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宮城県の消費者行政について
県の担当部局と消費者が意見交換を行いま し た
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県連役員エッセイ

私たちが、今できること
宮城県生協連理事

石川

宣子

（みやぎ生協地域代表理事）

を目指しています。

新型コロナウイルス感染症の

とで成り立っています。生産者

拡大によって、私たちは生活様

の圃場を見学したり、時には収

今、そのような活動が対面で

式を変えることを求められてい

穫体験をさせていただいたりし

できないことに戸惑っています。

ます。コロナウイルスが社会に

ます。

オンラインでの活動も少しずつ

起きている全ての原因であると

私も毎年、水田や圃場、養殖

増えてきていますが、馴染む人

いうことはできませんが、少な

場などに見学に行きました。昨

ばかりではありません。どのよ

くともこれまでできていたこと

年の春には、イチゴの摘み取り

うにして活動をして行けばよい

を行えなくなった、という体験

体験をしました。ハウスの中は

のか、模索する日々を送ってい

を誰もがしているのではないで

イチゴの甘い香りが充満し、真

ます。アドバイスを受けながら、

しょうか。

っ赤に熟したイチゴはやさしく

知恵を出し合いながら、今でき

触らないとジュースになってし

ることを考えていきたいと思っ

まいそうでした。五感を通して、

ています。

2020 年は、生協の PB である
COOP 商品が 60 周年を、みや

『めぐみ野』イチゴを知ること

ぎ生協の産直ブランド『めぐみ

ができました。昨年秋の台風 19

野』が 50 周年を迎える年です。

号の被害が大きかったイチゴの

私たちは、その記念の年に向け

生産地を、私たちはとても案じ、

ての様々な企画を行うことを、

復旧を願いました。

2020 年の目標としていました。

生産者をお呼びして、多くの

その取り組みをとても難しくし

メンバーと直接交流してお話を

ているのが、新型コロナウイル

伺う機会も企画します。県内の

ス感染症の拡大です。

産地からはもちろん、遠方から
来て商品について熱く語る生産

『めぐみ野』について、少し
お話します。
顔とくらしの見える産直であ

者に会うと、一人でも多くのメ
ンバーに商品について知っても
らいたいと、強く思います。

る『めぐみ野』は、生産者や産
地、栽培飼育方法が明らかであ

私たちは、より多くのメンバ

るだけではなく、生産者とメン

ーに学んだことや体験したこと

バー（組合員）の交流があるこ

を伝え、共に考えてもらうこと

写真は、昨年の梨圃場見学
（『めぐみ野』梨）と稲刈り体験
（『めぐみ野』米）の様子。
今年度は、メンバーと生産者
の産地交流の多くを見送って
います。

宮城県生協連の活動

● 宮城県生協連第 51 回総会（2020 年度）第 2 回理事会報告
第 2 回理事会は、9 月 8 日
（火）

議しました。出された意見を

報告、その他の報告について、

午後 1 時 30 分より、フォレスト

もとに文案を修正のうえ、ア

野崎和夫専務理事より報告が

仙台 5 階会議室において開催さ

ピールとして各政党宛にお送

あり、全員異議なく了承しま

れ、理事 11 人、監事 2 人、顧問

りすることとしました。

した。

2 人が参加しました。議長に冬

【報告事項】

木勝仁会長理事を選任し、議事

1．新型コロナウイルス感染症に

める懇談会みやぎの活動、消

に入りました。

関連した取り組みについて、

費税率引き上げをやめさせる

【議決事項】

出席した理事・監事より報告

活動について、加藤房子常務

があり、全員異議なく了承し

理事より報告があり、全員異

ました。

議なく了承しました。

2020

年度冬灯油暫定価格の

件について、野崎和夫専務理事
より提案があり、全員異議なく

4．消費者行政の充実強化をすす

2．新型コロナウイルス感染症に

5．NPO 法人介護・福祉サービ

原案通り可決承認されました。

よる大学生協及び医療生協の

ス非営利団体ネットワークみ

【協議事項】

経営問題への対応について、

やぎの活動報告について、渡

1．2020 年度県知事懇談会開催

野崎和夫専務理事および小山

辺淳子常務理事より報告があ

計画、2020 年度政党懇談会開

茂樹監事より報告があり、全

り、全員異議なく了承しまし

催計画について、野崎和夫専

員異議なく了承しました。

た。

務理事より提案があり、協議

3．第 51 回通常総会開催報告、

【文書報告事項】

令和 2 年度消費生活協同組合

しました。
2．消費者のくらしと権利を守る

行政・議会関連、各種委員推

等指導検査、宮城県協同組合

薦・後援依頼・広告協賛等につ

こんわ会活動報告、平和・憲

いて、文書により報告がありま

アピールについて、加藤房子

法 9 条関連報告、NPO 法人消

した。

常務理事より提案があり、協

費者市民ネットとうほく活動

2020

年度宮城県生協組合員

● 2020 年度生協「夏灯油決定価格」「冬灯油暫定価格」
2020 年度 夏灯油決定価格
お任せ給油価格（税込）

1 ㍑あたり

2020 年度 冬灯油暫定価格
対象期間

【配達期間】 2020 年 4 月 27 日（月） 〜2020 年 9 月 25 日（金）

77.21円

18 ㍑１缶あたり

１，３９０円

【配達期間】 2020 年 9 月 28 日（月）〜2021 年 4 月 23 日（金）

9 月 28 日（月） 〜11 月 1 日（日）

11 月 2 日（月） 〜

1 ㍑あたり

18 ㍑１缶あたり

1 ㍑あたり

お任せ給油価格（税込）

８２．０円

１，４７６円

７８．０円

１，４０４円

個缶価格（税込）

８３．０円

１，４９４円

７９．０円

１，４２２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。11 月 2 日
（月）配達分から、冬灯油暫定価格を 1 ㍑あたり税込 4.0 円（1 缶税込 72.0 円）値下げしまし
た。なお、夏灯油はお任せ給油のみとなります。

