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第２号議案
　第８次（2015～2019年度）中期計画決定の件
このページは全体像を項目だけ記載し、わかりやすくしたものです。
［1］第8次中期計画策定の経過
1）検討委員会の取り組み　2）検討委員会のメンバー

［2］第７次中期計画（2010～2014年度）の基本的到達と評価
《1》第７次中期計画でめざしたこと　《2》到達点と評価　《3》課題ごとの到達点と評価
［3］第８次（2015～2019年）中期計画　
《1》第８次中期計画でめざすもの 

１）「平和・いのち・くらし・地域・経営」の「５
つの危機」に、真正面から立ち向かう、組合
員・県民参加の運動をネットワークを広げな
がら積極的にすすめます。

（１）平和・憲法を守る取り組み
（２）復興支援活動、震災を風化させない取り組み、
被災者の願いに沿った制度拡充

（３）ＴＰＰ参加への反対、社会保障制度の本格
的な改悪や負担増、消費税をはじめとする不公
平な増税への反対

（４）介護や福祉の充実、貧困や格差是正の制度要求。
生協ができる具体的な貧困対策へのチャレンジ

（５）灯油等の高騰からくらしを守る取り組み
（６）食料・食の安全・農林漁業を守るための取り組み
（７）消費者行政の充実を求める取り組み
（８）原発再稼働に反対し、脱原発、再生可能エ
ネルギーへ転換を求める取り組み

２）生協運動・協同組合運動の果たす役割や使
命を学び、話し合う取り組みを強めます。

（１）生協学校、協同組合講座の開催

（２）会員生協での協同組合の学習の強化
（３）民主主義・協同組合運動を学べる場づくり
（４）協同組合間提携の推進

３）「だれもが健康で安心して暮らせる地域・
コミュニティづくり」をすすめます。

（１）地域のニーズに沿った様々なコミュニティ、
拠点づくり

（２）行政や首長、議員との懇談をとおし地域づ
くりへの協力

（３）県ユニセフ協会と協同し、ユニセフ活動の
推進

４）会員生協の運動・事業・経営に役立ち、県
内に生協への支持・信頼を広げる県連の役
割・機能を強化します。

（１）生協間の連携・提携の推進
（２）県生協連や会員生協の社会的活動の発信
（３）県連の民主的運営や機関運営の強化
（４）県連50周年の取り組みの推進

《２》めざすものをすすめるための重点課題 

１）多くの組合員や会員生協、諸団体とともに、「平
和・いのち・くらし・地域・経営」の５つの危
機に真正面から立ち向かい、「地域に根ざし役
立ち・地域から信頼され・地域からサポートさ
れる生協」をめざします。

２）組合員のくらしの基盤である地域社会の状況、
国の政治経済の動向や問題、生協の使命やミッ
ションを学び、話し合う取り組みを強めます。

３）生協間、協同組合間、諸団体、行政との連携
を強め、「だれもが健康で安心して暮らせる地
域づくり」をすすめます。

４）県生協連は2016年に50周年を迎えます。これ
までどおり地域に徹底して根ざし、地域と組合
員、会員生協とともに生協の役割を果たしてい
きます。
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［１］第８次中期計画策定の経過　
　第８次中期計画策定にむけては、理事会のもと
「第８次中期計画検討委員会」を設置し、検討を
すすめました。検討委員会では、今日の社会情勢
や組合員のくらし、将来の情勢についての討議や、
さらに会員生協からの役職員・組合員（リーダー
層）アンケートで組合員や常勤者の悩みや不安な
ども幅広く聞き取った上で検討をすすめました。
また、協同組合講座での学習やグループ討議での
検討も生かし、原案を作成しました。

１）検討委員会の取り組み
・第１回　８月29日（金）　
　検討委員会の目的、すすめ方、会員生協へのア
ンケートの検討
・会員生協役職員・組合員（リーダー層）アンケー
トの実施（９・10月）
　17生協すべてから162人の提出。　
・第２回　11月６日（木）　
　回収したアンケートの分析や社会情勢など問題
意識の交流
・第３回　12月12日（金）　
　学習（協同組合講座と同時開催）、生協の役割
についてフリー討議
・第４回　２月17日（火）　

　第７次中期計画のまとめと、第８次中期計画の
骨子案の検討
・常務理事会（３月２日）、理事会（３月27日）
で検討し骨子案に加筆や修正
・会員生協からの意見集約
・第５回　４月28日（火）　
　会員生協からの意見をふまえ、原案の最終検討。
５月11日の理事会への案を確認。

２）検討委員のメンバー
・理事会
　加藤善正　吉田敏恵　磯田朋子　
・会員生協
　石橋百合子（いわて生協）、熊谷由紀子（生活
クラブ生協）、沼田聡（岩手県学校生協）
　川村義彦（岩手県庁生協）、阿部順郎（遠野市
役所生協）、宍戸研（岩手大学生協）
　遠藤寿美子（盛岡医療生協）、法領田万寿男（岩
手労済生協）、八重畑努（消費者信用生協）、香
木みき子（みやこ映画生協）、高橋由香（岩手
県高齢者福祉生協）
・事務局
　千葉真寿美（県連事務局）

