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第 51 回通常総会終了のご報告と 2020 年度体制のご案内 
 

2020 年 6 月 23 日（火）に開催しました当連合会の第 51 回通常総会は、おかげさまをもちまして、

総会のすべての議案が原案通り可決承認されました。私たちを取り巻く情勢は、新型コロナウイル

スへの対応や新しい生活様式の定着を含め、先が読めない不安定な状況でございますが、会員生協

間の連帯を強め、組合員の信頼に応えるように取り組んでまいる所存でございます 
  なお、2020 年度体制を下記のとおりとし、新しく会長理事に冬木勝仁が就任しました。今後とも、

一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
 
 

【2020 年度体制】 
役 職 氏 名 会員生協・役職名 

会長理事・代表理事【新任】 冬 木 勝 仁 みやぎ生協理事長・東北大学大学院教授 

副会長理事 大 越 健 治 みやぎ生協専務理事 

副会長理事 若 栁 恒 太 郎 東北大学生協専務理事 

専務理事・代表理事 野 崎 和 夫 宮城県生協連専務理事（員外） 

常務理事 加 藤 房 子 宮城県生協連常務理事（員外） 

常務理事  渡 辺 淳 子 宮城県生協連常務理事（員外） 

理 事  【新任】   石 川 宣 子 みやぎ生協地域代表理事 

理 事  【新任】 伊 藤 惠 仁 宮城県高齢者生協副理事長 

理 事  佐 久 間 徹 夫 みやぎ仙南農協常務理事 

理 事 佐 藤 和 之 大学生協事業連合常務理事 

理 事  【新任】 佐 藤 洋 志 東北学院大学生協常務理事 

理 事  【新任】 佐 藤 良 治 松島医療生協常務理事 

理 事    佐 藤 由 紀 子 弁護士（員外） 

理 事 高 橋 千 佳 生協あいコープみやぎ理事長 

理 事  【新任】 増 田 昌 彦 宮城労働者共済生協専務理事 

監 事 小 山 茂 樹 みやぎ県南医療生協専務理事 

監 事  【新任】    熊 沢 由 美 東北学院大学教授（員外） 

監 事  【新任】   田 中 康 治 
宮城教育大学生協・大学生協みやぎインター 

カレッジコープ専務理事 

顧 問 芳 賀 唯 史 宮城県生協連元会長理事、みやぎ生協顧問 

顧 問 齋 藤 昭 子 宮城県生協連元会長理事、みやぎ生協顧問 

 

 

檀崎祐夫理事（松島医療生協）、細畑敬子理事（東北学院大生協）、松木弥恵理事（みやぎ生協）、

板垣乙未生監事（東北大学名誉教授）、伊藤大監事（宮城学院生協）は、今総会をもって退任いたし

ました。この間のご厚誼に感謝いたします。 
 



 
 
 
 
 

会長理事就任にあたってのご挨拶 

   宮城県生協連会長理事  冬木 勝仁 

      （みやぎ生活協同組合理事長・東北大学大学院教授） 

             
  
 このたび宮城県生協連会長

理事に就任いたしました冬木

でございます。就任にあたって、

ご挨拶がてら私と生協との関

わりについて述べたいと思い

ます。 
 

私が生協と関わったのは総

代などを務めていた学生時代

からですが、東北大学に赴任し

た 1990 年以降はそれまでより

も深くかかわることになりま

した。最初は「米輸入自由化反

対」運動での関わりです。当時、

アメリカの圧力やガット・ウル

グアイ・ラウンドにおける貿易

交渉で、日本の米市場開放が迫

られており、みやぎ生協や農協

青年部、婦人部（現・女性部）

などで組織した「食糧・農業を

考える宮城県各界連絡会」で

様々な運動に取り組みました。

私は事務局を担い、その時にみ

やぎ生協の理事・職員の皆様と

懇意になりました。また、1992
年から 93年度は研究者として、

みやぎ生協から委託された「み

やぎ生協の産直に関する調査」

に取り組みました。その成果は

報告書に取りまとめられてい

ます。その後、2002 年に理事

となり、つい先ごろ理事長を拝

命いたしました。 
 
東北大学生協にも長く関わ

っています。きっかけは 1993
年の大冷害・凶作によってもた

らされた米不足です。大学生協

の食堂でも緊急輸入米の供給

をよぎなくされました。この事

態を背景に、東北大学生協では

米問題について学ぼうという

ことになり、1994 年 7 月に理

事、組織委員、職員を対象にし

た学習会が開催されました。私

が講師となり、「つくられた米

不足」と題した講演を行いまし

た。その講演録は東北大生協ニ

ュース教職員院生版『虹の輪』

117 号（9 月 20 日）、118 号（12
月 1 日）に掲載されています。

その翌年には理事になり、2018
年度からは理事長を務めてい

ます。 
 
思い出話になってしまいま

したが、このように私は活動

（事業と運動）と研究の両面で

生協と深く、長く関わっていま

す。6 月 23 日（火）の宮城県生

協連第 51 回通常総会での新任

理事あいさつでも申し上げま

したが、人の繋がりを基礎とす

る生協にとって、これまでどお

りの集まりが持てないことは

非常に厳しい状況です。また、

現在提唱されている「新しい生

活様式」のとらえ方は人それぞ

れであり、組合員の生活に寄り

添う生協にとって先行きが見

にくい状況です。それゆえ、

様々な知恵を出しながら、事業

と運動を進める必要がありま

す。各会員生協もそれぞれ工夫

されていると思いますが、連合

会が経験交流や相互支援の場

になるとともに、役に立つ情報

を提供できるようにしていき

たいと考えています。 
会長理事としてまだ不慣れ

ですが、どうかよろしくお願い

いたします。 
 
 
 
