

を、立憲民主党、国民民主党、

日本共産党の国会議員に手渡

し、「国会を直ちに開いて増税

中止を」と訴えました。 
各地からの参加者で会場は

満杯となり、議員会館前でも緊

急の行動が開かれました。 
消費税ネットから、事務局団

体である宮城県生協連の加藤

房子常務理事と、宮商連事務局

員の三塚葵さんが参加しまし

た。 

 

● 意見表明「くらしと家計を圧迫し復興を妨げる、消費税率引き上げに反対です」 

 

 10％への税率の引き上げが

実施されれば、地域経済をさら

に疲弊させ、中小企業や小規模

事業者の営業を脅かし、雇用不

安を招くなど国民生活への影響

が懸念されます。金融資産を持

たない世帯が全世帯の 3 割を超

えるなど、格差と貧困は拡大す

る一方です。 
 政府は「（消費税増税で）景気

が悪化すれば追加の経済対策を

行う」などとしていますが、さ

らに税金を投入するのであれば、

消費税を引き上げることの意義

が問われます。 
景気・くらし・生業に打撃を

与える10 月からの消費税10％
への引き上げ対しに、9 月 19
日（木）、消費税ネットは「くら

しと家計を圧迫し復興を妨げる、

消費税率引き上げに反対です」

の意見表明を行いました。 
（後掲） 

（事務局 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.m31660hk@todock.jp  URL http://kenren.miyagi.coop/katudou/vat/activity.html 消費税ネット 



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。（2019 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 

講師の東北福祉大学髙橋誠一教授 

● 2019 年度「第 3 回実務担当者会議拡大研修会」開催 

 

今年度 3 回目となる団体会員

による実務担当者研修会は、9
月 13 日（金）フォレスト仙台 4
階 4A 会議室において、東北福祉

大学髙橋誠一教授をお招きし、

『生活支援体制整備事業を活か

したケアマネジメントについて』

をテーマに開催し、47 人が参加

しました。 
国は全ての高齢者が住み慣れ

た地域で、地域との関係性や信

頼関係の中で、尊厳ある地域生

活が続けられるよう地域包括ケ

アシステムの構築の実現を目指

していますが、その核となるの

は「いきがい」と「助け合い」

を基盤とした「地域共生社会」

です。 
2015 年に改正された介護保

険の地域支援事業の中核には、

地域における支え合いを進める

ために、新しい介護予防・日常

生活支援総合事業（以下 新し

い総合事業）が位置づけられま

した。実施主体である各市町村

は、市町村事業である「生活支

援体制整備事業」において、地

域住民相互の支え合い・助け合

いによる地域づくりに取り組ん

でいます。 
 今回の研修では、市町村への

情報提供や助言を行っている宮

城県地域支え合い・生活支援推

進会議運営委員会副委員長でも

ある髙橋先生より、生活支援体

制整備事業に関する解説と、地

域ケア会議と協議体を生かした

ケアマネジメントについてお話

しいただきました。 
 はじめに、国が目指す地域包

括ケアシステムや「生活支援体

制整備事業」について解説して

いただきました。住民主体の支

援と専門職主体の支援が連携す

ることで、介護が必要になって

も住み慣れた地域で安心して生

活が送れるようになると強調さ

れました。また「互いに協力で

きるところはやっていこうとい

う主体的な動きを応援していく

取り組みが、地域づくりのあり

方であり、そのような住民主体

の地域づくりを介護保険でも応

援するというのが、体制整備事

業の位置づけになる」と解説い

ただきました。「地域づくりで

一番大切なことは、これまで続

けてきた住民の暮らしの延長上

に地域づくりを位置付けること

が必要となることです。地域に

日常続けられてきたさまざまな

つながりを作り出す活動が、実

は大事な宝物であると提唱され、

それには住民理解を深めること

が重要となる」と話されました。 
 研修の最後に「これからの専

門職におけるケアマネジメント

の方向性は、専門サービスだけ

ではなく本人のニーズに合った

生活の実現に向けて地域資源を

結び付け、その活用を通じて、

可能な限り本人の望む生活を支

援していくケアマネジメントを

実現していくことが求められる」

と話されました。 
 今回の学習を通して、地域包

括ケアシステムについて理解す

ることができた研修会となりま

した。 
（事務局長 渡辺淳子） 

 
 
 



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 

ネ
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● 講演会「あなたは大丈夫？！ＳＮＳトラブル」開催 

 

