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夜の森さくらプロジェクトの桜が初めて開花
2018年5月18日に、みやぎ生協文化会館ウィズ入り口付近の花壇に 「夜の森さくら」 を植樹しま

した。2回目の春を迎えた今年、初めて桜の花が開花しました。「夜の森さくらプロジェクト」 は、

東京電力福島第一原発事故により全町避難を余儀無くされた福島県富岡町の桜の名所、夜の

森地区の桜の苗木を全国各地に植樹する活動です。この活動はコープふくしまの紹介により、

全国各地の生協で植樹が広がっています。



2020 年度 宮城県生協連会員生協「総代会、総会日程」 

 
会員名 日 時間 会場 

みやぎ生協第 39 回通常総代会 6/13（土） 10:30～ みやぎ生協文化会館ウィズ 会議室 1・2 

生協あいコ－プみやぎ第 32 回通常総代会 6/5（金） 9:45～ エルパーク仙台ギャラリーホール 

松島医療生協第 56 回通常総代会 6/13（土） 13:30～ ホテルパレス松洲 

みやぎ県南医療生協第 26 回通常総代会 6/21（日） 9:30～ 槻木生涯学習センター 

東北大学生協 2020 年度通常総代会 5/26（火） 18:00～ 青葉山みどり厚生会館 2 階共通客席 

東北学院大学生協第 33 回通常総代会 5/28（木） 17:30～ 土樋キャンパス内 

宮城教育大学生協第 47 回通常総代会 5/20（水） 18:00～ 萩朋会館 1Ｆ  

宮城大学生協 2020 年度通常総代会 5/23（土） 10:00～ 太白キャンパス内 

東北工業大学生協 2020 年度通常総代会 5/20（水） 18:15～ 八木山キャンパス内 

尚絅学院大学生協 2020 年度通常総代会 5/21（木） 18:00～ キャンパス内 

宮城学院生協第 29 回通常総代会 5/23（土） 12:30～ キャンパス内 

大学生協みやぎインターカレッジコープ 

2020 年度通常総代会 
5/16（土） 11:00～ 大学生協仙台会館 2 階大会議室 

生活協同組合連合会大学生協事業連合 

2020 年度通常総会 
5/30（土） 13:30～ 大学生協杉並会館 

みやぎ仙南農協第 22 回通常総代会 6/26（金） 13:00～ 仙南芸術文化センター (えずこホール) 

宮城県労働者共済生協第 64 回通常総代会 7/30（木） 13:30～ ハーネル仙台「蔵王」 

宮城県高齢者生協第 21 回通常総代会 6/7（日） 13:00～ 仙台エルパーク セミナーホール 

    

宮城県生協連第 51 回通常総会 6/23（火） 10:30～ フォレスト仙台第 2 フォレストホール 

 

 



 
 
 
 

 

「食べることは、生きること」 

   宮城県生協連理事  高 橋  千 佳  

 （生活協同組合あいコープみやぎ理事長） 

             
 