 
 
 

 

県連役員エッセイ 

挨拶の様子 



  

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

 
第 2 回監事会は、5 月 19 日

（火）午前 11 時 30 分より、フ

ォレスト仙台 5 階会議室におい

て開催し、監事 2 人、理事 2 人、

事務局 1 人が参加しました。 
 板垣乙未生監事会議長により

議事がすすめられました。 

野崎和夫専務理事より、2019
年度（2019.4.1～2020.3.31）決

算関係書類及び理事の業務執行

状況等について報告があった後、

①決算関係書類及び事業報告書

並びにこれらの附属明細書の監

査と監査報告書作成の件、②監

事候補者同意の件、③2020 年度

監事報酬の件、④総会議案書調

査の件について、協議、実施し

ました。 
 

 
● 宮城県生協連第 50 回総会（2019 年度）第 5回理事会に代わる理事会決議報告 

 

第 5 回理事会は、5 月 19 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

開催する予定でしたが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の状況

をふまえ、理事会の開催を見合

わせ、定款第 33 条、理事会規程

第 8 条にもとづき、みなし理事

会の規定により理事会決議を行

いました。 
当該事項について理事全員か

ら同意をいただき、監事から異

議がないことを確認しました。 
 決議されたのは、第 51 回通常

総会議案決定の件、個人情報保

護方針及び特定個人情報等の適

正な取扱いに関する基本方針決

定の件の 2 つでした。 
 

 
 
 
 
 

宮城県生協連の活動 

《2020 年度生協夏灯油暫定価格を値下げしました》 

１．5 月 11 日（月）配達分から、2020 年度夏灯油暫定価格を「お任せ給油暫定価格 1 ㍑あたり税込 7.0 円

1 缶税込 126.0 円」値下げしました。 
                        

対象期間 4 月 27 日～5 月 10 日 5 月 11 日～9 月 25 日 

配達灯油暫定価格 
お任せ価格(税込) 

1 缶 18 ㍑ 1 ㍑ 1 缶 18 ㍑ 1 ㍑ 

1,494 円 83.0 円 1,368 円 76.0 円 

２．暫定価格の変更理由 
（１）2020 年度生協夏灯油暫定価格提案時(3 月 30 日)より、原油価格は 27.21 ドル（3 月 26 日時点）から

一時 17 ドル台まで下がりました。さらに 5 月 1 日時点で 25.19 ドルと▲2.02ドル下落、為替は 111.77
円から 107.08 円の円高となりました。 

（２）結果、原油輸入価格は▲5.93 円（税込▲6.52 円）、国内卸価格は▲9.50 円（税込▲10.45 円）となり

ました。原油輸入価格の下落が、国内卸価格の大幅値下げになりました。 
（３）資源エネルギー庁石油製品価格調査給油所小売価格も、4 月 27 日時点で宮城県 1,516 円と 

3 月 30 日より▲113円（１㍑当たり 6.3 円）の値下がりに転じていました。 
 

 



議案採決の様子 

  

 
 
● 宮城県生協連「第 51 回通常総会」開催報告 

 
6月 23日（火）午前 10時 30

分より第 2 フォレストホールに
て、第 51回通常総会を開催しま
した。本人出席 11人、書面議決
書出席 32人、合計 43人の代議
員が出席しました。コロナ禍と

いうこともあり、規模を縮小し

時間も短縮して開催しました。 
佐藤和之理事より成立が宣言

され、議長に宮城労働者共済生

協の代議員佐々木雅彦さんが推

薦、選出されました。 
はじめに、大越健治会長理事

から挨拶がありました。 
議案は、第 1号議案「2019年

度事業報告承認の件」、第 2号議
案「2019年度決算関係書類等承
認の件」、第 3号議案「役員（理
事・監事）選任の件」、第 4号議
案「2020年度役員（理事・監事）
報酬決定の件」、第 5 号議案
「2020 年度事業計画及び予算

決定の件」を、野崎和夫専務理

事から一括して提案しました。 
3 会員生協 3 人の代議員から
発言がありました。本間賢二代

議員（みやぎ生協）より、新型

コロナウイルスの感染状況の変

化に合わせて事業を継続してい

ること、組合員活動を休止して

いるなか、マスクの製作をボラ

ンティア活動として取り組んだ

こと。田中康治代議員（宮城教

育大学生協）より、新型コロナ

ウイルスの影響で店舗は閉店や

営業時間の短縮などの状況が続

いていること、学生の組織運営

が困難になっていることから

SNSを活用するなどの新しい生
活様式に合わせた取り組みの必

要性について。丹野幸子代議員

（宮城県高齢者生協）より、宮

城県高齢協の再建に向けて様々

な支援をいただいて経営を立て

直すことができ、改めて他団体

との連携などの必要性を確認し

たとの発言がありました。 
その後、採決に入り、提案さ

れた全議案が満場一致で可決さ

れました。生協あいコープみや

ぎの太田代一世代議員より総会

決議が提案され、満場の拍手で

採択されました。（後掲） 
新役員を代表して冬木勝仁さ

ん、退任の役員を代表して板垣

乙未生監事より、ご挨拶をいた

だきました。 
閉会挨拶を、若栁恒太郎副会

長理事が行い終了しました。 

 
● 宮城県生協連第 51 回総会（2020 年度）第 1回理事会報告 

 