［２］第７次中期計画（2010～2014年度）の基本的到達と評価
《１》第７次中期計画でめざしたこと 
第６次中期計画（06～09年）では、くらしや地
域社会の変化を「くらし・地域・平和・経営の４
つの危機」ととらえ、こうした危機に真正面から
取り組める生協運動を構築しようとしてきまし
た。しかし、４つの危機はさらに激しさを増し、
貧困と格差が急激に広がり、命が切り捨てられる
ような状況が生まれてきました。そこで、第７次
中期計画では、４つの危機に新たに、「いのち」
の危機を加え、「くらし・いのち・地域・平和・
経営」の５つの危機に真正面から立ち向かい、「地
域に根ざし役立ち・地域から信用され・地域から
サポートされる生協」をめざし運動を強化するこ
とにしました。

新自由主義・市場経済優先の考え方は、あらゆ
る分野に競争原理を持ち込みます。そのことで、

弱者や地方はますます切り捨てられ、貧困や格差
を一層広げていくことになります。こうした問題
に対し、「資本・競争の論理」に抵抗し、「人間・
共生の論理」を掲げる協同組合が大きな役割を発
揮することが期待されるとして、国連は2012年を
国際協同組合年に決め、協同組合の存在に期待が
寄せられました。第７次中期計画では、国際協同
組合年を機会に、改めて生協の使命やミッション
は何かを学び、話し合う取り組みを強めるととも
に、組合員から「生協があってよかった」とくら
しになくてはならない存在になることをめざしま
した。
地域の中で助け合いながら、安心して暮らすこ
とが組合員の願いです。急激な高齢化の進行や人
口減少など、地域コミュニティが崩壊していく中
で、人と人とのつながりを大切にする生協の取り
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組みが期待されています。協同のある街づくり、
コミュニティづくりのために、生協が地域に根ざ
して、協同の力で何をどのようにできるのかが問

われています。第７次中期計画では、そのことに
積極的にチャレンジすることをめざしました。

《２》到達点と評価 
１）中期計画が始まった２年目の11年に東日本大
震災、福島原発事故が起こりました。破壊の規
模や犠牲者の多さ、被災地の広さ、地域経済へ
の打撃の深刻さ、復旧復興の困難性、放射能汚
染の永続性など、どれをとっても未曾有の大災
害であり、会員生協も大きな打撃を受けました。
　　全国の生協や諸団体、日本生協連からの物的、
人的な支援を受けながら、県内の生協は被災地
の復旧・復興、支援活動にいち早く取り組み、
また事業の建て直しにも取り組みました。多方
面に渡る支援の取り組みは「被災地に生協あ
り」と組合員や県民、行政や諸団体からも大き
く評価され、地域に積極的に貢献しようと５年
間努力してきました。震災から４年を過ぎ、被
災地では残念ながら以前のような支援は相対的
に減っているようですが、生協には未だに全国
からたくさんのボランティアや支援が届き、被
災地とつながっています。震災を風化させない
ための生協らしい被災地支援が続けられていま
す。
２）未曾有の大災害と原発事故により、一時は経
済効率よりいのちを大切にし、経済成長より持
続可能な地域社会をつくろうという価値感の見
直しが叫ばれました。しかし、09年からの民主
党政権も長くは続かず、12年には自民党へ政権
が復帰。その後は、アベノミクスによる景気回
復や経済成長のみが関心事となり、公共事業の
振興で資材の高騰や人手不足は、被災地の復
興や生活再建を遅らせ、避難の長期化が問題
になっています。世界で最も企業が活動しやす
い国づくりがすすむことで、大企業は史上最高
の内部留保を確保。一方で、子どもや女性、高
齢者など弱者の貧困は一層すすみ、格差が拡大
することへの不安や危機感がこれまで以上に広
がっています。
　　ＴＰＰ交渉正式参加、社会保障と税の一体改
革による消費税８％の実施や社会保障の後退、
原発再稼働への動きなど、くらしをめぐる状況
が厳しさを増す中、生協は、いのちやくらし、
地域を守るために協同組合との協同や諸団体と