10 月 19 日（土）仙台弁護士

会館 4 階ホールにおいて、仙台

ネット被害弁護団の宮腰英洋弁

護士（仙台弁護士会）を講師に、

講演会「今、インターネット空

間で何が起きているのか？～あ

なたは大丈夫？！SNS トラブ

ル～」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 38 人の参加があり

ました。宮腰弁護士は仙台ネッ

ト被害弁護団として、学生・教

員・高齢者・一般・企業向けに、

詐欺被害、インターネット・

SNS の予防講座に力を入れて

活動されています。 
宮腰弁護士からは、「SNS が

絡む消費者被害への対応は、イ

ンターネット、SNS の仕組み、

特徴、問題点を理解しておくこ

とが有用であり、インターネッ

ト、SNS への理解の視点、世代

間ギャップ=立場、年代にこだ

わらず若者世代の価値観・考え

方を尊重することを大事にし、

対応して欲しい」と説明をされ

ました。また、近年は SNS を

利用・媒介した消費者被害の相

談件数が増え、「マルチ取引で

SNS に関連したトラブルに合

う被害者の年代は 18 歳から 22
歳の若者(学生)が多い」とお話

がありました。もし、被害に遭

った時はまず、証拠の保全が重

要ということです。スマホ画面

の保存、日付、URL が表示さ

れている画面を残すことが、

証拠力を強くし、また関与者

や交渉相手が特定しやすくな

り、そして、交渉相手との繋

がりを持つことで被害回復が

早く解決することができると

のことです。 
今回の講演会では、インター

ネットの基本知識、SNS につい

て詳しくお話いただきました。

また、聞いたことはあるが十分

知らなかった SNS の言葉を、

多く理解することができた講演

会となりました。 

 

● 2019 年度「第 3回ネットとうほく消費者被害事例ラボ」  

～自動車の自動運転における損害賠償責任について～ 

 

9 月 9 日（月）仙台弁護士会

館 3 階 301 において、「第 3 回

消費者被害事例ラボ」が開催さ

れ、20 人が参加しました。 
今回は「自動車の自動運転に

おける損害賠償責任」をテーマ

に、山﨑暁彦福島大学准教授が

解説しました。 
自動車の自動運転技術は急速

に発展しており、車両搭載シス

テムによる自律走行が研究され

ています。また、高齢者による

運転が問題となっている今、自

動運転の需要が高まっており、

その普及が現実味を帯びていま

す。 
一方で、自動運転車両による

事故が起こった場合、民事責任

や損害賠償責任についての検討

は遅れているとのこと。誰が「運

転」をしていたことになるのか、

メーカーの製造物責任は問える

のか、外部データの誤りや通信

障害によって起こった事故は免

責事由になるのか等、制度設計

や法整備が急がれます。  
（事務局 金野倫子） 

〒981-0933 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/ 
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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 
 

 

 

 

 

 

●「ユニ・カフェ」の取り組み 

 
 宮城県ユニセフ協会は、世界

の子どもたちの現状やユニセフ

の活動の紹介、募金活動の他に、

学習会・講演会の開催などを行

っています。 
9 月 3 日（火）、みやぎ生協桜

ヶ丘店において、ユニセフ学習

会「ユニ・カフェ」を開催し、

14 人が参加しました。 
ボランティア代表の杉本昭子

さんを講師に、参加者同士の自

己紹介から始まり、行ってみた

い国、その国でやってみたいこ

とも発表して少しずつ世界に関

心を向けてもらいました。 
次に、ユニセフクイズをしな

がら、ユニセフの誕生、世界の

人口、５歳未満児の死亡数、幼

い子どもらが命を失う要因など

について説明しました。 
他に、ネパールの水がめに実

際に水を入れて運ぶ（6ℓ程度）、

マラリアを防ぐ蚊帳に入ってみ

るなどの体験も行いました。 
また、「ユニセフと地球のとも

だち」の DVD を視聴し、開発途

上国の子どもたちの現状と、自

分たちにできることを考えても

らいました。 
9 月 13 日（金）、みやぎ生協

南小泉店の「平和カフェ」に参

加して、ボランティア代表の杉

本昭子さんを講師に、パネルシ

アター「100 円でできること」

や、地雷のレプリカを展示して

「戦争と地雷」、戦禍にいる子ど

もたちの現状についてお話しま

した。 

学習会に参加されたみなさん

から、「水の大切さ、平和、今の

自分の豊かさを改めて考える機

会になりました」「子どもの頃か

らユニセフは知っていましたが、

活動内容や支援国などを知るこ

とができてよかったです」「娘の

小学校のユニセフ募金に、より

多くの支援を行えるように話を

したいです」「日本は平和で衛生

的な生活が当たり前ですが、世

界中にそうではない子どもたち

がたくさんいることに悲しくな

ります。すべての子どもたちが

学校に行けるよう願って募金な

どに協力していきたいです」な

どの感想がありました。 
（事務局 安達茂子） 

 
 
 

 

〒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 

 