第 1 回理事会は、6 月 23 日
（火）午前 11時 50分からフォ
レスト仙台第 6 会議室において
開催し、理事 13人、監事 2人が
参加しました。 
【議決事項】 

①会長理事・副会長理事・専

務理事・常務理事互選について、

②代表理事選定について、③副

会長理事及び常務理事の会長理

事職務代行順位決定について、

④顧問選任について、⑤2020年
度役員報酬額決定について、⑥

2020 年度宮城県生協連会費額
決定について、野崎和夫専務理

事から提案があり承認可決しま

した。なお、新型コロナウイル

ス感染症により事業影響の大き

い会員の会費は、減免すること

としました。 
【報告事項】 

1．第 41 回生協組合員集会開催

中止、県連創立 50周年記念事
業計画変更について、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。 
2．新型コロナウイルスに関連す
る取り組みについて、各理事

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 



店内に掲示したポスター 
 

サービスカウンターに設置した募金箱 
 

  

  

 

 

 
 

●「第 39 回通常総代会」開催 

 

6 月 13 日（土）「みやぎ生協

第 39 回通常総代会」を開催しま

した。今年度の総代会は新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の観

点から、会場をみやぎ生協文化

会館ウィズに変更し、開催規模

の縮小と時間を短縮し開催しま

した。 
例年、5 月中旬から下旬にかけ

て開催していた地区別総代会議

と学校部会運営委員会は、新型

コロナウイルス感染防止に配慮

し開催を中止しました。総代に

対しては、議案書とともにダイ

ジェスト版資料及び DVD を送

付し、議案への理解を深めてい

ただきました。その後寄せられ

た質問や意見について、回答集

を作成し送付しました。 
総代会当日は、総代定数 1,088

人のうち、実出席が 25 人、書面

での出席が 1,055 人、合計 1,080
の参加でした。書面議決書によ

る出席は 97.8％でした。 
採決では 2019 年度の事業報

告・決算報告、2020 年度の計

画・予算、定款の一部変更の件

などを提案し、9 つ全ての議案が

賛成多数で採択されました。 
新型コロナウイルスの脅威が

世界に広がる中、長期化するウ

イルスとの戦いはまだ続きます。

その中で、地域のライフライン

を守るみやぎ生協としての役割

を果たしていきます。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●「宮城県・新型コロナウイルス感染症対策寄附金」の取り組み 

 
宮城県では、新型コロナウイル

ス感染症に起因する諸問題の解

決に向けて幅広く活用する、「新

型コロナウイルス感染症対策寄

附金（略称：コロナ寄附）」を、

県民に広く呼びかけています。 
この寄附金にみやぎ生協とし

ても協力し、5 月 23 日（土）か

ら 6 月 20 日（土）まで取り組み

ました。 

店舗の取り組みでは、5 月 23
日（土）からポスターを掲示し、

レジ募金・募金箱にて寄附を受

け付けました。共同購入では、6
月 4 週号（6/8～6/12 配布）の

OCR 注文書で寄附を受け付け

し、職員については事業所毎に

寄附を呼び掛けました。 
お寄せいただいた寄附金は、

宮城県の新型コロナウイルス感

染症に関連する諸施策に幅広く

活用されます。 
 （機関運営課課長 中塩晴彦） 
 

会員生協だより 

みやぎ生協  

大越健治専務理事の議案提案の様子 
 

議案採決の様子 
 



総代会の様子 

  

  

 

 

 
 

 
 

● 布マスク作りボランティアに取り組みました 

 

みやぎ生協では、「こども食

堂」や「コープフードバンク」

が必要としている方に食材等を

届ける際に、マスクも一緒にお

届けしようと、自宅で布マスク

を作るボランティアを、5 月 21
日（木）からメンバー（組合員）

に呼びかけました。こ～ぷ委員

や有志のメンバーなど 90 人以

上の協力があり、約 1 ヵ月の間

に、大人用・こども用合わせて

400 枚を超える、心のこもった

布マスクが作られました。 
6 月 8 日（月）「いわぬまこ

ども食堂＋（ぷらす）」のみな

さんによるフードパントリーが

みやぎ生協岩沼店で開かれ、食

材を受け取りに来られた方々へ

布マスクをお渡しいただきまし

た。岩沼市外から来訪された方

もいて、親子でお揃いの手作り

マスクを笑顔で受け取られてい

ました。 
今後、さらに 4 か所の「こど

も食堂」や「コープフードバン

ク」などへ布マスクをお届けし、

食材等とともにお渡しいただく

予定です。 
またこ～ぷ委員会では、みや

ぎ生協職員のための布マスク作

りにも取り組み、店舗や共同購

入センターへ 1,500 枚を超える

布マスクを届けました。 
多くのボランティアの皆さま

に、心より感謝申し上げます。 
（生活文化部 山田尚子） 

 
 