 2020 年度は、見えない新型

コロナウイルスとの戦いでス

タートしました。ウイルスの感

染拡大で 4月半ばまでに全世界

で 16万人以上の方が亡くなり、

人の動きへの自粛ムードが高

まり、経済も低迷し、ソーシャ

ルディスタンス（社会的距離）

が当たり前のようになりまし

た。  
全世界で、「家にいよう！」

と暮らしが一変し、休校やテレ

ワークにより家族が一緒にい

る時間が長くなる一方で、スト

レスによる児童虐待、DV の増

加が問題視されています。活動

自粛が経済に急ブレーキをか

ける中で、住むところも無くな

り、食べていくのに精一杯な生

活困窮者を救う政策が早急に

求められます。466 億円の税金

を使って布マスクを配布する

より優先されるべき対策が多

くあります。 
 
グローバル化が進む中、TPP、

EPA、FTA と食料品の関税引き

下げにより、外国産の安い食品

が日本の食卓に並ぶようにな

りました。それでも私たちは、

安さの裏側を注視し、安全安心

の追求を念頭におき活動を進

めてまいりました。ウイルスの

拡大により、食料生産国が自国

を優先し輸出制限をし始めた

ら、私たちの「食」はどうなる

のでしょう。日本の食料自給率

は、37％という現実があります。

グローバル化の流れをストッ

プし、自分たちの食べるものを

自分たちの手で安全に生産す

るという方向に舵を切るべき

です。 
 
主要農産物種子法が廃止さ

れましたが、宮城県では条例を

作り、県の奨励品種を守ること

が出来ました。4 月に行われて

いる国会では、コロナウイルス

の騒ぎに紛れて種苗法改正案

が成立しようとしています。農

家の種取りが著しく制限され、

多国籍企業に支配されれば消

費者が選ぶ権利が奪われかね

ません。地域農業を守る私たち

は食の主権は譲れないのです。 
国連が「家族農業の 10 年」

を定め、SDGs の視点から見て

も、日本の中で家族農林漁業を

中心とした農業政策を進める

ことが着目され始めました。地

球温暖化ストップも叫ばれる

今、地域循環型農畜産業を実現

していくことが、同時に自然環

境を守ることに繋がります。 
あいコープは、有機農産物、

農薬・化学肥料不使用農産物の

拡大へトライし、オーガニック

生協を目指し取り組んでいき

ます。 
 
ウイルスの出現をきっかけ

に、弱い立場の人が救われる社

会なのかと問い返し、心身とも

に健やかでいることがこんな

にも難しい社会だったのか思

い知らされました。普通のくら

しの幸せのありがたさを感じ、

社会の転換期を迎えた今、生き

るために食べていく上で、私た

ちが何を選択するのかもう一

度考え、持続可能な社会実現に

向けて取り組み続けてまいり

ます。 
 

 

県連役員エッセイ 



2019 年度 生協冬灯油精算価格 
期間：2019/9/30～2020/4/24 

  2019 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 1.2 円（1 缶 22 円）の割戻しを

行います。またシーズン中に 500 ㍑以上使用され

た組合員には、さらに 1 ㍑当り平均 0.64 円（税込）

の総量値引きを行います。 

 

 

2020 年度 生協夏灯油暫定価格 
期間：2020/4/27～2020/9/25 

 

《割戻し後の精算平均通し価格（税込）》 

１㍑当り 92.3 円 18 ㍑ 1 缶当たり 1,661 円 

 

《お任せ給油価格（税込）》 

１㍑当り 83.0 円 18 ㍑ 1 缶当たり 1,494 円 

 

  

 
 
● 宮城県生協連第 50 回総会（2019 年度）第 4回理事会報告 
 
第 4 回理事会は、3 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 11人、監事2人、
顧問 2人が参加しました。 
議長に大越健治会長理事を選

任し、議事に入りました。 
【議決事項】 

第 51 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。 
【協議事項】 

1．第 51 回通常総会議案書（第
1・5 号議案「2019 年度事業
報告・2020 年度事業計画」、
総会決議案）第 1 次協議の件
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。 
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。 

【専務理事専決事項の報告】 

2019 年度冬灯油暫定価格改
定および再改定の件について、

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．台風 19 号被害支援募金贈呈
報告、2019年度政党懇談会報
告、2019年度生協役職員研修
会報告、西條典雄元顧問お別

れ会報告、灯油関連報告、協

同組合こんわ会活動報告、平

和・憲法９条関連報告、認定

NPO 法人消費者市民ネット

とうほく活動報告、各種審議

会報告について、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
める懇談会みやぎ活動報告、

消費税率引き上げをやめさせ

る活動報告について、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。 
4．NPO 法人介護・福祉サービ
ス非営利団体ネットワークみ

やぎ活動報告について、渡辺

淳子常務理事より報告があり、

全員異議なく了承しました。 
5．新型コロナウイルス感染症対
策関連情報及び対応方針につ

いて、野崎和夫専務理事より

報告があった後、出席した理

事より取り組みについて報告

がありました。 
【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。 
 

● 令和 2年度宮城県食品衛生監視指導計画（案）へ 

意見を提出 

 

宮城県生協連では、「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 13日（金）、宮城県生
協連と消費者行政の充実強

化をすすめる懇談会みやぎ

は、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。（後掲） 

宮城県生協連の活動 



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 

㊧柏木店では乾燥ごぼうサラダの試食提供を通してローリングストックを紹介しました（2/15） 
㊨利府店ではみやぎ生協の被災者支援活動を応援する募金にも取り組みました（2/27）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●「家庭の食事からの放射性物質摂取量調査」結果は 2019 年度も不検出 

 

みやぎ生協・コープふくしま

では、2011 年度から日本生協連

と協力し「家庭の食事からの放

射性物質摂取量調査」を実施し

ております。2019 年度の調査結

果がまとまりましたので、報告

いたします。 
今回の調査でも放射性セシウ

ムは全てのサンプルで不検出と

なり、みやぎ・ふくしまともに

2014年度以降 6年連続で不検出

となりました。 
この調査は、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、「陰膳調査」と

呼ばれる方法で実施しています。 
2011 年度 1 回、2012 年度と

2013年度は 2回（みやぎは 2013
年度は 1 回）、2014 年度～2018
年度は年 1 回の調査を行ってき

ました。 
今年度も各ご家庭にご協力い

ただき、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した。 

2019 年度の調査は、宮城県の

組合員 30 世帯（継続 24 世帯、

新規 6 世帯）、会津地区 10 世帯

含む福島県の組合員 100 世帯

（複数回58世帯、新規42世帯）

です。なお本調査は、2020 年度

も継続する方針です。 
（品質管理室長兼カルテ課長 

    雫石清志） 

 

 