18 ㍑１缶あたり

宮城県生協連の活動

● 消費者のくらしと権利を守る 2020 年度宮城県生協組合員アピール
宮城県生協連では例年 9 月に、

生協組合員集会は、灯油はも

私たちのくらしを取り巻く様々

ちろん、平和や税金、社会保障、

な問題を参加者全員で共有し、

食の安全、消費者行政など、く

県民に広くアピールする場とし

らしを取り巻く様々な問題をテ

て、
「消費者のくらしと権利を守

ーマとし、2019 年度で 40 回と

る宮城県生協組合員集会」を

なりました。

1,000 人規模で開催してきまし
た。

2020

年は組合員集会を中止

昨年度の組合員集会の様子

したものの、集会アピールと同

今年度は新型コロナウイルス

様の宮城県内の生協組合員の要

望をふまえた行政施策の執行を

の感染状況をふまえ、感染防止

望をまとめた組合員アピールを

求めるため、県内政党事務所に

のため中止することといたしま

表明することとしました。

送付いたしました。
（後掲）

した。

10 月 16 日（金）
、消費者の要

●「令和２年度東北地方ＬＰガス懇談会」参加報告
9 月 15 日（火）
、
「令和 2 年度

理事が消費者委員として参加し

金は高く、設備費用転嫁等の実

東北地方 LP ガス懇談会」が、

ました。LP ガスの料金体系の不

態を認識していないとの経済産

オンラインにて開催され、消費

透明さや価格の高さ、契約時の

業省調査結果があるなど、取引

者、 LP ガス販売事業者、学識

トラブルなど、消費者の不満が

適正化を果たす上で、事業者か

経験者や行政等から 27 人が参

大きいこと、標準的な料金メニ

らの消費者への丁寧な説明が重

加しました。

ューの分かりにくさなど、ガイ

要であることが理解できました。

ドライン制定後もあまり改善が

昨今災害が多い中、LP ガスに

興センターに開催を委託してい

認められないこと、三部料金制

よるエネルギー供給を安全かつ

る懇談会で、全国 9 ヶ所で開催

度導入を一日でも早く 100%に

迅速に行うことを目的として開

されています。

なるよう導入の促進を求めるこ

発された「災害対応型 LP ガス

東北経済産業局資源・エネル

と、毎年ブロックごとに開催さ

バルク供給システム」の補助金

ギー環境部の奥村浩信部長から

れている「LP ガス懇談会」にお

活用に関する報告がありました。

の挨拶の後、資源エネルギー庁

いて、料金の透明化・適正化に

最後に、資源エネルギー庁か

から「LP ガスの料金透明化・取

向け意見交換が行われることを

ら、LP ガスの料金透明化・取引

引適正化の現状」
「LP ガスの災

期待することなどについて発言

適正化や設備費用転嫁等の問題

害対応能力」ついて、エルピー

しました。

について、国土交通省・公正取

経済産業省がエルピーガス振

ガス振興センターから「令和元

また、
「新型コロナウイルス感

年度及び 2 年度の流通経営調査

染拡大下の状況、対応等」につ

の概要」について報告がありま

いて、各県の LP ガス協会参加

した。

者から報告がありました。

宮城県生協連の加藤房子常務

集合住宅入居者の LP ガス料

引委員会などと検討していきた
いとの報告がありました。

会員生協だより
みやぎ生協

● 令和 2 年 7 月豪雨災害被災者支援ボランティアに取り組みました
みやぎ生協では、令和 2 年 7
月豪雨で被害を受けた各地の生
協への支援として、製作ボラン
ティアに取り組みました。