の運動に積極的に取り組んできました。特に、
平和をめぐっては、特定秘密保護法の施行や、
集団的自衛権の行使容認の閣議決定、武器輸出
三原則の見直しと次々と国民の意思を無視した
政策や法改正が進み、平和憲法改悪の動きが加
速する中で、幅広い共闘を組みながら積極的に
平和を守るための運動を進めてきました。
３）国際協同組合年を機会に、協同組合運動の存
在意義やミッションを改めて学び、役割を果た
すことをめざしました。協同組合間の提携では、
共同での文化事業や商品開発など、具体的な成
果を上げることができました。復興支援では地
域の声や要望をもとに、生協らしい取り組みを
行っています。
　　しかし、一方ではこれだけ格差や貧困が拡大
している社会の中で、協同組合こそが出番であ
るとの声が一部からしか聞こえず、農協改革と
いう名で協同組合への攻撃と介入が平然と行わ
れる状況があります。第７次中期計画では、特
にレイドロー報告にある「協同組合の思想の危
機」について学ぶことをめざしましたが、十分
に取り組めませんでした。また、生協自身も、
組合員や県民に対して「生協とは」の発信が弱
く、理解を広げる努力をもっとするべきとの指
摘もあり、学習とあわせてこれからも強めるべ
き課題です。
４）震災が起こったことで被災地での人と人との
つながりの大切さ、コミュニティづくりの重要
性が改めて認識され、会員生協では、ふれあい
サロンや被災地を元気にする企画などに積極的
に取り組みました。また、被災地に限らず、人
口減少や少子高齢化は全県的にも進行している
ため、このままでは安心して住み続けられる地
域にならないという不安感は今まで以上に強く
なっており、地域のコミュニティやつながりを
つくる試みや自治体との見守り協定締結などが
行われてきました（詳しくはＰ.34に記述）。第
８次中期計画でもさらに広げていく必要があり
ます。
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１）「くらし・いのち・地域・平和・経営」の「５
つの危機」に、真正面から立ち向かう、組合
員・県民参加の運動を、ネットワークを広げ
ながら、積極的にすすめる課題

（１）11年3月の東日本大震災では多くのいのち
やくらしが失われました。生協は、地域の危機
といえる震災に対し、全国や県内の多くの組合
員の思いをつなげ、生協間でも協力しながら、
被災地の要望に沿った協同組合らしい支援や要
請活動を続けてきました。
①会員生協は、震災直後から被災地や組合員の声
をもとに、事業・組合員活動の両面で支援活動
に取り組みました。
・いわて生協は、震災直後の被災地での炊き出し
や食事支援、移動販売、産直先や被災メーカー
への支援をいち早く始め、６月にはコープボラ
ンティアセンターを開設しました。バスで被災
地に出向いてのボランティア活動（４年間で
５千人）や、多彩な支援活動（試食会や文化企画、
クリスマスカードを贈る心の支援の取り組みな
ど）を続けています。ふれあいサロンは、のべ
で1,800回開催し１万７千人が参加し、それを
９千人のボランティアが支えています。事業面
では、買い物支援として移動販売車「にこちゃ
ん号」４台で仮設住宅50ヶ所を回り、宮古や山
田から店舗への無料買い物バスの運行などで利
用者は25万人になりました。また、個人宅配の
復興支援サービスの利用者が６千人になり、不
便な仮設住宅での買い物を支えています。また、
地域経済や復興をめざし、被災メーカーや事業
者の商品を積極的に販売することで４年間で10
億３千万円の利用につながっています。全国の
生協の仲間や県内の組合員募金で集まった震災
募金は４年間で１億円に達し、上記の被災地支
援の取り組みに活用されています。
・生活クラブ生協は、被災した提携生産者の復旧
のため作業支援を全国の生協とともに行ってき
ました。14年５月には「重茂漁協に船を贈ろう」
の全国カンパで３艘目を寄贈。提携生産者の長
期での生活基盤確立をめざし、｢食べて復興支
援｣するために、岩手や全国でわかめや提携生
産地商品の利用普及に取り組んでいます。
・岩手県学校生協は、共同購入で取り組んできた
震災募金は４年間で346万円になりました。ま
た、ファミリー月間には利用商品１点につき10

円を支援募金にあて、その金額は４年間で580
万円。また、他県の学校生協からの支援金など
も加えると、被災した学校250校に1,200万円を
送ることができ喜ばれました。
・岩手県庁生協は、復興をめざして最前線で取り
組む県職員のサポートになるよう事業を進める
ことや、被災地の支援になるような関連商品を
販売するなどにも積極的に取り組んできまし
た。
・宮古市職員生協は、店舗も食堂も流される壊滅
的な被害を受けたものの、飲食や買い物が皆無
になった周辺環境を少しでも改善させようと翌
月には食堂、すぐに店舗も再開させ、市職員や
地域住民への食や商品供給に務めてきました。
現在も厳しい被災地の中ですが、組合員のニー
ズに応え貢献できる生協をめざし店舗・サービ
ス・食堂事業をすすめ供給高前年比を維持して
います。
・釜石市職員生協は、すべてが津波により水没し
甚大な被害を受けました。11年９月からプレハ
ブでの店舗営業を行い、震災から１年後に元の
ように市役所地下で同規模による店舗を再開す
ることができました。まだ再開できない取引業
者もあるため、供給高は震災前の77％ですが、
徐々に供給を増やしています。
・大船渡市役所職員生協は、津波の直接被害は受
けなかったものの、被災地の被害と混乱の中で
商品供給に務めてきました。震災直後は秋刀魚
しか取り扱えなかった海産物も、うに、あわび、
ホタテ、わかめと復活することで取り扱いも増
え、供給は震災前の供給高に戻ることができま
した。
・遠野市役所生協は、大震災による遠野市役所本
庁舎が全壊したことで、分庁舎２ヶ所へ分散し
ての営業を余儀なくされ、供給高は減ってきて
います。本庁舎が整備される17年までこの状態
は続きますが、引き続き組合員のため事業をす
すめています。
・岩手大学生協では、釜石市の児童館の子どもた
ちとの交流を定期的に行いました。釜石市周辺
の被災地の見学や地域の方々の話を聞くなどス
タディツアーも合わせて行い、参加した学生に
とって学びの多い体験となりました。秋の大学
祭では展示も行いました。
　　岩手県立大学生協や、盛岡大学生協とも協力
し、年末の炊き出しへの学生参加、被災地にパ