● 支援と備えを見直そう～3.11 を忘れない取り組み 

 
東日本大震災から 9 年目が過

ぎ震災の風化がすすむ中、東日

本大震災を忘れず、災害への備

えや防災・減災を考える機会と

して、2012 年度から毎年、宮城

県内各地のこ～ぷ委員会が主催

して「3.11 を忘れない取り組み」

を行ってきました。 
2019 年度は、県内各地で計 20

回開催され、被災された方々の

手作り品販売やローリングスト

ック（循環備蓄）の紹介、防災

グッズや被災地を伝える写真の

展示などを通して、支援や減災

の大切さを伝えました。（2 月

下旬から3月までの計16回の企

画は、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため中止または延期） 
実施したこ～ぷ委員からは、

「震災の風化が懸念される中で

多くの組合員へ伝えることで、

少しでも災害時のことについて

考えてもらう機会になった」と

の声が寄せられました。 
（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  



③

①握手を交わす平川新学長㊨河野雪子代表

取締役㊧ ②学内のクリスマスマーケットで
「古今東北」商品を販売する学生たち ③商品
販売ゼミの中で、「開発商品提案」をプレゼン

する様子

②①

③

● みやぎ生協福祉活動助成金の 2019 年度下期助成団体を決定

みやぎ生協が 1992 年から行

っている「みやぎ生協福祉活動

助成金」において、2019 年度下

期の助成団体を決定しました。

今回は 38 団体の申請のうち、こ

どもの不登校の問題に取り組む

団体や、地域の居場所活動、障

がい者支援の団体など 19 団体

に対し、総額 501 万円を助成し

ました。本助成金は、助成対象

を「高齢者・障がい者・児童の

ための非営利活動」から「地域

福祉の向上を目指し、福祉活動

に関わる地域活動や研究活動を

支援する事業」へ拡大しました。

1992 年から今までの累計は、の

べ 648 団体、1 億 3,495 万円と

なりました。

今回助成した中で、特徴のあ

る取り組みとして多胎家庭を支

援する活動と、妊娠期から母親

を支援する団体があります。検

診のサポートや訪問サポートな

どで多胎家庭の精神的・肉体的

疲弊の軽減を行っていく、また

妊娠期に産着を縫いながら誕生

したいのちを育み、コミュニケ

ーションの場づくりを地域で行

っていく活動です。地域の中で

支えあいやつながりづくりも多

様になり、単独で取り組むので

はなく、関連する行政や団体と

も連携して取り組みをする団体

が増えてきました。

助成団体への贈呈式は新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のた

め、中止とさせていただきまし

たが、引き続き様々な地域福祉

に関わる活動を応援してまいり

ます。

（生活文化部 伊藤浩子）

● 古今東北×宮城学院女子大学「連携協定に関する協定」を締結

「古今東北」ブランドは、東

日本大震災の被災地を含む東北

の食材を使用し、復興支援を目

的に 2015 年 11 月 19 日に発売

を開始しました。（2020 年 3 月

現在 196 品目）

（株）東北協同事業開発では、

2017年 5月から宮城学院女子大

学現代ビジネス学部で講師とし

てゼミを行ない、2018 年 4 月に

は、「古今東北×宮城学院女子大

学」で共同開発したポン酢やお

菓子など6品目を発売しました。

このたび、「古今東北」ブラ

ンドを通じて双方が連携し、伝

統的な食文化の発見や東北地区

の魅力を広く発信することを目

的として、2 月 28 日（金）宮城

学院女子大学と「連携協力に関

する協定書」を締結しました。

宮城学院女子大学の平川新学長

と弊社の河野雪子代表取締役と

の間で調印を行いました。

今後も学生と連携し、「古今

東北」ブランド品を開発・発信

していきます。

（株式会社東北協同事業開発

取締役 開発・営業担当部長

丹野潤一）

会員生協だより

みやぎ生協

古今東北×宮城学院女子大学
現代ビジネス学部共同開発品

『しっとりバターバウム』

青森県産小麦キタカミ、

宮城県白石産竹鶏たまご使用



家族農業についての講演の様子

● 学習会「今こそ知る『産直』！」開催

2019 年から 2028 年を国連は、

「家族農業の 10 年」としました。

3 月 10 日（火）あいコープみ

やぎ日の出町センターにおいて、

家族農林漁業プラットフォーム

ジャパン代表の村上真平さんを

招いて、学習会「今こそ知る『産

直』！」を開催しました。27 人

が参加し、家族農業の価値を学

びました。

「家族農業の 10 年」の背景に

は貧困と飢餓の問題があり、村

上さんはこの危機的状況から脱

却する為に【循環・多様性・多

層性】が生み出す「持続可能性」

が必要と指摘。村上さんが有機

農業に切り替えた時の実体験も

交え、土に余計なものを入れな