以上が参加し、お子さんと一緒
に取り組んだ方もいました。
生協ひろしま職員の方からは、
「手書きのメモまで書いてくだ

「生協くまもと」と「生協ひ

さって、本当に心が洗われる想

ろしま」へは、被災された方や

いでした。ひとりの力なんて小

被災者を支援している方・配達

さいですが、みんなの力を合わ

などに尽力している生協職員の

せることで、それは大きな力に

方々が少しでも涼しく作業がで

なるんだと、改めて教えて頂い

きるようにと、メンバー（組合

たように思います」と、うれし

員）にボランティアを呼びかけ、

いメールをいただきました。

「ひんやりタオル（首元に保冷

そのほかにも、各地域のボラ

剤を入れて使用するタオル）」

ンティアセンターで、過去に支

を計 1,120 枚作り、8 月 28 日（金）

援をいただき交流のある 5 生協

取り組んでくださった多くの
ボランティアに、心より感謝申
し上げます。
（生活文化部 山田尚子）

メンバー手作りの「ひん
やりタオル」（応援メッセ
―ジ入り）を、生協くま
もと、生協ひろしまに送
りました。

に各 560 枚ずつお送りしました。 へ、メッセージやマスクケース
ボランティアにはのべ 70 人

などを作ってお送りしました。

● 学習会「ゲノム編集技術を用いた食品〜技術・安全性・表示を中心に〜」
9 月 8 日（火）コロナ禍の中、

い技術を使ったことを消費者に

会場参加いただく学習会の再開

知らせる透明性が必要です。新

となる「ゲノム編集食品ってな

しい技術で私たちの食卓も変わ

あに？」を、コロナ対策をしっ

ってきていますが、消費者も自

かりとりながら開催し、71 人が

ら学習し関心をもって意見を言

参加しました。

いましょう」と話されました。

一般社団法人フーコム代表の

2019 年 3 月、厚生労働省はゲ

森田満樹さんが「ゲノム編集技

ノム編集により作られた作物な

術を用いた食品〜技術・安全

どを、食品として流通させる際

性・表示を中心に〜」をテーマ

の規制について定める報告書を

に、ゲノム編集技術の特徴や品

まとめました。いつ第 1 号のゲ

種改良技術、食品としての安全

ノム編集応用食品が出てくるか、

性、ゲノム編集応用食品の表示

それは何かにも注目していきた

などについて講演。「ゲノム編

いと思います。

集は農業の未来、食料の供給に
答えてもらえると思うが、新し

（生活文化部 野口良子）

講師の森田満樹さん

コロナ禍の中、参加者は直接話を聞く学習
の機会を待ちわびていたかのようでした。

会員生協だより
生協あいコープみやぎ

● 令和 2 年 7 月豪雨被災地支援の義援金を送りました
地球温暖化による異常気象は、

現地へ支援に駆け

毎年全国各地に被害をもたらし

付けたいところで

ています。今年 7 月 3 日からの

したが、コロナ禍

大雨でも、九州南部や福岡では

によって被災県外

甚大な被害が生じ、多くの尊い

からの人的ボラン

命が奪われてしまいました。被

ティア活動がまま

災地では、復旧・復興への取り

ならない状況でし

組みがすすめられています。

た。

炊き出し（球磨村）

被災地支援に取り組むグリーンコープに義援金をおくりました。

来年で東日本大震災から 10

私たちが頂いたご支援の「恩

年を迎えますが、私たちがここ

送り」の一部として被災者の皆

まで復興出来たのも、全国の生

様のお役に立てて頂くため、地

協運動の仲間の皆さまからの温

域の復旧に向けて食事や物資の

被災者の皆さまと支援に入られ

かいご支援、生協活動の根幹に

提供・作業支援など生協として

る皆さまの安全と健康を願って

ある「お互いさま」の温かい心

奮闘されているグリーンコープ

おります。

を頂けたことに他なりません。

共同体に、あいコープみやぎ組

今回の災害でも本来ならば、

1,059,000 円を、9 月 1 日（火）
にお送りしました。
コロナ禍の中での復興ですが、

（理事長 高橋千佳）

合員から集まった義援金

● 女川原発再稼働問題の学習会を開催
本大震災の被災原発であり建物

会宛の署名 608 筆が、組合員か

2 号機へ適合性審査の「合格」

の剛性が大きく落ちていること、

ら寄せられました。私たちは反

を出して以来、再稼働への動き

原子力規制委員会の作成した新

対の声を上げ続けています。危

が加速しています。規制委員会

基準は、原発再稼働を可能にす

険な原発再稼働を世論の力で食

は「審査基準に適合したという

るために既存の原発に施しうる

い止めましょう！

ことであって安全ということで

対策しか盛り込まれていないこ

はない」と言っています。では

と、避難計画は実行性に乏しい

何のための審査？基準って何な

ことなど、様々な問題があるこ

の？と頭は疑問だらけです。

とを学びました。

原子力規制委員会が女川原発

そこで再稼働の問題点につい

てもいつ帰れるかわからない”、

やぎ顧問）を講師に招き、8 月

“やはり原発を動かしてはいけ

20 日（木）に学習会を開きまし

ない”などの感想がありました。

た。参加はオンラインも含めて

再稼働反対の意思を表すため

学習会では、女川原発が東日

櫻井洋子）

参加者からは、“仮に避難でき

て多々良哲さん（あいコープみ

16 人でした。

（理事

呼びかけられた県議会議長宛の
署名 1,563 筆、石巻市長と市議

日の出町センター会議室から Zoom を
使って自宅での参加者に配信しました。

会員生協だより
松島医療生協

● 新型コロナウイルス感染症予防対策について
感染防止の徹底を図っています

松島医療生協では、各事業所

ています。

から委員を選出して「新型コロ

スタッフには、体調管理及び

ナウイルス対策委員会」を設置

出勤前の検温と記録、個人個人

し、法人全体での感染予防対策

の行動歴の把握と管理者への報

に取り組んでいます。

告を義務付け、感染症対策マニ

診療及び介護サービス提供中

ュアルの作成、研修会への参加

には、常時マスク着用、必要時

と伝達講習等、様々な取り組み

の手袋やフェイスシールド、エ

で感染防止の意識を高めてきま

プロン、個人防護具を使用し、

した。

感染防止対策を行
っている内科受付
歯科職員の体温測定
＆記録コーナー

標準予防策（スタンダードプリ

地域活動では、広報を活用し

コーション）の徹底を図ってい

「新型コロナウイルス拡大によ

ます。他にも飛沫防止のパーテ

る日常生活や心身の影響につい

今後も地域の方への安心・安

ンション設置、定時（朝・昼・

てのアンケート」を組合員に配

全の医療・介護のサービス提供

夕）の診療室・事務所内の消毒、

布し、地域の方々の“困った”