《３》課題ごとの到達点と評価 
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ソコンを贈ろうとプロジェクトを立ち上げ、資
金調達のための募金活動を行い、あわせて30台
のパソコンを釜石市教育委員会を通じて釜石市
内の小中学校などに贈ることができました。
・盛岡医療生協は、震災当初は大船渡での医療支
援を行いましたが、その後はお茶っこ会開催や、
組合員を訪問しての健康チェックを継続して支
援しました。14年度も山田町の仮設住宅でのお
茶っこ会（月２回）での健康体操、いわて生協
のふれあいサロンへの協力、福島医療支援を継
続しており、福島医療生協の職員の家族を対象
に岩手にお呼びして心と体を休めるリフレッ
シュ企画なども行いました。
・岩手労済生協は、被災された組合員への共済
金、お見舞金を一刻も早くお届けすることを最
優先に、被災者組合員宅の直接訪問や認定活動
を実施しています。14年度は、全労済の復興支
援活動の一環として、「やなせたかしのメルヘ
ン絵本」の読み聞かせを釜石・大槌、陸前高田、
盛岡で開催。文化フェスティバルへの被災者の
方の招待。また森づくりの活動や植樹の支援を
行っています。
・高齢者福祉生協では、大船渡への支援の旅や久
慈市の組合員との交流会、宮城県仮設住宅での
支援活動に取り組みました。
・消費者信用生協では、被災者の生活再建の相談
会開催や、つなぎ資金貸付制度の創設、沿岸地
域の住民や自治体に被災者支援制度の概要をま
とめた冊子の配布などにいち早く取り組み、現
在も岩手弁護士会や関係諸団体と協力して、被
災者の生活相談を中心に支援を行っています。
・みやこ映画生協では、辛い現実の中で楽しい時
間＝映画をプレゼントして、心の支援につなげ
たいと、仮設住宅や地域の集会所に出張しての
無料映画上映を行い、４年間では沿岸12市町村
で317回１万２千人の方が鑑賞しました。この
出前上映は、いわて生協や岩手県ユニセフ協会、
映画関係各社や企業など県内県外の多くの個人
や団体の協力や支援もあり実現できています。
②県生協連は、震災当初は全国の生協からの支援
受け入れ窓口や岩手県との交渉窓口、県内生協
や諸団体との支援活動調整に役割を発揮しまし
た。
・岩手県との災害時物資協定に基づく１億４千万
円の緊急物資の提供、全国の生協からは２億
7,300万円の義援金が県へ贈呈されました（他
にいわて生協から2,000万円、医療福祉生協連
1,500万円の県への贈呈もあり）。県社会福祉協

議会からの要請で、避難所から仮設への引越
しなどを全国の14生協、日本生協連の協力で実
施、日本ユニセフ協会から被災地の小中学生
１万６千人すべてに学用品をいち早く届けるな
ども会員生協と配送を協同したことで実現でき
ました。
・「いわて食・農ネット」や岩手県消団連、会員
生協と仮設住宅でのクリスマス交流会の開催
（12～14年度）や、12年度は岩手県ユニセフ協
会と福島南相馬の小中学生28人を夏休みのキャ
ンプに、13年度は被災地の親子69人を盛岡に招
待するなどの被災地支援にも取り組みました。
・避難所や保育所への食材支援、子どもの居場所
への軽食支援など、会員生協では取り組みにく
い交渉には、県生協連として対応し調整役を果
しました。
③復興や生活再建がすすむよう、国や県、地方自
治体への要請活動や、請願署名などに会員生協
や諸団体との力を合わせ取り組みました。
・14年度には、被災者生活再建支援制度の拡充を
求める運動として、東北６県の生協連を事務
局に全国生協に呼びかけて100万署名を目標に
推進しました。全国200を超える生協や連合会、
諸団体の協力で最終的に59万筆の署名が集ま
り、15年２月に国会請願を行うことができまし
た。岩手県では、協議会組織を県内20団体で結
成し15万４千筆を集め、うち８割を会員生協で
集め、運動のけん引役を果しました。
・諸団体との連携では、「東日本大震災津波救援・
復興県民会議」（11年７月発足）と連携しての
復興庁への要請や、被災者の医療費や介護など
の負担軽減を求め取り組みました。