いこと、土の力を大切にすると

「地力」が蘇るという希望に満

ちた話や農業の喜びを伺いまし

た。

講演後、県内産地の 3 人の生

産者から取り組み報告や村上さ

んの話に共感する体験の発表が

あり、あいコープが大切にして

きた産直産地の仕組みは、まさ

に「家族農業」だったと思いま

した。

あいコープでも有機農産物の

割合が増えており、生産者の努

力に対して私たち組合員が出来

ることは、産地と繋がることで

生産現場を知り、買って食べる

循環の一部になることだと思い

ます。日々食べ物を生産し、届

けてくれる方々への感謝を忘れ

ずにいたいと強く思いました。

（理事 太田代一世）

● ７才の交通安全プロジェクトとして横断旗を寄贈

こくみん共済 coop＜全労済＞

では、未来ある子どもたちを、

みんなで事故から守っていく取

り組みとして「7 才の交通安全プ

ロジェクト」を実施しています。

小学生になり、小学校という

新たな社会で友だちも増え、外

での活動や行動範囲もぐっと広

がる 7 才。無邪気で生き生きと

したその姿はとてもほほえまし

いものです。ですが、大人に比

べて目線が低く、まだ注意力も

育まれていない 7 才の子どもた

ちは、他の年齢に比べて突出し

て交通事故に遭いやすいという

データがあります。

こくみん共済 coop＜全労済＞

宮城推進本部では、「未来ある

子どもたちを交通事故から守り

たい」という想いのもと、宮城

県内の協力団体などへ横断旗を

寄贈しました。登下校時の子ど

もたちを見守るために活用いた

だく予定です。なお今後、宮城

県内の児童館への横断旗の寄贈

も予定しております。

今後もこくみん共済 coop＜全

労済＞は、未来ある子どもたち

を交通事故から守るための取り

組みや、交通安全の意識を広げ

るために、さまざまな取り組み

を進めてまいります。

（専務理事 増田昌彦）

会員生協だより

生協あいコープみやぎ

宮城労働者共済生協



環境のとりくみ 協同のとりくみ 

 

基金の名称は、 

基金の原資が「COOP トリプルカード」

による決済であること、宮城県内で活動

を行う組織・団体への支援であること、

さらに日専連ライフサービスのポイン

ト制の名称である「スマイルポイント」

を表現しています。 

 

キャンペーンのお知らせをする様子 

 
 

 

 
● みやぎ生協・日専連ライフサービスによる社会貢献活動 

「ＣＯＯＰトリプルカード みやぎスマイル基金」 

 
「COOP トリプルカード み

やぎスマイル基金」は、COOP
トリプルカードの発行 30 周年

を記念して、みやぎ生協と（株）

日専連ライフサービスが、社会

貢献の一環として2016年2月に

創設しました。 
基金は、みやぎ生協の店舗で

ご利用いただいた「COOP トリ

プルカード」による決済 1 回に

付き 1 円を 1 年間積み立てし、

原資としています。 

宮城県内でさまざまな社会貢

献活動を行っている組織・団体

への助成をとおして、宮城県を

「誰もが安心して暮らせる地

域」にしていくことを目的とし

ています。 
今回は、24 団体から総額 633 

万円（前回は 24 団体から 640
万円）の申請が寄せられました。   

3 月 4 日（水）、みやぎ生協文

化会館ウィズにおいて選考委員

会を開催し、12 団体に 299 万円

（前回は 11 団体に 291 万円）を

助成することに決定しました。 
（みやぎ生協機関運営部 

      課長 藤田孝） 

 
● みやぎ生協・東北ろうきんの取り組み 「コープローンスタートキャンペーン」 

 
〈ろうきん〉は、労働組合、

生協、その他労働者の団体が、

資金を出し合ってつくった、働

く人のための協同組織の金融機

関です。 

1950 年に、日本で最初に岡山

で設立された労働金庫にも生協

が参加しています。 
東北ろうきんは、昨年 10 月よ

り、生協組合員向け融資制度「東

北ろうきんコープローン」の取

り扱いを開始しました。 
東北ろうきんでは、1 月から 3

月まで、東北ろうきんに出資し

ている生協の組合員を対象に、

「東北ろうきんコープローンス

タートキャンペーン」を行いま

した。 
みやぎ生協は、協同組合間連携

の取り組みとして、みやぎ生協発

行の広報誌「RaKu:me」への広告

掲載や、店舗でのポスター掲示、

店頭でのお知らせ活動などを行

いました。 
宮城県内 12 店舗で行なわれ

た「コープローンスタートキャ

ンペーン」のお知らせ活動には、

最寄りの東北ろうきん支店の職

員が、来店する組合員にティッ

シュを配布しながら紹介しまし

た。 
（宮城県生協連専務理事  

野崎和夫） 
 



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 

約 3,500 通の核兵器廃絶ゼロのメッセージカード フランス大使館のグレン・サリックさん㊧にメッセージ 
カード 1,000 通をお渡ししました。 

  
  