を目指し、新しいつながりづく

窓の開放や換気扇及びサーキュ

を見落とさない身近な存在とし

りをすすめていきます。

レーターを使用した換気を行っ

て、相談し支えあえる取り組み

をひろげていく予定です。

（専務理事 佐藤良治）

みやぎ県南医療生協

● 新型コロナウイルスを「もらわない、うつさない」
答 89 生協中 81 生協が前年割れ、

室を設けるなど、感染予防に努

世界中が大変な状況となってい

40 生協が 3 か月連続で前年割れ

めています。

ます。10 月 29 日現在での感染

となりました。介護事業でも通

者数は日本で 98,852 人、宮城県

所・居宅サービスは収益が前年

保健所の統廃合や、1999

は 689 人、全世界で 4,490 万人

比 96.8％となり、医療・介護経

3,321 床あった感染症病床を、

です。

営も厳しい状況です。

2019 年までに 1,869 床にし、社

新型コロナウイルス感染症で

解雇なども増え、保険料を支

みやぎ県南医療生協では、6

国は医療費削減政策のため、
年に

会保障を切り捨ててきました。

払えない世帯もあり、具合が悪

月まで組合員活動を自粛し、7

くても受診を控えたり、介護サ

月から感染症対策を周知徹底し

出来ることは、

ービスを我慢しているケースも

たうえで、活動を再開していま

「感染しない、

少なくありません。

す。また、しばた協同クリニッ

移さないこと」

医療福祉連合会の調査では、4

クでは、受付に飛沫防止シール

が大切ですね。

月〜6 月の第一四半期累計での

ドを設置、また発熱者が受診す

（専務理事

事業収益は前年比 91.9％で、回

る際は通常とは違う入口と診察

今、私たちに

小山茂樹）
クリニック入口に設置
した自動手指消毒器

会員生協だより
東北大学生協

● オンラインでもつながる学生委員会
学生委員会（おおわん）では

ていない状態で、9 人の新入学生

例年、新学期企画として、受験

委員を迎え入れることができま

時案内、歓迎企画、生協オリエ

した。

ンテーションなどを行ってきま

（専務理事

若栁恒太郎）

した。これらの企画で学生委員
会に興味を持った人たちから、

初挑戦！クラウドファンディングの結果は・・・

新しく学生委員会や総代、生協
委員になってもらいます。
しかし今年は多くの企画がコ
ロナウイルスの影響で実施でき

早いはやい。LINE、インスタ、

ず、新入生との絶好のつながり

Twitter、ZOOM…多種多様なツ

の機会を失いました。当初は絶

ールを活用して、新入生とつな

望していましたが、「どうやっ

がることを意識的に取り組んで

て新入生とつながるか」に考え

きました。

方をシフトチェンジした学生は

結果、一度も新入生と対面し

コロナウイルスの影響でアルバイトがなくなる
など、経済的な影響を受けている学生を支援
するため、教科書の追加値引きのためのクラウ
ドファンディングを、東北大生協独自で行いま
した。
河北新報をはじめとする各種メディアや、大
学の広報にも（コープカレンダーにも！！）取り
上げていただきましたが、結果としては目標の
500 万円には遠く及ばず 228 万 780 円（達成
率 45％）で未達成となりました。お力添え頂い
た皆様、ありがとうございました。
今回は、プロジェクトが実施できず追加値引
きは行えなかったのですが、これからも学生の
生活を支援するチャレンジを続けていきたいと
思います。