「子どもたちを思いっきり遊ばせたい」など、被災地の要望に沿っ
た支援を継続してきました。

（２）「消費者行政の充実をめざすネットワークい
わて」を結成し、被災者相談で役割を果たしま
した。セーフティネットの強化に向け、取り組
みが始まりました。
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①消費者行政を強化させるため10年４月に県生協
連を含む５団体で「消費者行政の充実をめざす
ネットワークいわて」を結成し、学習会開催や
市町村要請に取り組み、消費者教育の充実、地
方消費者行政活性化基金の積極的活用などを訴
えました。この５年間で行政の相談体制は17市
町村窓口から33全市町村のカバーへと拡大しま
した。震災後は、被災者の生活再建にむけて相
談会の開催（12年度165回1,600人、13年度23回
100人、14年度41回308人参加）を中心に取り組
みました。
②セーフティネット強化の点では信用生協が10年
八戸市に事業所を拡大し、その後も青森県全域
に生活相談と貸付事業の対象を広げました。生
活困窮者が増える中、「よりそいホットライン」
の開始や、「これからのくらし仕事支援室」へ
の相談員派遣など、ＮＰＯや諸団体、県と連携
して生活困難者の自立支援強化をはかりまし
た。11年度には、日本生協連が生協は貸付相談
事業に取り組むべきだとの報告書を出し、信用
生協はその先進例となり、他生協での相談貸付
事業の立ち上げにも関わりました。
③東北地域だけにない適格消費者団体の設立にむ
けて、宮城で東北全体を対象にした「消費者市
民ネットとうほく」の準備会が立ち上がり（13
年度９団体36個人参加）、岩手県内ではいわて
生活者サポートセンターが中心となり立ち上げ
をめざしています。県生協連はどちらにも参加
して結成にむけ協力をしています。
④子どもたちの貧困や虐待問題の学習や運動には
特段の取り組みはできませんでした。
⑤共済事業の意味や大切さを伝える取り組みは、
それぞれの会員生協の取り組みは推進されまし
たが、県生協連では特段の取り組みはできませ
んでした。

（３）消費税増税をはじめとする増税や家計負担
増に対し、くらしを守る運動を、県内諸団体や
被災3県のネットワークとともに積極的にすす
めました。
①「くらしを考えるネットワークいわて」を中心
に増税反対の県民世論を広げるために、集会や
学習会、政策を聞く会の開催、県や市町村請願、
署名などを実施しました。
・12年度には、15団体の実行委員会によるテレビ
やラジオＣＭでのアピールや集会（800人参加）
を実施。衆議院・参議院選挙前に政策を聞く会

も開催（10・12～14年度４回420人参加）して
きました。
・消費税増税は被災者を苦しめ復興を遅らせると
して、「消費税増税をやめさせる被災３県協同
アクション」を12年度からスタートし、全市町
村への消費税増税に反対する意見書提出の請願
（13年度９市町村採択）や、増税反対ハガキ運
動（12年度、会員生協全体で８千枚回収、３県
では１万５千枚）への参加、団体署名回収（14
年度、県内89団体、３県合同579団体）や、県
選出国会議員への要請に取り組みました。
②会員生協は、12年度に、いわて生協が「消費税
増税、私はこう言いたい！」カード3,000枚を
全国会議員や県選出国会議員へＦＡＸ送信、常
勤者学習会（380人）、抗議声明を発表。また、
毎月1日の消費税負担実感デーを実施し、組合
員へ反対運動への参加を促し続けました。学校
生協は、カード250枚の回収や機関紙でも反対
を発信するなど積極的に取り組みました。しか
し残念ながら、消費税は14年４月から８％に増
税されました。
③14年度は、介護保険や医療を見直す「地域医療・
介護総合確保推進法」が成立し、給付の縮小や
地域によるサービス格差が心配される問題につ
いて、くらしネットいわてとして、県社保協と
連携し、市町村アンケートの実施や、学習会開
催（５月50人）に取り組みました。
④子育て世代の負担軽減と子どもの健康を守るた
め「子どもの医療費助成制度拡充を求める岩手
の会」は盛岡医療生協が事務局となり14年９月
に発足し、署名運動に取り組みました。その結
果、16年から未就学児については、医療費の償
還払いから現物給付になるという大きな前進を
させることができました。