● 核兵器ゼロを求め、核保有国や日本政府にメッセージカードを届けました 

みやぎ生協がすすめる「核兵

器ゼロ」を求めるメッセージカ

ードを核保有国大使館や日本政

府に届ける取り組みに 3,506 通

のメッセージカードが寄せられ

ました。 
 NPT再検討会議代表派遣予定

者の松木弥恵理事と吉原直美理

事が、2 月 20 日（木）フランス

大使館を訪問し、メッセージカ

ード 1,000 通をフランス大使館

政治部一等書記官のグレン・サ

リックさんに手渡しました。フ

ランスは核兵器の縮小に努力し、

情報の透明性を保持することを

マクロン大統領も国民に約束し

ていることなどをお話していた

だき、みやぎ生協の NPT 再検討

会議に向けた取り組みなども交

え懇談することができました。

また、手渡した 1,000 通のメッ

セージカード中の 1 通がフラン

ス語で書かれていたことも話題

になりました。 
寄せられたメッセージカード

はフランス大使館に持参した他、

米国 500 通、ロシア 500 通、中

国 300 通、英国 100 通、インド

100 通、イスラエル 100 通、パ

キスタン 100 通、各大使館へと

日本政府へ 500 通を郵送しまし

た。 
NPT再検討会議は新型コロナ

ウイルス感染拡大にともない延

期となりましたが、306 通につ

いては各国国連代表部に届ける

予定です。 
（生活文化部 昆野加代子）

           
 

 

《署名集約数》 

〇ヒバクシャ国際署名連絡会宮城／126,306 筆（2020 年3 月末現在） 

〇ヒバクシャ国際署名連絡会 

・国連への提出署名数：10,517,872 筆（2020 年1 月9 日現在） 

・全国首長からの署名：1,232 市町村及び 20 都道府県 

※署名の締め切りは 2020 年 9 月 18 日（金）まで

みやぎ生協  

ヒバクシャ国際署名連絡会宮城 



「ワケルくん」バスと一緒に 

 

プラスチック製容器包装の選別作業

を見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（生活文化部 昆野加代子） 

 

  

 

●「ワケルくん」バスで行く環境施設見学 

 
2 月 4 日（火）みやぎ生協環

境研究会・環境活動委員会合同

で身近な問題である、ごみ減

量・リサイクルについて考える

ために、仙台市「ワケルくん」

バスを活用して環境施設見学を

行いました。 
はじめに、プラスチックの選

別・圧縮梱包する工場のＪ＆Ｔ

環境株式会社を見学しました。

家庭から排出し収集されたプラ

スチック製容器包装は材料や原

料として再商品化されます。今

問題になっているプラスチック

ごみ削減のためには分別ルール

に沿って排出し、有効に再利用

や再資源化することが必要なこ

とを学びました。 
次に、市内の下水の約 70％を

処理している南蒲生浄化センタ

ーを見学しました。南蒲生浄化

センターは東日本大震災による

地震と津波で大きな被害を受け

た後、その時にできうる処理を

重ねながら2019年7月に復旧が

完了しました。 
どちらも、くらしの中から排

出されるごみや排水を処理して

いる施設です。循環型社会をす

すめるためには、排出者である

私たちがごみ減量や節水、排水

を汚さないなどの意識を継続し

ていくことが大事なことを実感

した見学会でした。 
  （生活文化部 昆野加代子）

 
● 古紙リサイクルで震災孤児を支援  

 

みやぎ生協では 2017 年から

継続して、古紙リサイクルで震

災孤児の支援を行っています。 
みやぎ生協の 35 店舗に設

置している「古紙リサイクルポ

イントシステム」を通じ、2 月 11 
日～2 月 29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1 円/㎏）、

288,820kg 分の 577,640 円を、

東日本大震災で両親を失った

「震災孤児」を応援している認

定特定非営利活動法人  JETO 
みやぎへ寄付し、支援につなげ

ました。 
今年は新たにコープふくしま

も加わり、コープふくしまの 8
店舗で同期間に集まった古紙

59,510kg 分の 119,020 円(コー

プ東北サンネット事業連合 1 円
/kg・サイコー1 円/㎏)を、震災

により保護者が死亡または行方

不明となった児童の修学及び生

活支援を福島県で行っている

「東日本大震災ふくしまこども

寄附金」へ寄付しました。  
 （環境管理室室長 一條知昭） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 

【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、新
聞や雑誌などの古紙を出すとポイントが
貯まり、割引券が発行される仕組み。
買い物のついでに気軽に、お得に、リサ
イクルに取り組むことができる。株式会社
サイコーと共同で運用。 