   
● 新型コロナウイルス感染症への対応 

 
COVID－19 の感染拡大に対

して、私たちは組合員の暮らし

と健康を守るため、商品供給事

業をこれまで通り継続すること

を最優先の課題とし、事業活動

における「感染拡大防止対策」

に取り組み、手洗い・手指消毒・

マスク着用を徹底しました。 
希望する組合員には、配送到

着時にインターホンでお知らせ

して玄関先や指定の場所に納品

し、玄関内に入って組合員と直

接対面せずに商品の受け渡しを

するようにしました。 
組合員活動では、組合員参加

企画を 3 月後半から中止し、委

員会の定例会も集まれない中で、

SNS を利用したオンライン定例

会や、外出自粛生活についての

委員アンケートの結果を、地区

ニュースにする取り組みなど、

創意工夫をこらした活動が続い

ています。 
 6 月 5 日（金）の総代会に向

けて、各地区での議案書説明会

の代わりに、総代から書面で意

見・質問を募り、それへの回答

を書面で送付し議論の共有を図

りました。 
総代会当日は、総代の協力の

もと書面議決書中心で必要最低

限の出席人数により、規模縮

小・時間短縮で議事運営を行い

ました。 
非常事態宣言解除後も、第 2

波への警戒は怠れません。これ

からも新しい生活様式に合わせ

た事業と活動を模索していきま

す。（組織運営室長 豊嶋馨）

会員生協だより 

みやぎ生協  

生協あいコープみやぎ  

「いわぬまこども食堂＋（ぷらす）」へ 

布マスク 60 枚をお届けした時の様子 

※フードパントリーとは、生活困窮者に 
食料品を無料で届ける支援活動のこと。 



蒲生功理事長のあいさつ 

キャップと苗を交換する来場者（柴田町） 
 

たくさんのエコキャップ
が集まりました。 
 

  

  

 

 

 
 

 
 

●「第 56 回総代会」開催 

 

新型コロナウィルス感染症予

防対策をとり、6 月 13 日（土）、

松島医療生活協同組合「第 56 回

総代会」が、パレス松洲にて開

催されました。出席者は、総代

143 人（出席 22 人、書面議決書

参加 121 人）です。 
議事は、第 1 号議案から第 6

号議案すべての議案が過半数以

上の賛成により議決されました。 
2019 年度は、増収減益で 5 年

ぶりの 139 万円の赤字決算にな

り前年より後退しました。 
組合員活動面では、台風 19 号

の被災者訪問調査活動を支部、

組合員が中心になり取り組むな

どの前進面がありました。しか

し、8 か所で実施している「ひと

りぼっちにしないまちづくりを

目指した居場所づくり活動」と

認知症カフェは、2 月以降、コロ

ナ禍の中、自粛してきました。 
2020 年度もコロナ禍の恐怖

が続く中で、組合員・職員の力

を発揮し、「新しい生活様式＝

新しい自粛生活」を取り入れた

「健康づくり」、「くらしとま

ちづくり」に貢献する組合員運

動を構築していきたいものです。 
特に、日本医療福祉生協連の

「健康観」＝「昨日よりも今日

が、さらに明日がより一層意欲

的に生きられる」で活動してい

く事が大事だと思っています。 
  （専務理事 檀崎祐夫） 

 
 

   
● エコキャップを回収しゴーヤの苗と交換 

 
JA みやぎ仙南は、毎年グリー

ンカーテンコンテストを開催し、

多くの方々に応募いただき好評

を得ています。今年は、昨年ま

で無料配布していたゴーヤの苗

の配布方法を変更し、エコキャ

ップの回収運動と組み合わせて

行いました。 
当 JA 女性部が中心となり、

2019年度からSDGsの取り組み

の一環としてエコキャップ回収

運動を実施しており、今回はグ

リーンカーテンコンテストと絡

め、ペットボトルのキャップ 20
個とゴーヤの苗 1 本を交換（1
人 2 本まで）する方法に変更し

ました。 
5 月 12 日（火）から数量限定

で配付し、広報誌や店頭のお知

らせ等を見ていた利用者が、ペ

ットボトルのキャップを持って、

初日から大勢訪れました。 
来場者から、「新聞折込みの

コミュニティー紙を見て、農協

でエコキャッ

プを回収して

いることを初

めて知った。分

別を心がけ、ま

た持って来た

い」と話しがあ

りました。 

グリーンカーテンコンテスト

は、8 月上旬に JA 役員が審査を

行なう予定です。1 次審査は写真

で行ない、2 次審査は直接現地を

訪問し、入賞者を決めることに

なっています。 
（販売推進課長 水戸慎太郎） 

 

会員生協だより 

松島医療生協  

みやぎ仙南農協  



  

  

 

 

 
 

 
 

● 一人暮らし学生の食を救え！ 宅配冷凍弁当 

 

東北大学は4月17日（金）に、

東北大学の行動指針（BCP）を

レベル 4 に引き上げました。新

型コロナウイルス感染拡大防止

の観点から、学生は学内への入

構が禁止されました。 
東北大生協でも、7 つのキャン

パスのうち 5 つのキャンパスで

食堂の営業中止を決定しました。

多くの学生組合員はキャンパス

周辺に住んでおり、生協が提供

しているミールカードでの食事

を頼りにしている人が多くいら

っしゃいます。 
そこで、食堂部門次長の宮崎

の指示の下、若手職員を中心に

組合員に冷凍弁当を届ける取り

組みを進めることとしました。

食事は毎日とるものですから、

対応はスピードが肝要でした。

冷凍弁当の発案から、わずか 3
日で実施にこぎつけました。5
食（バラエティーパック）を 1
セット 3,000 円で、組合員の自

宅まで配送します。配送は、食

堂を営業していない店舗の正規

職員が担当しました。 

お弁当をお届けした組合員か

らは、Twitter 等で喜びの言葉が

寄せられ、親御さんからも感謝

の言葉を頂きました。人と会う

ことがはばかられ、心細くして

いた学生も多かったのでしょう。 
今後もメニューを広げ、食生

活サポートを継続したいと考え

ています。 
   （専務理事 若栁恒太郎）

 
 

 

 
 

 
 