復興を妨げる消費税増税に反対する声を届けました。
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（４）平和憲法・９条をまもる運動、沖縄の基地
や戦争を考える運動など、県内の平和運動の推
進に大きく貢献しました。
①政府が96条の改悪、特定秘密保護法の制定、集
団的自衛権の行使容認など、憲法の解釈変更、
そして改憲へと、戦争する国づくりを加速させ
る中、県生協連は「平和憲法・９条をまもる岩
手の会」の事務局として県内の草の根の取り組
みを展開する役割を果たしてきました。
・毎月「９の日」街宣署名行動、ニュースの発行（毎
月1,100部配布、５年間で60回113号まで発行）、
岩手の会学習・活動交流集会は４回開催し390
人が参加、九条の会東北交流会への参加（４年
間で210人参加）などを通じ、９条を守る60万
目標署名を推進（署名は５年間で４万筆増え31
万5,700筆に）しました。
・12年度からは、運動強化のために幹事会や運営
委員会の体制を強め、13年度は96条改悪反対の
緊急アピールや反対署名（1.8万筆）、14年度は地
域九条の会によるピースアクション（30地域の
会が参加）の実施など、工夫した取り組みを行っ
ています。しかし、５年前には70近くあった地域
九条の会は、現在22市町村に47と減少し、活動
が思うようにすすんでいない状況もあります。
・沖縄の基地問題をテーマにした映画「ひまわり
～沖縄は忘れない あの日の空を～」上映運動
も38団体で観る会を結成し、協同の事務局とし
て上映運動をすすめ、13・14年度の２年間で５
市町村1,800人の鑑賞につなげました。
・13年度には、特定秘密保護法や集団的自衛権行
使容認に反対する集会開催（２回1,200人参加）、
14年度には戦争する国づくりストップを掲げ集
会開催（２回1,050人参加）、いずれも岩手弁護
士会の共催や90団体もの団体で実行委員会を組
むなどして、県民世論を盛り上げるため役割を
担いました。
②「平和憲法を守る県民懇談会」（11団体）の事
務局として、毎年３月に開催してきた「世界の
平和を願う市民のつどい」は、10・11年度に沖
縄の基地問題をテーマに開催し（２年間で890
人）、10回目の開催を節目に懇談会主催での開
催は止めています。
③県生協連として10年度には、「冬の兵士 反戦イ
ラク帰還兵証言集会」を県内で実行委員会を組
織して開催し、東北関東９都市での開催もコー
ディネートしました（盛岡300人、北上200人、
全国合計2,230人参加）。12年度には、オスプレ

イ配備反対の理事会声明の発表や、反対する県
民会議への参加で協同行動を推進しました。
④憲法を守る首長の会の結成を10年度から準備
し、13年度に「地方自治に日本国憲法の理念を
活かす岩手県市町村長の会」として発足（現・
元首長20人）、14年度には東北６県が協力して、
東北首長の会連合会が結成できました（６県70
人参加、岩手はオブザーバー参加）。
⑤核廃絶にむけた学習・運動は、ＮＰＴ再検討会
議代表団に、10年度は県生協連１人、いわて生
協２人が参加し、15年度には県生協連１人、い
わて生協１人、医療生協１人が参加し、核兵器
廃絶を願うメッセージカードを回収しました
（いわて生協では募金のよびかけも）。
⑥「平和憲法・九条を考える全国生協組合員ネッ
トワーク」の事務局として、日本生協連総会で
のニュース配布や、広島・長崎での交流会の実
施（10・12～14年度320人参加）、沖縄での世話
人会交流会の開催（12年度）、平和アンケート
の実施（14年度40生協回答）など、全国の生協
での９条を考える運動を推進してきました。し
かし徐々に取り組みが弱くなっており、改善や
世話人体制の立て直しが必要です。
⑦これらの運動を通して会員生協では、積極的に
平和運度に取り組んできました。政府の「戦争
する国」づくりにむけた急激な動きへの危機感
から、会員生協に対し県生協連アピールを出し
ました（14年度）。