宮城大学生協

● Twitter 質問箱による学生委員会の対応
〜授業に関する質問です〜

コロナウイルスの影響により

たところです。私たちも初めて

入学式の中止やオリエンテーシ

の試みで試行錯誤しながら活動

ョンの縮小で不安を抱える新入

を進めていましたが、新入生か

生が多い中、少しでも新入生の

らの感謝の声をいただいたので、

不安や疑問を解消することを目

個人的には「やってて良かった」

数学とか経済とか苦手なんですけど
取らなかったらやっぱり後から
困りますか？？

的としてこの活動を始めました。 と思いました。
返答内容は委員会内で協議し、

異例の事態ではありましたが、

返答は 3〜4 人ほどの SNS 班が

新入生がどんなことを疑問に思

担当しています。生協の事業に

ったり、不安に感じたりしてい

関する質問に関しては、直接店

るのかを知れる機会でもあった

舗に問い合わせてもらいました。

ので、この活動を通して今後の

大学に対する質問や特定の教

新入生に向けた活動に活かした

科に対する質問等、学生委員会

いと考えています。

としてどこまで返答してよいか、

（大和キャンパス前学生委員長
小野菜々穂）

活動をしていて一番難しく感じ

※東北大学と宮城大学では、後期授業を十分な感染防止対策を施したうえで対面とオンラインを併用して再開しています。

環境のとりくみ
協同のとりくみ

● 宮城県協同組合こんわ会「2020 年度委員総会」報告
宮城県協同組合こんわ会（宮

報告及び収支決算、2020 年度活

長に冬木勝仁県生協連会長理事、

城県農業協同組合中央会、宮城

動計画及び収支予算、2020 年度

寺沢晴彦県漁協組合長、佐藤正

県生活協同組合連合会、宮城県

会費、役員の選任について決定

友県森林連会長、山口哲男日専

漁業協同組合、宮城県森林組合

しました。2020 年度の活動では、

連県連会長を選任しました。

連合会、日専連宮城県連合会）

協同組合間提携活動の展開、
「協

なお、7 月 30 日（木）開催の

では、8 月 31 日（月）JA ビル

同組合」組織の発展及びコロナ

幹事会では、コロナ禍で従来の

宮城において、「2020 年度委員

禍における役割発揮の取り組み、

ように集まる形の活動は難しい

総会」を開催しました。2020 年

県産県消運動及び社会貢献活動

ものの、フードバンク・こども

度委員総会については、コロナ

の推進、地球環境を守る運動等

食堂への協力、WEB 配信による

ウイルス感染症の拡大状況を鑑

に、積極的に取り組むことを確

学習会など、現在の状況のなか

み、書面議決での総会としまし

認しました。

でできる活動を、具体化・検討

た。
委員総会では、2019 年度活動

協同組合こんわ会の会長に、

していくこととしました。

高橋正県農協中央会会長、副会

● 日本協同組合連携機構（JCA）
「第 3 回都道府県協同組合連携組織 2020 年度全国交流会議」報告
7 月 2 日（木）日本協同組合

県域からの事例報告では、

連携機構（JCA） は、「第 3 回

JCA の前田健喜協同組合連携部

都道府県協同組合連携組織の全

長の進行で、右記の報告が行わ

国交流会議」をオンライン会議

れました。報告については、チ

で開催しました。41 の都道府県

ャット機能を使い質疑応答をし

の連携組織、15 の全国組織から

ました。

約 170 人が参加しました。

最後に JCA の青竹豊常務から、

JCA の馬場利彦代表理事専務

「まとめ＆今後に向けて」と題

が挨拶を兼ね、新型コロナウイ

して、コロナ禍における協同組

ルスに対する協同組合の取り組

合間連携の重要性、および今後

みなどについて報告をしました。

に向けたお願いがあり、全国交

次に JCA の藤井晶啓常務理事

流会議の閉会挨拶として終了し

から、「JCA2030 年ビジョン・

ました。

事 例 報 告
①新しい協同組合連携組織
「協同組合ネット北海道」、「大阪府
協同組合・非営利セクター連絡協議
会」の設立について

②災害支援ネットワークの取り組み
長野県の「信州農業再生復興ボラン
ティアプロジェクト」について

③新たな事業連携
JA 香川県とコープかがわの包括連携
協定に基づく地域活性化の一環とし
ての小売店舗事業での連携について

④地域共生・地域創生の取り組み
広島市の協同労働のプラットフォー
ム事業で設立された「アグリ アシス
トとも」について

中期計画(組織協議案)」の報告が

⑤コロナ禍における協同組合の「コ
ロナに負けるな！」実践事例

ありました。また、横溝大介連

「協同組合ネットいばらき」による
学生支援について

携推進マネージャーから、2020
年度都道府県の協同組合連携組
織の実態調査アンケートの集約
結果の報告がありました。

⑥大学寄附講座
「協同組合ネットいばらき」の茨城
大学における寄附講座について

環境のとりくみ
平和のとりくみ
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。

ヒバクシャ国際署名連絡会宮城
●「ヒバクシャ国際署名連絡会宮城ゴール集会」開催
ヒバクシャ国際署名は、平均

シャ国際署名連絡会宮城ゴール

年齢 83 歳を超えたヒロシマ・ナ

集会」を開催し、賛同団体・個

ガサキの被爆者が核兵器禁止条

人など 30 人が参加しました。

約の成立を訴える署名として、

はじめに、連絡会宮城の木村

ご協力ありがとうございました！

2016 年 4 月から始まりました。

緋紗子会長が主催者挨拶を行い

全国のネットワークや賛同す

ました。広島・長崎から遠い宮

る地域の団体の協力のもと、こ

城では、宮城に被爆者がいるこ

れまでに 1,261 万 2,798 人以上

とを知らない人も多く、街頭で

の署名が集まりました（2020 年

「ただいま被爆者のかたが署名

10 月 6 日現在）。また、1,263 の

をお願いしています。被爆のこ

県内市町村議会へ「日本政府に

市町村長からの署名と、20 の都

と、当時のことを聞いてみませ

核兵器禁止条約への参加」を求

道府県知事の署名をいただくこ

んか？」という呼びかけを行い

める意見書提出の陳情を行い 16

とができました。

ながら、多くの方々から署名に

の市町村議会が採択し、国へ意

ご協力いただけたことをお話さ

見書を提出しました。3 年間の

れました。

署名集約数は 140,207 筆でした。

宮城県でも、
「宮城県原爆被害
者の会」の呼びかけで、2017 年

続いて、連絡会宮城の川名直

連絡会宮城の集約数

140,207 筆

ゴール集会終了後、これまで

3 月 10 日、「核兵器のない世界

子事務局長から、3 年間の活動

の署名活動と署名集約数の報告

をつくろう」の 1 点で賛同した

と宮城県での署名集約数の報告

のため、平和ビル前にて署名ご

14 団体 19 個人が参加し、
「ヒバ

がありました。

協力への御礼のチラシ配布を行

クシャ国際署名連絡会宮城」
（以

核兵器の廃絶と署名を広める

下、連絡会宮城）が結成されま

取り組みとして、県民にヒバク

した。現在では 37 団体 63 個人

シャ国際署名の取り組みを継続

核兵器禁止条約を批准した国

から賛同いただき、活動を行っ

的に知らせること、署名集約ゼ

と地域が、条約発効の要件とな

てきました。宮城県生協連も賛

ロの月をつくらないという方針

る 50 か国に達し条約は来年 1 月

同団体となり、事務局にも参加

から、毎月 1 回の街頭署名活動

に発効することになりました。

して取り組んできました。

を全 38 回実施し合計 3,654 筆を

ご協力ありがとうございました。

署名を取りまとめるヒバクシ

集約しました。県内の全市町村

今後とも、核兵器廃絶に向けて

ャ国際署名連絡会は、10 月に開

を訪問し、宮城県知事はじめ全

取り組みを続けていく予定です。

催される国連総会に署名を提出

首長から署名に賛同いただくこ

することから、連絡会宮城主催

とができ、2019 年 1 月には首長

で 9 月 30 日（水）市民の広場い

賛同ポスターを作成し、賛同団

こいのゾーンにおいて、
「ヒバク

体や街頭署名で活用しました。

いました。

（常務理事

加藤房子）

環境のとりくみ
環境のとりくみ

（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。

みやぎ生協

● 秋の森に行ってみよう！「こ〜ぷの森三峯山」観察会
森の宝物みつけたよ！

秋の森に行ってみよう！「こ

組み入れました。船形山系から

〜ぷの森三峯山」観察会を10月

流れる豊かな水を活用したイワ

24日（土）、大人16人、子ども6

ナやサケ・マスなどの養殖を見

人、講師2人の参加で開催しまし

学したり、 餌やり体験などを行

た。当初は10月10日（土）に予

い、水環境と森のつながりを考

定していましたが、悪天候のた