● 新型コロナの影響を調査「緊急！大学生・院生向けアンケート」 

 

全国大学生活協同組合連合会

では 4 月 20 日から 30 日まで、

全国の大学生、大学院生を対象

とした「緊急！大学生・院生向

けアンケート」を Web で実施し

ました。 
集まった回答は 35,542 件。今

後の大学生協として取り組むべ

きテーマを具体化するために実

施したアンケートですが、予想

を超えた反響があり、大学生・

大学院生の金銭的、心的支援の

不足が浮き彫りになりました。 

『アルバイトへの影響』を尋

ねた質問では、約 4 割が「あま

りシフトに入れていない」「勤

め先の事情でやめることになっ

た」と回答がありました。「学

費を払えず休学か中途退学を考

えている（自由記述）」など、

学生自身や親の収入減から、大

学生を続けることが難しくなっ

ていることが分かりました。 
また、『新しい友人の人数』 

の項目では、7,669 人が 0 人、

6,990 人が 5 人未満と回答して

います。相談し合えるようなコ

ミュニティが構築しづらい環境

におかれています。 
 また第 2 弾として、「緊急！

大学生向けアンケート」が 5 月

20 日から 30 日まで行われまし

た。 
アンケート結果を広く世に公

表すると共に、大学生協として

具体的な支援を行っていきます。   

（事務局長 柏倉欣弥） 

 

会員生協だより 

東北大学生協  

大学生協東北ブロック  

冷凍弁当の取り組みを計画した 
増田静枝㊧、伊藤樹央㊨ 

冷
凍
弁
当 

中
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か
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（生活文化部 昆野加代子） 

 

  

 

● プラスチックリサイクルの状況 

 

世界中の国や自治体、企業な

どが「プラスチック製品を減ら

そう」と、あらゆる取り組みを

進めています。 
「持続可能な社会」に向け、

みやぎ生協・コープふくしまで

は、メンバー（組合員）からの

資源ごみ回収だけでなく、事業

で発生するプラスチックごみ

も分別して回収しています。事

業所で回収したプラスチック

ごみのリサイクル率は 100％で

す。 
※福島県の事業所で出たプラスチック

は、各市町村ごとの基準で処理して

いるため、カウントしていません。 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

● 店舗でのプラスチック削減のとりくみ 
 

みやぎ生協・コープふくしまのお店では、今後、以下のような 
プラスチック削減に取り組む予定です。 

 

 
 
 
 

 

 

引き続き、職員やメンバー（組合員）とともに、プラスチック 

の削減やリサイクルに努めていきます。 

（機関運営部広報課 河端真唯）

  

① 軽食コーナーのプラスチック製ストローから紙製へ切り替え 
② すべてのプラスチック製お買い物袋の無料配布を廃止 
③ プリンなどの購入者へ、会計時にお渡しするプラスチック製 

スプーンの見直し 

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  

 

事業系廃棄物 25% 

回
収
の
内
訳 

食品トレー 37% 

ペットボトル 28% 

卵パック 6% 

ペットボトルキャップ 4% 

 

■回収したプラスチック系廃棄物の内訳（重量） ［2019 年度実績］ 

 
環境に優しい商品の紹介 

生産地で廃棄されてい
たホタテの貝殻の有効利
用のため、ホタテ貝殻の粉
末を 51％とポリプロピレ
ン 49％混錬し、世界に先
駆けたバイオマスプラス
チックを開発しました。ホ
タテ貝殻を主原料とした
新素材。ささくれや鋭利な
折れの不安が無く安全で
す。また耐久性があり、防
災備蓄品としても長期保
管ができます。また環境に
優しくリユースできて可
燃ごみにもできる割り箸
です。 