多くの団体とご一緒に「戦争する国ストップ」と集会で声を上げま
した。

（５）異常な灯油高騰からくらしを守るための運
動に取り組み、プライスリーダーとしても役割
を果たしました。

①原油の高騰（11～13年度は１バーレル100ドル
以上）が続く中、灯油価格も１ℓ80～100円の
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水準になり、10年前と比較して1.5～２倍の高
値が組合員の家計を苦しめました。県生協連
は適正価格と安定供給を求めて学習会を開催
（10・11年度140人参加）、灯油の独歩高への抗
議や円高差益を求める集会や円安による価格
高騰への抗議などの集会も開催しました（10・
12・13年度340人参加）。また東北６県の生協連
と「灯油対策連絡会」を設置し東北経産局や、
石油元売会社へ毎年要請を行いました。さらに
13・14年度には、日本生協連主催での全国灯油
懇談会を開催させ、灯油問題の共有化を図りま
した。
②福祉灯油の実施や投機マネー規制の国への意見
書を求めて、県への要請や、県議会へはＪＡ・
漁連・森林組合など９～11団体で毎年請願を行
いました。福祉灯油は10年度には実施されませ
んでしたが、11年度からは東日本大震災の被災
者を対象に沿岸12市町村への県の灯油補助が実
施され、14年度まで４年連続実施されました（毎
年約２万人が対象、県からの補助は４年間で約
１億７千万円になった）。
　　しかし、被災していない市町村への福祉灯油
は、数市町村の実施にとどまり、広がりません
でした。
③11年の震災での灯油不足に際しては燃料確保に
むけ政府への緊急要請を実施。また、仮設住宅
への灯油配達が始まった12年度には、全国の生
協からの支援を受けて灯油ポリ缶や給油ポン
プ、18ℓ灯油や収納ケースのプレゼント（1,748
人）などを実施し喜ばれました。
④こうした運動を推進するため灯油委員会を開催
し、原油や灯油の学習をすすめるとともに、灯
油の価格の決定と発表を行い、県内灯油価格の
プライスリーダーの役割を果たしました。
　　生協灯油はシーズンとおして県平均より１～
２円安く設定し、家計負担の軽減に貢献しまし
た。５年間での灯油の還元額は１億９千万円に
なります。
　　各生協では毎年灯油利用の仲間づくりに取り
組み、登録者数は14年度末４万８千人（５年間
では５千人減りましたが、これは利用のない方
を登録者数から整理したため）になりました。
⑤12年度には、東北電力の電気料金値上げ申請を
受け、東北６県と新潟の生協連と値上げ反対連
絡会を結成し、消団連主催学習会や意見交換会、
公聴会へ参加しました。原発再稼働を見込んだ
料金設定への反対も含め、被災地を抱える生協

として値上げ見直しを訴えました。その結果、
値上げ幅は11％から8.94％へ圧縮はできました
が、13年９月から値上げは実施されてしまいま
した。

被災者支援灯油や福祉灯油の実施を求め、請願や要請を行いました。

（６）脱原発、再生可能エネルギーへの転換、放
射能問題の対応を求め、学習や集会の開催、要
請行動などで粘り強く声を上げ、脱原発の県民
世論を高める役割を果たしました。

①福島第一原発事故を受けて放射能問題への不安
や関心が広がり、県消団連やいわて生協との共
催で放射線や食への影響について学習会を開催
（11年度240人参加）。その後、理事会見解で脱
原発を表明するなど脱原発への組合員、県民の
関心を広げる役割を果たしました。いわて生協
から県議会へ放射能汚染対策を求める請願や岩
手県に対しても要請を強めたことが、食品の検
査拡大、子どもたちへの影響対策強化、放射能
検査結果の情報公開強化などの前進にもつなが
りました。

②11年度には、実行委員会22団体による二大学習
講演会（講師：内橋克人氏、安斎育郎氏）を開
催（950人参加）。その後も毎年「さようなら原
発岩手県集会」を実行委員会形式で開催し、県
消団連を事務局に県生協連も参加し、すすめま
した（12～14年度1,350人参加）。脱原発を求め
る世論の高まりから、原発は13年10月から15年
３月まで１基も稼働しない状態が続いています。
③会員生協では、いわて生協が11年度から「もう
原発はいらない！」署名に取り組み、10万７千
筆集め12年度に国会に要請しました。生活クラ
ブ生協では原発再稼働阻止ハガキ送付運動や署
名１万７千筆、県学校生協１万２千筆、盛岡医
療生協３千筆などの全国署名も大きく広げ、脱
原発の世論を盛り上げました。盛岡医療生協は
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毎週金曜日夜のデモや昼デモなどに組合員を組
織し、市民へのアピールも続けています。
④県生協連では12年度に岩手県の再生エネルギー
政策を聞く会（30人参加）の主催や、事業者や
大学教授なども参加する14団体の実行委員会
で、ドイツのボットロップ市長を呼んでドイツ
の先駆的なエネルギー政策の講演会開催（210
人参加）や、パネルディスカッション（70人参
加）などを企画し大変好評でした。また、知事
懇談会や議員懇談会でもテーマに掲げ、エネル
ギー自給率の向上を訴えました。

（７）食の安全、食料・農林水産業を守る運動は、
ＴＰＰ反対運動を中心に地域経済やくらしを守
るためにも県民会議や多くの団体とともに展開
しました。連携した取り組みは全国の先進例に
もなっています。
①突然表明されたＴＰＰ交渉参加について、10年
度には、ＴＰＰに反対する県内の共同行動をめ
ざし、農協や漁協、森林組合、生協連の４協同
組合を中心とする「ＴＰＰ等と食料・農林水産
業・地域経済を考える岩手県民会議」を発足さ
せました（現在52団体）。11年度には、署名20
万筆、学習パンフの普及、意見広告を行い、11
年度から毎年1,000人規模の集会開催やデモ行
進を行っています。12年度には、韓米ＦＴＡに
関する調査団の派遣（団長：県生協連会長）や
帰国後の各地での報告会（６ヶ所620人参加）、
13年度には、県内リレー学習会（５会場330人
参加）、そのほか、全国集会への参加や全国組
織との連携、毎月の街頭宣伝行動などを通し、
県生協連も運動推進の役割を果たしています。
12年度には「両磐の会」「紫波町民の会」も結
成され、地域での反対運動も広がりました。
②会員生協もこれらの県民会議の運動へ参加しな
がら、ＴＰＰ問題について関心を広げていきま
した。特に、ＴＰＰは農業問題だとの矮小化し
た情報が多い中、組合員に医療や労働、食の安
全などくらしや地域全体が脅かされる問題との
理解が広がるよう運動をすすめました。理事会
での反対声明の発表や独自の学習会もすすめ、
13年度には、いわて生協を中心に、ＴＰＰ反対
署名５万筆を国会に届けました。
③「いわて食・農ネット」（５月現在18団体、会
員119人）の事務局団体のひとつとして、ＴＰ
Ｐ反対街頭宣伝行動、自治体や農協への要請、
学習会の開催、機関誌の発行（年４回）をすす