える機会になりました。

めに順延しての開催になりまし

2018年、2019年に植林した三

た。今年度初のこ〜ぷの森観察

峯山で植栽木の成長具合を確認

会は、新型コロナ感染拡大防止

し、森の手入れ作業などについ

に留意しながら行われました。

て学びました。昼食をはさんで、

でした。草花や動物の痕跡など

「こ〜ぷの森三峯山」のすぐ

升沢遊歩道のブナ林を大人コー

を観察し、森の秋を満喫した一

近くに、宮城県内水面水産試験

ス、親子コースに分かれ散策し

日になりました。

場があることから観察コースに

ました。子どもたちは、森の宝

（生活文化部

物探しで様々なモノを見つけた
ようです。
周りの山々は、紅葉まっ盛り

昆野加代子）

みやぎの環境保全米県民会議

●「みやぎの環境保全米新米試食会」参加報告
10 月 1 日（木）勝山館 2 階瑞

が出席して行われました。

動」の取り組み

雲の間において、新米を味わい

はじめに、みやぎの環境保全

を継続、発展さ

ながら、宮城県の環境保全米へ

米県民会議髙橋正会長（宮城県

せていくことが

の取り組みの理解と普及拡大を

農業協同組合中央会会長）より、

確認されました。

目的に「みやぎの環境保全米新

令和 2 年 11 月から新たに実施す

新米の試食に

米試食会」が開催されました。

る学校給食への環境保全米の提

は、JA 新みやぎ

宮城県議会議員、みやぎの環境

供について報告がありました。

あさひな産「ひとめぼれ」、JA

保全米県民会議委員など 91 人

宮城県の環境保全米は、農薬

古川産「ササニシキ」、JA みや

髙橋正会長の挨拶

や化学肥料を従来の半分以下に

ぎ仙南産「つや姫」の三種類が

減らし、手間をかけ、丹精込め

振る舞われたほか、県内産の農

て育てられた、人や環境にもや

水産物の惣菜も供され、参加者

さしい安全安心なお米です。今

は新米の香りと味を堪能してい

後も環境保全米を宮城米の象徴

ました。

として位置づけ、「全県推進運

（県生協連常務理事

渡辺淳子）

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）

●「宮城県消費者行政に関する意見交換会」開催
宮城県の消費者被害の現状を

現状、現在策定中の「宮城県消

知るとともに、
「宮城県消費者施

費者施策推進基本計画（第 4 期）

策推進基本計画（第 4 期）中間

中間案」
「宮城県消費者教育推進

案」
「宮城県消費者教育推進計画

計画（第 2 期）中間案」につい

（第 2 期）中間案」の策定年度

て説明がありました。

にあたることから、5 年ごとに

令和元年度の消費生活相談の

見直される消費者施策計画につ

特徴的なこととして、①「架空

いて、宮城県の担当部局と消費

請求」が全体の 7 割を占めてい

者が意見交換する機会として開

る、②「インターネット接続回

催しました。

線」に関する相談の増加、③「初

【宮城県の参加者】 左から
消費生活・文化課消費者行政班主任主査の
五十嵐綾さん、消費生活・文化課消費者相談
専門監の三浦智義さん、消費生活・文化課消
費者行政班主幹（班長）の齋藤隆子さん

9 月 17 日（木）フォレスト仙

回無料」などお試しのつもりが

SDGｓの観点からの重点的取

台 2 階会議室において、宮城県

「定期購入」が条件だったとい

り組みとして、人や社会、環境

消費者行政に関する意見交換会

う相談の増加、④「新型コロナ

に配慮した消費行動の推進を追

「消費者が安全に安心して暮ら

ウイルス感染症」に関連した相

加、成年年齢引き下げを見据え

せる社会を目指すため〜私たち

談などについてお話されました。

た消費者教育の充実強化・拡充、

の声を届けよう〜」を開催しま

「宮城県消費者施策推進基本

消費者教育を担う人材等の育成

した。各構成団体から理事など

計画（第 4 期）中間案」および

として、新たに「学生サポータ

20 人が参加しました。

「宮城県消費者教育推進計画

ー」の認定・活用などについて

野崎和夫座長（宮城県生協連

（第 2 期）中間案」の概要につ

説明がありました。

専務理事）の開会挨拶後、宮城

いて、社会情勢の変化や消費者

県環境生活部消費生活・文化課

を取り巻く環境の変化に対応し、

出され、直接宮城県担当者と情

消費者相談専門監の三浦智義さ

前計画からの変更点などの報告

報交流ができた意義な時間とな

んから、宮城県の消費者被害の

がありました。

りました。

参加者から質疑・意見なども

● 宮城県「食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第 4 期）」（案）へ意見を提出
4 期計画を策定し、
9 月 18 日（金）

あることから、消費者懇と宮城

安心基本条例に基づき、
「食の安

から 10 月 19 日（月）までの期

県生協連は、10 月 19 日（月）、

全安心の確保に関する基本的な

間、
「第 4 期計画」
（案）に対し、

宮城県環境生活部食と暮らしの

計画」を 2006 年からの 5 年間を

県民から意見を募集しました。

安全推進課食品企画班あてに、

第 1 期計画として定めて以降、5

県民の立場にたった食品の安

宮城県では、みやぎ食の安全

年ごとに計画を見直しており、

全確保の取り組みに関する意見

2021 年度〜2025 年度までの第

を自治体に届ける貴重な機会で

仙台市青葉区柏木 1-2-45 ﾌｫﾚｽﾄ仙台５F

意見書を提出しました。（後掲）

ＴEL 022-276-5162

（事務局長

加藤房子）

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）

● 講演会「Dr.本田の社会保障切り捨て日本への処方せん」開催
消費者のくらし、事業者の経

た。医師不足と公立・公的病院

営、日本経済への影響を懸念し、

の赤字経営は、医療費と医学部

私たちは、消費税引き上げに反

定員を削減してきた厚生労働

対してきましたが、2019 年 10

省が作った問題。また、高齢化

月に消費税率が 10％に引き上

社会到来による医療費上昇を

げられました。新型コロナウイ

きらって病院の診療報酬点数

ルスによる影響とあわせ、日本

を先進国平均以下に抑制して

経済に深刻な影響が出てきてお

きた。一方で、公定価格の薬や

り、私たちのくらしはますます

医療機器価格は先進国の中で

厳しさを増しています。

最高という非常にゆがんだ構

開会挨拶を行う
三戸部尚一代表世話人

10 月 26 日（月）フォレスト

図がある。世界では国民の医療

仙台 2 階会議室において、消費

費負担は無料の国が多くある

税ネット主催による講演会を開

と説明しました。そのうえで、

催しました。生協、消費者団体、

「国民の医療費負担が 3 割は高

日専連、宮商連などの関係者、

額である。騙されてはいけな

講師の本田宏さん

事業者、一般市民など来場参加

い」と呼びかけました。現在、

困難にし、消費税増税で低迷し

者が 36 人でした。オンライン

厚労省は「病院の努力不足が赤

てきた経済をさらに悪化させ

配信も取り入れ、9 人の方が参

字の原因」と主張し、400 以上

る危険性を高めていると呼び

加されました。

の公立・公的病院の再編統合を

かけました。本田さんは、ユー

進めようとしている。新型コロ

モアも交えながら「問題を解決

県商工団体連合会会長）の開会

ナなどの患者の受け入れ態勢

するためには正しい判断が必

挨拶後、NPO 法人医療制度研

に支障をきたすことになる、と

要です。物事の全体を把握し、

究会副理事長の本田宏さんをお

話されました。

世界と比較して歴史も検証し

三戸部尚一代表世話人（宮城

迎えし、『Dr.本田の社会保障切

さらに、医療問題だけに留ま

ながら、一体誰が得をするかを

り捨て日本への処方せん』と題

らず、国民に染みついた官尊民

考えていくことが大事。時代を

してご講演いただきました。

卑の考えの由来や明治維新の

変えるのは国民です」と訴えま

本質、明治時代に端を発する絶

した。

日本の医師数や医療費負担
が世界と比べると先進国の中

対主義的官僚制の背景と、それ

で最低レベルであると、OECD

がいまだに尾を引いている現

の問題点を学習し、消費税率引

諸国と比べた医師数や診療報

状なども解説されました。経済

き上げ反対の運動をすすめて

酬抑制を示し、国による医療費

優先の医療費抑制と医師数削

いくことを確認できた講演会

抑制の実態を明らかにしまし

減が新型コロナの封じ込めを

でした。
（事務局長

消費税ネット

消費税増税や社会保障改悪

〒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
URL http://kenren.miyagi.coop/katudou/vat/activity.html