本体価格 200 円 

※Plastics Smart は環境省が 
すすめているキャンペーン。 

洗って使えるほたて箸 



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 

●「2019 年度活動報告」「2020 年度活動計画」について 

 
 消費者懇は、設立から 10 年目

を迎えました。毎年度、学習会

や意見交換会を中心に進めてお

ります。 
4 月 22 日（水）に、「2020 年

度幹事会および学習会」の開催

を予定しておりましたが、新型

コロナウイルス感染に関する昨

今の状況変化を受け、中止いた

しました。幹事をはじめ、各構

成団体の関係者の皆様への議案

書送付をもって、幹事会に代え

ることといたしました。 
 
2019 年度の活動は、①4 月 25

日（木）「2019 年度幹事会」開

催。②7 月 18 日（木）学習＆映

画「水道事業が『民営化』され

たら私たちのくらしはどうな

る？」開催。③9 月 9 日（月）

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。④11 月 26 日（火）

学習会「食品表示が変わる～食

品添加物はどう表示される？～」

開催。⑤宮城県と仙台市の食品

衛生監視指導計画案に対し意見

を提出しました。 
 
2020 年度は、超高齢社会の到

来に伴う高齢者世帯の増加等に

より、高齢者の消費者被害は依

然として増加傾向にあり、地域

での見守りがより一層重要にな

っています。 
成年年齢引き下げの民法改正

が行われ、2022 年 4 月から施行

されます。知識や経験、判断力

が不足している消費者を、不当

に勧誘し締結させた契約を取り

消せる権利の創設や、若年者へ

の消費者教育の充実を私たちは

求めていかなければなりません。 
学校では「デジタル機器の使い

方教育」は進んでいますが、ネ

ットトラブルに巻き込まれた時

の対処法を学ぶ「情報モラル教

育」はまったく進んでいません。 
食品表示法の新ルールが、4

月 1 日から完全施行になってい

ます。遺伝子の狙った部分を、

効率よく編集できる技術を食品

に応用した「ゲノム編集食品」

の販売や流通に関する届け出制

度が昨年 10 月に始まり、食卓に

並ぶ見通しとなりました。一部

については安全性審査が義務付

けられておらず、国への届け出

や食品への表示も販売側の任意

とされており、消費者として食

の安全が守られるかが懸念され

ます。 

これらの状況をふまえ、学習

会、行政部局との意見交換、「宮

城県消費者施策推進基本計画案

（第 4 期）」、「宮城県消費者教育

推進計画案（第 2 期）」及び「仙

台市消費生活基本計画案（第 4
期）」、宮城県及び仙台市の「食

品衛生監視指導計画案」、「食の

安全安心の確保に関する基本的

な計画案（第 4 期）」に対し意見

の提出を行います。 
 また、「みやぎ食の安全安心推

進会議」「仙台市食品安全対策協

議会」「宮城県消費生活審議会」

「仙台市消費生活審議会」の委

員からの情報を共有し、宮城

県・仙台市の行政施策について

注視しながら、消費者の求める

食の安全行政及び消費者行政と

なるよう働きかけます。 
   （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  
E ﾒｰﾙ sn.m10046kn@todock.coop  ＵＲＬ https://kenren.miyagi.coop/ consumer/index.html   

 

 

 



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 33、個人 65 です。（2020 年 3 月現在） 

消費税ネット「2020 年度活動方針」 

１．消費税率の引き上げに反対するとともに消費税負担の軽減を求めるため、
県内外の幅広い団体や県民と協同で活動に取り組みます。 

２．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
換を求めるため、政府、各政党、県選出国会議員、県内首長などへ働き
かけます。 

３．学習会の開催などを通じて、消費税率の引き上げに反対するとともに、
消費税負担の軽減を求める世論をつくります。 

（１）学習講演会を行い、消費税率引き上げの影響および消費税率引き上げ
に頼らない税制のあり方などを学習していきます。 

（２）消費税川柳を募集し、七夕時期に入賞作品を HP で公表します。 

４．多方面への働きかけをさらに強め、賛同する個人や 
団体会員数を増やし運動の幅を広げます。 

５．「ネットニュース」を発行し、宣伝、メール配信など 
広報活動を強めます。 

●「2019 年度活動報告」「2020 年度活動方針」について 
 
6 月 2 日（火）に、「2020 年

度第 18 回総会＆記念講演」の

開催を予定しておりましたが、

新型コロナウイルス感染に関す

る昨今の状況をふまえ中止いた

しました。 
2020 年度第 18 回総会におい

て確認する予定でした「第 1 号

議案：2019 年度活動報告並びに

決算承認の件」「第 2 号議案：

2020 年度活動方針並びに収支

予算決定の件」「第 3 号議案：

役員選任の件」「総会アピール

（案）」につきましては、会員の

皆様への議案書送付をもって、

総会に代えることといたしまし

た。（総会アピール後掲） 
 

2019 年度の活動は、①6 月 5
日（水）「第 17 回総会＆記念講

演」開催。②1 月 30 日（木）「第

17 回学習講演会」開催。③応募

総数813句から選出しました作

品 36 句を書き込んだ「消費税

川柳七夕」を 7 月 31 日（水）

～8 月 8 日（木）で展示しまし

た。④「消費税に関する政策ア

ンケート」の実施。⑤宮城県選

出国会議員への要望書提出。消

費税率引き上げに反対する意見

の表明。⑥「10 月からの消費税

10％中止を求める国会請願署

名」の取り組みとして、6 月 12
日（水）と 9 月 12 日（木）の 2
回、国会内院内集会に参加し宮

城県内の署名を提出しました。 
 
新型コロナウイルス感染症の

拡大が続き、景気の悪化が深刻

さを増しており、私たちの日々

のくらしや、地域の経済に深刻

な痛みをもたらしています。消

費増税の影響緩和策のひとつで

あるポイント還元制度は、2019
年 10月から 2020年 6月までの

あくまでも時限的なものであり、

制度終了後は、店舗における加

盟店手数料の引き下げや端末補

助、消費者に対するポイント還

元といった恩恵がなくなります。

さらに、新型コロナウイルス感

染拡大により、消費支出の減少

が大きくなり、ますます景気が

冷え込んできています。 
このような中、2020 年度は、

消費者・事業者の実情を踏まえ、

消費税率の引き上げに反対する

とともに、消費税負担の軽減を

求める運動を、会員の皆様はも

とより、各界各方面に広く連帯

を呼びかけ、以下の活動に取り

組みます。 
 引き続き、皆様からのご支援

ご協力をお願いいたします。 
   （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 

議案採決の様子 

● 新型コロナウイルス感染症に関するアンケート調査を実施し、国、宮城県・仙台市へ要望書提出

 