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） 

● 消費税増税に関するアンケート調査結果報告 
 
政府は、2019 年 10 月の消費

税率引き上げにあわせて、低所

得者に配慮するための複数税率

（軽減税率）の導入とともに、

消費税増税による景気腰折れを

防ぐための対策として、キャッ

シュレス決済でのポイント還元、

プレミアム付き商品券の発行、

次世代住宅ポイント制度などを

実施しました。消費税の増税に

よる半年分の税収増 1 兆 3000
億円を上回る対策となっていま

す。 
このような中、消費税ネット

では消費税率 10%の引き上げ

が、事業者、消費者にどのよう

な影響がでているかについて、

個人会員と団体会員に対し、ア

ンケート調査を 3 月 6 日（金）

～3 月 23 日（月）に行い、右記

のような結果となりました。 
個人会員のアンケートでは、

消費税増税後の暮らし向きにつ

いて、「良くなった・やや良くな

った」が 0％に対して、「やや苦

しくなった・苦しくなった」が

79％となっています。 
団体会員のアンケートでは、

経営への影響について、「大きく

影響した・やや影響した」が

84％、「あまり影響していな

い・まったく影響していない」

が 11％となっています。 
今後の運動についても、ご意

見をいただきました。今後の取

り組みに反映させてまいります。 

 
● 消費税川柳の募集 

 

消費税ネットでは、2004 年か

ら消費税増税反対の思いを込め

た消費税川柳を募集しています。 
例年ですと、入賞作品を選出

し吹き流しにしたものを仙台七

夕期間中に展示していましたが、

今年は新型コロナウイルスの感

染拡大の影響のため、仙台七夕

まつりが中止になりました。 
「消費税川柳」の七夕の展示

はできませんが、当ネットワー

クの HP 内に入賞者作品を公表

することとし、今年も募集する

こととしました。 
 ご応募いただきました川柳の

中から当ネットワーク世話人会

にて選考し、受賞者（大賞 1 作

品、特別賞 2 作品、入賞 10 作

品、宮城県民賞 10 作品）には

副賞として、大賞 5,000 円、特

別賞 3,000 円、入賞 1,000 円、

宮城県民賞 1,000 円の商品券を

進呈します。 
多くの皆様からのご応募を、

お待ちしております。応募方法

は消費税ネットの HP をご参照

ください。 
 （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 18 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。（2020 年 4 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 

内舘理事長から宮城県議会事務局㊧に 

陳情書を提出 

● 2021 年度介護保険法改定に向け介護保険制度の抜本改善を求める要望書を提出し要請 

 

介護・福祉ネットみやぎは、

関係団体と協同し、だれもが安

心して利用できる介護保険制度

を実現するため、現在の課題を

共有し、どのような改善を望ん

でいくのか考え行動する機会と

して、2019 年 12 月 14 日（土）

に、3 回目となる「みんなで考

えよう介護保険！みやぎ県民フ

ォーラム 2019」を開催しました。 
みやぎ県民フォーラム実行委

員会では、フォーラムの趣旨に

そって、政府が検討している介

護保険制度の改定に対し、介護

職員の処遇改善、利用者の負担

軽減をすすめ、「すべての人が大

切にされる介護保険」を目指し、

12 月 27 日（金）に内閣総理大

臣、衆参両議長、厚生労働大臣、

財務大臣へ「2021 年介護保険法

改定に向け介護保険制度の抜本

改善を求める要望書」を提出し

ました。 
並行して、「2021 年介護保険

法改定に向け介護保険制度の抜

本改善を求める」団体・事業所

の賛同署名を集め、2020 年 2 月

28 日（金）に宮城県議会へ（後

掲）、2 月 17 日（月）に仙台市

議会へ、2 月 14 日（金）に宮城

県内 34 市町村議会へ「2021 年

度介護保険法改定に向け介護保

険制度の抜本改善を求める意見

書提出を求める陳情書」を提出

しました。宮城県議会及び仙台

市議会の各会派に対し、介護現

場の実情と介護基盤の安定を求

め、働きかけを強化しました。 
当初、宮城県議会及び仙台市

議会に「2021 年度介護保険法改

定に向け介護保険制度の抜本改

善を求める意見書提出を求める

請願書」の提出を予定しており

ましたが、全会派からの紹介議

員署名が実現しなかったことか

ら、陳情に切り替え粘り強く要

請活動を行いました。 
 3月12日（木）仙台市議会本会

議において、要請した内容の一

部を含む「介護人材確保による

持続可能な介護保険制度確立を

求める意見書」が可決され、内

閣総理大臣、衆参両議長、厚生

労働大臣、財務大臣、内閣官房

長官に意見書が提出されまし

た。（事務局長 渡辺淳子） 

  
 
 
 
 

 
 

【 
 

 
 
 １ ケアプランの有料化、要介護 1、2 の生活援助削減

など、サービスの抑制や負担増に繋がる制度見直し
は中止すること。 

 
２ 介護支援専門員等も含め、すべての介護事業所に

従事する者の賃金を大幅に引き上げ、労働条件を
抜本的に改善すること。 

 

３ 介護保険料、利用料負担の軽減を図ること。必要
なときに必要なサービスを受けられるよう、制度の改善
を図ること。 

 
４ 介護保険財政に対する国の負担割合を引き上げる

こと。そのための財源を国費で確保すること。 
 
          

国への意見書を求める陳情項目 



ネットとうほくを代表して表彰状を受け取

る福島大学准教授の中里真さん㊧ 

 