加藤房子）

FAX 022(276)5160

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
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）

●「2020 年度第 1 回実務担当者拡大研修会」開催
介護・福祉ネットみやぎは、

者の安心と安全を、どのように

良質な介護・福祉サービスの提

担保していくのかが大きな課題

供と、健全な事業運営の実現を

となっています。

目指すネットワーク組織です。

研修会では、新型コロナウイ

ネットワークの運営や活動を検

ルス感染症の基礎知識やクラス

討する目的で、団体会員による

ター発生事例からの教訓と、介

実務担当者研修会を定期的に開

護現場に求められる感染対策に

催しています。

ついてお話しいただきました。

今年度 1 回目となる研修会は、

感染管理認定看護師の残間由美子さん
（宮城厚生協会坂総合病院感染制御室長）

はじめに、感染症の基礎知識

9 月 10 日（木）フォレスト仙台

について説明がありました。細

2 階フォレストホールにおいて、

菌やウイルスなどが人の体の中

厚生労働省クラスター班（助勤）

に運ばれる感染経路には、接触

にも所属されている感染管理認

感染、飛沫感染、空気感染、血

定看護師の残間由美子さん（公

液媒介感染があげられます。新

ンスを確保することが感染防止

益財団法人宮城厚生協会坂総合

型コロナウイルス感染は、飛沫

に有益であると話されました。

病院感染制御室長）より、『感

感染や接触感染で拡散すると考

染症の基礎知識と介護施設、介

えられています。

このように施設内においては感
染症を予防する体制を整備し、平

護事業所等における感染症の実

病原体（感染源）を排除する

常時から利用者や職員の健康管理

態と予防対策について』をテー

ためには「感染させないこと」

対策を実施することが大切である

マに開催しました。実務担当者、

が基本です。新型コロナウイル

こと。すべての職員が感染症に関

関係団体、調査員等、合計 88 人

スは、高齢者と基礎疾患がある

する基本的な知識を得ることで、

が参加しました。

方については重症化しやすいこ

感染防止について同じ視点を持つ

新型コロナウイルス感染症が

とが報告されており、介護施設

ことができる環境づくりが重要で

日本の各地で猛威を振い、介護

においては「持ち込まない」
「持

あると解説していただきました。

施設でも全国的にクラスター

ち出さない」
「拡げない」を意識

最後に、
「利用者さんの生活と

（感染者の集団）が発生するな

して実行することが感染経路を

命を守り、安心・安全なサービ

ど、介護現場への影響も予断を

断つことに繋がると話されまし

スを提供するとともに自身を感

許さない状況が続いています。

た。また、3 蜜を避ける対策と

染症から守るためにも、感染症

介護現場では厳重な衛生管理や

して、マスクを外す場合（食事

対策を正しく理解し実践してく

適切な対応が強く求められる中、

など）では向かい合わないよう

ださい。」と強調されました。

介護サービス利用者や介護従事

に座るなどソーシャルディスタ

NPO 法人 介護・
福祉ネットみやぎ

仙台市青葉区柏木 1-2-45
E ﾒｰﾙ sn.mkaigonet2@todock.coop

フォレスト仙台 5F

（事務局長

ＴEL 022-276-5202

渡辺淳子）

FAX 022-276-5205

ＵＲＬ https://www.kaigonet-miyagi.jp/index.html

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
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。