世界各国で猛威を振るう新型

コロナウイルス感染は、介護現

場へも深刻な影響を及ぼし、各

地の介護事業所においてもクラ

スター（感染者の集団）が発生

するなど、新型コロナウイルス

感染拡大の今後の推移は、予断

を許さない緊迫した状況です。 
そのような中、介護現場から

は、使い捨て不織布マスク、消

毒液等をはじめとする衛生用品

の在庫状況に不安を感じている

声が大きくなっています。 
介護・福祉ネットみやぎでは、

4 月上旬に会員団体の運営する

介護事業所に新型コロナウイル

ス感染予防に必要な日常的な衛

生用品の在庫状況について把握

するため緊急アンケートを実施

しました。 
アンケート結果をもとに、介

護現場の声をお伝えするととも

に、介護サービス利用者や介護

従事者の安全と安心につながる

支援が早急に図られるよう、『新

型コロナウイルス感染症への対

応に関する要望書』を、4 月 24
日（金）に宮城県保健福祉部長

に提出、宮城県議会議長及び各

会派へ送付し、4 月 30 日（木）

に仙台市健康福祉局長に提出、

仙台市議会議長及び各会派へ送

付しました。（後掲） 
併せて、5 月 18 日（月）に『新

型コロナウイルス感染症への対

応に関する要望書』を内閣総理

大臣、厚生労働大臣、財務大臣、

経済再生担当大臣（新型コロナ

ウイルス感染症対策担当）へ提

出し、同様の要望書を宮城・東

北選出国会議員へ送付しました。

（後掲） 

 

●「2020 年度総会」開催 

 

介護・福祉ネットみやぎ「2020
年度総会」が、6 月 16 日（火）

13 時 30 分よりフォレスト仙台

第 2 フォレストホールにて、正

会員 37 人（本人出席 18 人、書

面議決による出席 19 人）の出席

で開催されました。内舘昭子理

事長の開会挨拶の後、司会より

宮城県並びに仙台市からのご祝

辞を紹介しました。 
議案は、第 1 号議案 2019 年度

事業報告承認の件、第 2 号議案

2019 年度決算報告承認の件、第

3号議案2020年度事業計画及び

活動予算決定の件、第 4 号議案

定款変更の件、第 5 号議案役員

改選の件について、渡辺淳子理

事から一括して提案を行い、全

議案とも賛成多数で承認されま

した。 
議案採決に引き続き、総会決

議（案）の提案が江本直子会員

（社会福祉法人仙台ビーナス会）

からあり、出席者の拍手で採択

され、「2020 年度総会」は終了

しました。（総会決議後掲） 
（事務局長 渡辺淳子） 

宮城県保健福祉部長寿社会政策課千坂守

課長㊧に要望書を提出する内舘理事長 



 

 

 

 

 

 

 

●「2020 年度通常総会」開催 
 

6 月 20 日（土）仙台弁護士会

館 4 階ホールにおいて、「2020
年度通常総会」が開催されまし

た。新型コロナウイルスの感染

拡大防止の観点から規模を縮小

し、感染リスク低減のため会員

の方に実出席をお控えいただき

書面中心での総会とし、正会員

100 人（本人出席 14 人、表決

委任 16 人、書面議決書 70 人）

の参加で開催されました。 
司会の高橋大輔理事より成立

が宣言され、その後、吉岡和弘

理事長から挨拶がありました。 
議長に男

おとこ

澤
ざわ

拓
ひらく

さん（仙台弁

護士会所属）が選出されました。 
 議案は第 1 号議案：2019 年

度事業報告承認の件、第 2 号議

案：2019 年度決算報告承認の件、

第 3 号議案：2020 年度事業計

画決定の件、第 4 号議案：2020
年度活動予算決定の件、第 5 号

議案：定款の一部変更の件、第

6 号議案：議案決議効力発生の

件について、小野寺友宏理事か

ら一括して提案を行いました。 
続いて監査報告は書面での報

告がされ、全議案満場一致の賛

成により採択承認されました。 

 

●「仙台市令和 2 年度消費生活パートナー養成講座」に講師を派遣しました 

 

6 月 23 日（火）「仙台市令和

2 年度消費生活パートナー養成

講座」に講師派遣を行いました。 
講師の検討委員男澤拓弁護士

からは、契約全般についての基

本的な事項から消費者契約法、

特定商取引法などの各論的な説

明や、受講者がイメージしやす

い例示を盛り込み解説をしまし

た。 
受講参加者からは「消費者に

係る基本的な法律について学べ

た」、また仙台市消費生活セン

ター相談員の方からは「これか

ら市民向けに出前講座などをす

る際、専門的で難しくなりがち

な話を分かりやすく伝えるため

のヒントをたくさんもらえた」

等の声をいただきました。 
消費生活パートナーは、消費

生活センターと地域の消費者の

方々をつなぐ「パイプ役」とし

て、消費生活に役立つ情報を届

けたり、消費者トラブで悩んで

いる方を相談窓口に繋いだり、

センターと連携して消費者啓発

を行うボランティアです。 
仙台市では年 1 回 5 月に、消

費生活パートナーの募集を行っ

ており、消費生活パートナーの

養成講座を 2 回受講する必要が

あります。 
（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 
認定 NPO 法人 
消費者市民ネットとうほく 

 
今回は、もっともトラブル情報が多い「お試しだけのつもりが定期購入に！？」について、ご紹介いたします。 
スマートフォン、タブレットを利用している際に、健康食品や化粧品等の広告が表示されることはありませんか？ 
『初回お試し価格』と書かれていたため、「1 回限りで安く購入できる」と思い注文したが、請求書には 5 回定期

購入コースと書かれていた。2 回目以降は高額な定価での購入となっているため解約をしたい」といった消費者トラ
ブルが、多く発生しています。 

このような場合、契約条件によっては途中解約ができない場合がありますので、以下の点に注意しましょう！ 
①契約する前に定期購入になっていないか、支払総額はいくらかなど契約内容をしっかり確認しましょう。 
②解約・返品はできるか、できる場合の条件なども併せて確認をするようにしましょう。 
③注文内容画面を保存しておくことや、事業者に連絡をした証拠をきちんと記録しておきましょう。 
 