 

 

 

 

 

 

●「第 4回津谷裕貴・消費者法学術実践賞」を受賞！ 
 

3 月 19 日（木）東京都千代田

区主婦会館において、「第 4 回

津谷裕貴・消費者法学術実践賞」

の授賞式が行われました。  
ネットとうほくでは、青森、

岩手、山形、宮城、福島の東北

各地の大学に勤務する若手研究

者と各地の弁護士、消費生活相

談員、行政関係者が集まり、年

6 回「消費者被害事例ラボ(略
称：消ラボ)」を開催しています。 

それぞれが日ごろ関心を持つ

事案を取り扱い、研究者と弁護

士、消費生活相談員、行政関係

者との勉強会活動が認められ受

賞となりました。また、この消

ラボの成果を 2018 年に、「先

端消費者法問題研究」として出

版し、全国に発信していること

についても認められました。 
この『津谷賞』とは、2010

年に起きた事件で被害に遭われ

た秋田県の津谷裕貴弁護士の功

績を称え、設立された賞です。

津谷弁護士は、当時消費者問題

対策委員会委員長としてもご活

躍をされていました。 
今回の受賞は、ネットとうほ

くとしての活動が認められ大変

喜ばしく、これからの活動の力

となりました。今後も研究者、

弁護士、消費生活相談員、行政

と共に各地の実情も踏まえ、消

費者問題について検討し、活動

を発信していきたいと思います。 
 

● 福島県と「消費生活相談情報の提供及び利用に関する覚書」を締結 

 

3 月 17 日（火）、福島県と「消

費生活相談情報の提供及び利用

に関する覚書」を締結しました。 
この覚書は、ネットとうほく

が自治体から差止請求権の適切

な行使のために必要な消費生活

相談情報（消費者請求の情報）

の提供を受けるためのルールを

定めたものであり、今後、ネッ

トとうほくが適格消費者団体と

して消費者契約法に基づき活動

するにあたり、大きな力となり

ます。 
ネットとうほくでは、宮城県、

仙台市と 2017 年 6 月 27 日に、

覚書を締結しています。今後も、

各自治体と覚書が締結できるよ

う、引き続き進めていきます。 
  （事務局 金野倫子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定 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 認定ＮＰＯ法人消費者市民ネットとうほくの活動 

〒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/ 

 

適格消費者団体 
NPO 法人 
消費者市民ネットとうほく 

 
〈事例 1〉 SNS の広告を見て「1 回限り」で注文した

健康食品が「定期購入」だった。 
〈事例2〉 SNS上で知り合った相手との個人間のトラ

ブル。「チケットを譲る」との書き込みをみて
支払ったが、チケットが届かない。 

〈事例 3〉 「10 名に 120 万円が当たる！」はずが、
FX 自動売買の申し込みだった。 

 

◇◇◇ 消費者トラブル情報 ◇◇◇ 

消費者被害は、自分では分からずトラブルになっているものや、トラブルに遭って
も仕方なく受け入れたことも経験されていると思います。 

私たちの身近には様々な消費者トラブルが発生しています。そこで、今回から
国民生活センターから発信されている最近の消費者トラブル情報をご紹介いたし
ます。スマートフォンやタブレットを持つ人も増えたと同時に、事例にあるようなインタ
ーネットトラブルが急増しています。みなさん個々で十分気をつけて、利用するよう
心掛けましょう。 



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 161 人 団体 6） 

環境のとりくみ 宮城県ユニセフ協会の活動 

昨年 12 月、南光紫陽幼稚園の子どもたちが宮城県

ユニセフ協会に可愛い募金箱を届けてくれました。 

今年就任された日本ユニ

セフ協会代表理事・副会

長の高須幸雄さん 

 
 

 

 

 

 

● 2020 年度第１回理事会・評議員会を開催しました 

1995 年（財）日本ユニセフ協

会宮城県支部が設立され、2011
年 4 月、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、宮城県ユニセフ協会と名