● 講演会

〜悪質なネット広告の見極め方と対応方法〜「ネット広告やアフィリエイト広告の仕組み」
10 月 2 日（金）仙台弁護士会
館 4 階ホールにおいて、一般社

活動をしよう」という考えの元
で、活動されています。

団法人日本アフィリエイト協議

『基礎講座』では、インター

会代表理事の笠井北斗さんを講

ネット上の広告には「予約型」

師に、講演会「〜悪質なネット

「運用型」「成果報酬型」の 3

広告の見極め方と対応方法〜ネ

つの取引手法があり、近年消費

ット広告やアフィリエイト広告

者トラブルが発生している広告

の仕組み」を開催し、弁護士、

は「成果報酬型」であると説明

消費生活相談員、学識者、一般

がありました。ブログやホーム

消費者など 34 人が参加しまし

ページ上に掲載された広告をク

た。新型コロナウイルス感染拡

リックした消費者が、広告主の

大防止対策として Zoom システ

ウエブサイトで購入や申込みを

『対策講座』では、消費生活

ムを利用し、内 11 人が WEB

行うことで報酬が発生します。

相談員に向けて、相談現場で対

参加しました。

このような広告がインターネッ

応をすべき確認ポイント、注意

笠井北斗さんは消費者トラブ

ト上に溢れている近年、多くの

点を紹介していただきました。

ルについて、「騙す側が 100%

消費者トラブルが発生していま

消費者の対策としては、注文し

悪い。騙される消費者側に‟責

す。例として、定期購入通販が

た日のブラウザ履歴、注文画面

任”は無い。消費者が騙されて

挙げられます。また表示内容に

の保存等、十分な証拠を残すこ

しまう“原因”を減らすために

ついて広告主に責任を問う事例

とが大切と話されました。

講師の笠井北斗さん
日本アフィリエイト協議会代表理事

も紹介されました。

● 2020 年度「第 3 回ネットとうほく消費者被害事例ラボ」
広告主の責任〜インターネット広告を中心に〜
9 月 7 日（月）仙台弁護士会

インターネット広告は虚偽等の

プライバシー上の懸念、紛争時

館 3 階 301 において、「第 3 回

広告が横行し、不当な広告に係

の証拠収集が困難など、報告が

消費者被害事例ラボ」が開催さ

る関係者の責任が挙げられる。

ありました。

れ、19 人が参加しました。内 2

また広告の変化も進んでおり、

意見交換では、情報提供義務

人が Zoom を利用し参加しまし

大手広告会社ではインターネッ

に関する法律、インターネット

た。「広告主の責任〜インター

ト広告費が、新聞、雑誌、テレ

広告の定期購入、広告を流して

ネット広告を中心に〜」をテー

ビ、ラジオの広告費に迫りつつ

いる動画サイト等に対しての申

マに、窪幸治岩手県立大学教授

ある。問題の解説では、商品役

入れについて、意見がだされま

が解説しました。窪教授から、

務の供給主体と表示主体の異同、

した。（事務局

適格消費者団体
認定 NPO 法人
消費者市民ネットとうほく

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
URL https://www.shiminnet-tohoku.com/

E ﾒｰﾙ shiminnet-tohoku@triton.ocn.ne.jp

環境のとりくみ
宮城県ユニセフ協会の活動
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）

● 宮城県ユニセフ協会 25 周年企画「もったいないばあさんのワールドレポート」開催
宮城県ユニセフ協会は設立 25 周年企画
として、
「もったいないばあさんのワールド
レポート〜地球の問題と世界の子どもたち
〜」をテーマに、
『パネル展』と『ユニセフ
のつどい 2020 in みやぎ』を開催しました。

パネル展

ユニセフのつどい

9 月 23 日（水）から 30 日（水）ま
。
で、県内 3 か所（みやぎ生協加賀野

やぎ」を仙台市福祉プラザで開催し、90 人が参

店・榴岡店・大河原店）で開催したパ

加しました。

ネル展には、お子さん連れの方など約
100 人が訪れました。
参加者からは、
「絵本作家である真
珠まりこさんが描いた世界の子ども
たちの絵が胸を打ちました。異常気
象、森が消える、土地が荒れるなど地
球の問題は、一番弱い子どもたちに影
響を及ぼすのですね」との感想があ
り、世界の問題を自分の事として考え
る機会となりました。

10 月 17 日（土）、
「ユニセフのつどい 2020 in み

パネルの製作者である絵本作家の真珠まりこ
さんが講演し、展示した子どもたちの絵を映しな
がら、
「もったいないとは生かすこと」
「命の大切
さを伝えること」とお話しされました。
参加者からは「命のつながりについて考え、今
自分にできることを行動しようと思う」との感想
がありました。
また、2014 年からみやぎ生協が指定募金して
いる東ティモールの現状について、松木弥恵理事
から報告があり、改めてユニセフによる支援の大
切さをお知らせしました

東ティモールの現状について
報告するみやぎ生協の松木
弥恵理事

講師の真珠まりこさん
（絵本作家）

宮 城 県

〒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/

環境のとりくみＭＥＬＯＮの活動
公益財団法人
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 449、法人
55 団体、任意団体 10 団体です。合計 514 です。（10/7 現在）

● シンポジウム「持続可能な社会のための気候変動適応策！」を開催します！
近年、台風の進路がこれまで
と変わったり集中豪雨による被
害が頻発したり、事実として気
候変動が起きていることは明ら
候変動を防ぐために省エネなど
で温室効果ガスの排出を削減す
る「緩和策」は当然大事ですが、
気候変動の影響に対してあらか
じめ備え、社会の仕組みや一人

人間社会や自然の生態系が危機に陥らないため
には、実効性の高い温室効果ガス排出削減の取
組を行っていく必要があります。温室効果ガスの排
出抑制に向けた努力が必要です。

ひとりの生活のあり方を変えて
対応していくことも重要となっ

緩和を実施しても気候変動の影響が避けられない
場合、その影響に対処し、被害を回避・軽減して
いくことが適応です。

出典：気候変動適応情報プラットフォーム

かです。こうした状況の中、気

ています。それが「適応策」と
託しており、県民の皆さんに「適

経営委員長の小野幸助さんをお

応策」を知っていただき、実践

迎えし、最新の情報と具体例を

私たちが「緩和策」を強化して

するためのきっかけ作りを行っ

わかりやすくお話しいただきま

も、今後もある程度の気温上昇

ています。その一環として、以

す。

や気候変動は避けられないと言

下のシンポジウムを開催します。

言われるものです。
世界の有識者による報告では、

国立環境研究所・気候変動適

われています。
MELON では今年度、宮城県

応センター長の向井人史さんと

から気候変動適応推進事業を受

宮城県中小企業家同友会・環境

参加費無料

オンライン参加もできます！
ぜひ、お申し込みください！
（事務局統括 小林幸司）

持続可能な社会のための気候変動適応策！

日

時

2020 年 11 月 19 日（木）14：00〜16：15（会場とオンライン配信の同時開催）

場

所

エル・パーク仙台５階セミナーホール 1・2

対

象

一般及び事業者・自治体職員など

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」みやぎ県民会議

協

力

宮城県中小企業家同友会

運

営

公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク

講

師

国立環境研究所・気候変動適応センター長

仙台市青葉区一番町 4-11-1 141 ビル（仙台三越定禅寺通り館）

向井 人史さん

事例発表

宮城県中小企業家同友会・環境経営委員長／株式会社建築工房零代表取締役社長 小野 幸助さん

定

会場８０人・オンライン１００人（先着順）

員

申込み
方 法

締

切

11 月 18 日（水）18：00

要事前申込み ※「イベント名・氏名・所属・連絡先・現地参加 or オンライン参加」を記載し、e-mail 又は FAX にて
MELON 事務局までお申し込み下さい。
仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台５F
E ﾒｰﾙ melon@miyagi.jpn.org ＵＲＬ

ＴEL 022-276-5118

FAX 022-219-5713