消 費 者 ト ラ ブ ル 情 報  

お試しだけのつもりが 

定期購入に！？ 



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 

『長谷部誠大使  
    ロヒンギャ難民キャンプ訪問』 

『アフリカの子どもたちの物語』 

 

 
 

 

 

 

 

● 宮城県と共催で「子どもの権利に関するパネル展」を開催 

5 月 18 日（月）から 22日（金）

まで、宮城県庁県民ロビーにて、

「子どもの権利に関するパネル

展」を開催しました。今年は『長

谷部誠大使 ロヒンギャ難民キ

ャンプ訪問』と『アフリカの子

どもたちの物語』の 2 つのパネ

ルを展示しました。 
『長谷部誠大使 ロヒンギャ

難民キャンプ訪問』は、2019 年

6 月に長谷部誠選手がバングラ

ディシュの難民キャンプを訪問、

人道危機への関心をあらためて

呼びかけ、人々が未来を切り拓

いていく支援の輪を広げていく

ことがテーマとなっています。  
一方『アフリカの子どもたち

の物語』は、故郷を追われ、様々

な形態の暴力の犠牲になり、栄

養不良や感染症に苦しみ、教育

を諦めざるをえない子どもたち

が、ユニセフの支援を受けて生

活がどのように変わったのかを

物語形式で伝えるパネルになっ

ています。 
2019 年は「子どもの権利条約」

が採択されて 30 年。世界の子ど

もたちを取り巻く状況は改善し、

より健康に生きることができる

ようになりました。しかし最も

弱い立場に置かれた子どもは、

まだ取り残されたままです。さ

らに今の子どもたちには気候変

動、ネット上の虐待、ネットい

じめなどの新たな脅威が生まれ

ています。 
ユニセフは「子どもの権利条

約」のもと、過去も現在もすべ

ての子どもたちが「子どもの権

利条約」で保障された権利を享

受できるように世界中で活動し

ています。子どもに関わる全て

の人が、子どもの権利が実現さ

れるように取り組むことが必要

です。そして子どもたち自身が

自分たちの持つ権利について知

り、学び、自分たちの声を伝え

ていくことが大切です。 
（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/ 
 

宮 城 県 

 

ユニセフの分析によると、世界の 18 歳未満の子どもの約 77％（18 億人）

が、COVID-19 により何らかの移動制限を課している 132 カ国に暮らしてい

ます。移動が制限され、衰退する社会や経済の下で暮らす子どもたちは、

暴力や虐待、ネグレクトの被害を受けるリスクが高まっています。女性や女の

子は、ジェンダーに基づく暴力や性的暴力のリスクが高まっています。難

民、移民、国内避難民の子ども、帰還者は、サービスや保護へのアクセスが

低下し、外国人への嫌悪や差別にさらされる機会が増えています。 

ユニセフは、新型コロナウイルスから最も弱い立場にある子どもを守るた

め緊急募金を行っています。 

詳しくは、日本ユニセフ協会のホームページをご覧ください。 

URL https://www.unicef.or.jp/kinkyu/coronavirus/#bokin 
©UNICEF/UNI313299/Matas 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 

緊急募金 

©日本ユニセフ協会/2019/tetsuya.tsuji 

©UNICEF/ 

UNI179307/Lynch 



環境のとりくみ 公益財団法人 ＭＥＬＯＮの活動 
 

 

 

 

 

 

 

●「令和元年度うちエコ診断」結果から“考えてみよう！省エネやってみよう♪” 

 
令和元年度うちエコ診断結果

では、宮城県の家庭から排出さ

れる CO2は、全国と比べると多

く（1 世帯あたり+300kg- CO2 /
年）、これは杉の木約 21 本が 1
年間に吸収する CO2量に相当し

ます。 
用途別で見ると、宮城県は「自

動車」「暖房」「給湯」の順で多

くなっています。しかし、その

部分こそ対策をすることで光熱

費や CO2を削減する効果が大き

くでるところなのです！ 
例えば、「自家用車」であれば

近場に買い物へ行くときは、な

るべく徒歩や自転車で行くこと

でガソリン代と CO2削減になり

ます。徒歩や自転車で移動する

ことで運動にもなり、普段見慣

れている道も違う景色が見えて

くることもあります。 
「暖房」では、ひざ掛けを掛

けるもしくは 1 枚多く着たり、

厚い靴下をはくことで体感温度

が上がり暖房の設定温度の見直

しにもつながります。もちろん

対策を実施するときは無理せず

行うことが大切です。 
私の家は光熱費使い過ぎ？な

ど気になった方は、ぜひうちエ

コ診断を受診してください！省

エネ・省 CO2対策のエキスパー

トであるうちエコ診断士が解り

やすく解説いたします。 
詳しくは、ストップ温暖化セ

ンターみやぎまで、お問合せく

ださい！今年度は 2 月

中旬までうちエコ診断

の申込み受付をしてい

ます。（予定件数に達し

次第、受付を終了いたし

ます。） 
（ストップ温暖化セン

ターみやぎ 吉田美緒） 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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 477、法人

58 団体、任意団体 10 団体です。合計 545 です。（6/4 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   

  

 

＊MELON 事務局より＊ 
6 月 4 日現在、新型コロナウイルス感染拡大により、これまで自粛が続いていた MELON の活動も、

これから少しずつ動き出す予定です。SNS や動画の活用なども取り入れながら有効な活動を検討して

いきたいと思います。（事務局統括 小林幸司） 
 