 DVD を見て世界の子どもの現状を伝えました。 

みやぎ生協桜ヶ丘店での「ユニ・カフェ」 

向かい側の人に水がめを運んでいます。 



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 492、法人

60 団体、任意団体 9 団体です。合計 561 です。（9/20 現在） 

環境のとりくみ 公益財団法人 ＭＥＬＯＮの活動 

＠なおポップのミニライブ 表彰された各団体の皆さん 

会場の様子 

 
 

 

 

 

 

 

●「第 24 回 MELON 会員と市民のつどい～MELON フェスタ～」 

 
9 月 28 日（土）エル・パーク

仙台 6F ギャラリーホールにお

いて、「第 24 回 MELON 会員

と市民のつどい～MELON フェ

スタ～」を、97 人の参加で開催

しました。 
会員同士や会員と役員・事務

局の交流を目的に開催している

恒例の MELON フェスタ。 
石垣政裕実行委員長の挨拶と

MELON 第 8 期事業報告に続き、

オープニングは地元尚絅学院大

学出身のシンガーソングライタ

ー＠なおポップのライブ。やさ

しい歌声が好評でした。 
学生サークル PR タイムでは、

3 つの大学サークルと MELON
でインターン活動をしている大

学生が出演しました。映像や寸

劇など、若々しい発想でそれぞ

れ工夫をこらした活動発表が場

を盛り上げました。 

会場内では、MELON の会員

企業有志と部会・プロジェクト、

学生がブース出展し、3 つの部門

ごとに来場者が良いと思ったブ

ースを投票してもらい、それぞ

れトップの団体を表彰しました。 
参加者が楽しむことに主眼を

置いた MELON フェスタ。今年

も楽しい秋の１日となりました。 
（事務局統括 小林幸司） 

 
● ご案内「未来のために今はじめよう！気候変動適応策！」 

 
温室効果ガス削減のための国

際的枠組み「パリ協定」に基づ

き、我が国でも排出削減目標達

成が求められています。しかし

実際には、異常気象などによる

影響は出始めており、今後は、

異常気象に対応していくための

適応策も必要となります。 
シンポジウムでは、適応策と

行動するためのヒントを紹介し

ます。ぜひご参加ください！ 

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   

  

 

2019 年 11/21［木］ 
13:00－15：30 
仙都会館 8F 会議室 
仙台市青葉区中央 2-2-10 

定員 80 人・参加費無料 
                

＝シンポジウム＝ 

「未来のために今はじめよう！気候変動適応策！」 

講演 1    『2100 年未来の天気予報』 
講師：鈴木 智恵さん（気象予報士） 

事例発表   仙台市、株式会社サイコー 
講演 2   『気候変動の影響と適応策」 

講師：金鋼 一さん（東北地方環境事務所） 

主催/宮城県環境生活部環境政策課  
共催/「ダメだっちゃ温暖化」宮城県民会議 
後援/東北地方環境事務所  
運営/公益財団法人 MELON 
 

《申込み方法》 

氏名・所属・連絡先を、FAX、E-mail

にて、以下の MELON 事務局まで 



行事予定 
 

 

 
 
 
 
 
 

利用者も、事業者も、働く人も、大事にする介護保険を！ 

日時  2019 年11月 26日(火)10:30～12:00 

場所  第 1 フォレストホール 

仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台 2階 

定員  100 人 ※参加費無料     

         

            《主催》消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎ 

 

 講 師

一般社団法人フーコム 

事務局長 

森田 満樹さん 

 

食品表示は2020 年 4 月に完全に新しくなります。2015 年に新たに食品表示法ができて、
消費者や事業者双方にとってわかりやすい制度にしようと、この間検討されてきました。 
今回は、食品添加物の表示について学習します。 

 

食品の安全行政部会【学習会】 

日時  2019 年12月 14日(土) 13:00～16:30 

場所  エルパーク仙台ギャラリーホール 

仙台市青葉区一番町 4-11-1 141 ビル 6階 

定員  200 人 ※参加費無料             

 

 

  

  

■第 1 部  講演  

「介護保険 20 年- 

介護の現状と課題、運動の方向性」 
               

 

講 師 林 泰則さん 
全日本民医連事務局次長 

 

 

■第 2 部   

利用者・家族、施設関係者、事業者から

の発言等 

《主催》 

 実行委員会構成団体／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、社会福祉法人仙台ビ
ーナス会、社会福祉法人宮城厚生福祉会、宮城県生活
協同組合連合会、公益財団法人宮城厚生協会、宮城民
医連事業協同組合、公益社団法人認知症の人と家族の
会宮城県支部、宮城県社会保障推進協議会、宮城県医
療労働組合連合会、宮城県民主医療機関連合会、全国
福祉保育労働組合宮城支部、みやぎヘルパー介護労働
者連絡会（順不同） 

食品表示が変わる～食品添加物はどう表示される？～ 

みんなで考えよう介護保険！みやぎ県民フォーラム 2019 