称を変えました。設立以来、多

くの方々のご支援ご協力をいた

だき、今年は 25 年目の活動にな

ります。 
2020 年度第１回の理事会・評

議員会が、3 月 12 日（木）に開

催されました。 
今年は25年記念事業を5月に

開催予定でしたが、新型コロナ

ウイルス感染の影響により延期

されること、2014 年度から取り

組んでいる「東ティモールにお

ける新生児と母親のためのコミ

ュニティ保健ケア改善プロジェ

クト」指定募金が、2020 年度か

ら2022年度までの3年間引き続

き取り組まれることなどが報告

されました。 
また、理事会・評議員会の終

了後に、来訪されていた日本ユ

ニセフ協会代表理事・副会長の

高須幸雄さんがご挨拶され、短

い時間でしたが皆さんと意見交

流しました。 
 
2015 年 9 月、国連で新しい世

界共通の行動計画「持続可能な

開発目標（SDGs）」が採択され

ました。今日の世界を見渡すと、

痛ましく、厳しい現実にあふれ

ています。SDGs は人間、地球、

そして繁栄のため、世界中の自

由と平和を実現するため、2030
年までに私たちがなすべき具体

的なガイドラインになっていま

す。すなわち『未来に向かって、

ものごとが良い状態のまま発展

していくための目標』です。2030
年には、今の子どもたちが成長

して、社会全体の担い手となり

ます。子どもたちに投資し、す

べての子どもが暴力や搾取から

解放され、『誰ひとり取り残さな

い』、公平で開かれた社会でなく

てはなりません。 
ユニセフの取り組みも SDGs

と連動した形で、「教育」「子ど

もの保護」「公平な機会」「子ど

もの生存と成長」「水と衛生」の

5 分野で目標を掲げ、達成すべ

く努力しています。 
SDGs（持続可能な開発目標）

を2030年の期限までに達成する

ためには、まだまだ多くの課題

が残されています。ユニセフの

活動資金は、各国政府からの任

意の拠出と民間からの募金でま

かなわれていますが、日本の皆

さまからの募金は、民間拠出の

中で世界1、2位を維持しており、

世界でのユニセフの活動を力強

く支えています。 
世界各国で紛争や災害で苦し

い状況に置かれている子どもた

ちを支援するために、今後も多

くの人々の理解とさらなる協力

が必要です。 
  （事務局長 大友千佳子） 
 
 

 

〒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/ 
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環境のとりくみ 公益財団法人 ＭＥＬＯＮの活動 
 

 

 

 

 

 

 

●「木を使って森を元気に！ 薪ストーブ・ペレットストーブ展示・体験フェスタ」開催 

 
2 月 15 日（土）勾当台公園市

民広場において、MELON 主催、

仙台市認定 緑の活動団体後援、

宮城県の共催で、「木を使って森

を元気に！薪ストーブ・ペレッ

トストーブ展示・体験フェスタ」

を開催し、約 700 人が参加しま

した。 
今年で 5 回目を迎えた薪スト

ーブ・ペレットストーブ展示・

体験フェスタ。例年通り、薪ス

トーブ、ペレットストーブの販

売業者や森林関係団体、自治体

等のブース出展により、森林の

大切さを知り、薪・ペレットス

トーブの魅力に触れる賑やかな

イベントとなりました！ 
この業界では販売業者が一堂

に会する機会は少なく、県内最

大級の薪ストーブ・ペレットス

トーブの展示体験会です。スト

ーブの説明を聞くだけでなく、

実際にストーブを焚いて暖かさ

を体験してもらったり、ストー

ブで調理した料理や飲み物の試

食・試飲があったり盛りだくさ

んの内容で、環境の側面から森

林資源の活用を訴えるだけでは

なく、ストーブそのものの楽し

さを味わってもらうこともでき

たと思います。 
イベントを盛り上げたステー

ジでのライブ演奏も好評でした。

尚絅学院大学出身のソロアーテ

ィスト「＠なおポップ」の透き

通るような歌声、定禅寺ジャス

フェスなどで活動しているボサ

ノバグループ「Vinculo」の軽快

な演奏、森林を愛し森林活動を

行う人たちで結成した「デクノ

ボーブラザーズ」の森林愛溢れ

るロックの響き、どれも個性的

で楽しく会場を盛り上げてくれ

ました。 
今後もこのようなイベントで、

楽しく森林の活用について知っ

ていただきたいと思います。 
   （事務局統括 小林幸司） 
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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 493、法人

59 団体、任意団体 10 団体です。合計 562 です。（3/31 現在） 

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   

  

 

※４月 3日現在、コロナウイルス感染拡大により今後の情勢が見えない中で、MELON の活動も今後何ができるかわからな

い状況です。感染拡大の防止に最大限留意しながら有効な活動を検討していきたいと思います。 

 

【出展協力／順不同・敬称略】  特定非営利法人川崎町の資源をいかす会、豊臣工業株式会社、守屋木材株式会社、株式会社建築工房

零、有限会社デクソン仙台、石村工業株式会社、宮城県森林組合連合会、加美町地域おこし協力隊、特定非営利活動法人フォレストサイクル

元樹、株式会社ディーエルディー、ストップ温暖化センターみやぎ、仙台市認定 緑の活動団体、仙台花と緑の会、緑を守り育てる宮城県連絡

会議、尚絅学院大学環境デザイン教育研究センター、office Hello Garden、Friday For Future Sendai、みやぎ里山応援団、自然エネルギ

ー等普及プロジェクト、エコ住宅部会、屋台学会、CSO インターン、日本薬用植物友の会、特定非営利活動法人遠野エコネット、＠なおポップ、

Vinculo、デクノボーブラザーズ、東北放送株式会社、楽炭 
 

車両を使用したブース展示の様子 

実際にストーブを焚いて暖かさを体験し

ていただきました！ 

飛び入りで来場者も楽器参加した 

「＠なおポップ」㊧の演奏 