めました。また、米価暴落問題や備蓄米買い入
れ要求、農政改革、農協改革問題への対応を強
め、要請や反対運動に取り組みました。
④12年度には「農を変えたい東北集会ｉｎいわて」
（180人参加）、13年度には「日本有機農業研究
会全国大会」（280人参加）が岩手で開催され、
持続可能な農林漁業や地域のくらしをめざすこ
の大会の事務局となって役割を果たしました。
10年度には、岩手の森や林業を考える映画「こ
つなぎ」上映会（５会場2,300人鑑賞）、シンポ
ジウムや岩手こつなぎ会と共催での小繋ツアー
を開催しました。
　　産直運動推進大会は、実行委員団体として参
加しました。
⑤会員生協の地産地消の取り組みは広がりまし
た。いわて生協では、県産食材を使用した商品
や産直商品、地元メーカーによるアイコープ商
品の供給を増やし、県内４店舗での地産地消
フェスタも規模を広げ開催するなど地域経済へ
も大きく貢献しています。生活クラブ生協では、
飼料米を使用した「こめ卵」「こめ豚」などの
普及、大学生協では食堂のご飯に県産米を使用
し、岩手県庁生協では食堂で「県産食材を利用
したメニューの提供」を積極的にすすめました。
⑥「地産地消運動を促進する岩手県協同組合協議
会」（10団体）の事務局としては、県農林水産
流通課との懇談（10・13年度）に取り組み、地
産地消の普及の状況について意見を交換しまし
た。04年に協議会を立ち上げた当初より、地産
地消や県産品の利用に対する県民意識や実際の
供給は確実に広がっています。また被災地商品
の利用促進の声も高まっています。そのため、
協議会自体の活動は行き詰まり感もあり、11年
度からはほとんど活動することができませんで
した。

県全体でＴＰＰ反対の運動をすすめました。
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（８）さまざまな事業運動をすすめるため、協同
組合間の提携や諸団体との取り組みを一層強め
ました。
①協同組合とご一緒に、ＴＰＰ反対運動や福祉灯
油の県議会請願、震災支援活動や、被災者生活
再建支援制度拡充署名などで連携を広げること
ができました。特にＴＰＰでの連携は全国でも
先進例として取り上げられました。
②諸団体との連携では、岩手県消団連と平和やく
らしを守る分野、食や農業の分野で共にネット
ワークの事務局を担うことで協力関係を強めて
います。県消団連事務局の岩手県消費者大会は、
毎年420～450人が参加し、消費税や復興、アベ
ノミクスなどをテーマに開催しました。
③劇映画「いのちの山河」の製作・上映運動は、
08・09年度を中心に取り組み、12年度には運動
のまとめとしてシンポジウム（60人参加）や西
和賀チャリティー上映会（121人参加）、盛岡で
のアンコール上映会（239人参加）を開催。さ
らに、復刻版「生命村長・深沢晟雄物語」（832冊）
を県教育委員会、県内すべての小中高校に寄贈
しました。中学校以上には「村長ありき」も寄
贈しました。

２）協同組合運動の果たす役割や使命を学び、
話し合いをすすめる課題

（１）国際協同組合年では、文化事業や商品開発
で協同し成果を上げることができました。協同
組合の存在意義や使命についての学習は、協同
組合講座をとおしてすすめました。
①協同組合講座は、10年度は「いま、なぜレイド
ロー報告か？思想の危機を考える」（５生協47
人参加）、生協学校「協同組合とはなにか、そ
のあゆみと原則を学ぶ」「岩手の生協の歴史と
これからの役割」（３生協17人参加）を開催。
12年度は「国際協同組合年を機にＪＡと生協の
連帯をどうしていくか～地域における協同組合
の新たなコラボレーションをつくる～」（４生
協48人参加）、13年度は「平和をめぐる危険な
動きについて～特定秘密保護法、日本版ＮＳＣ、
集団的自衛権行使が願うもの」（６生協57人参
加）、14年度は「協同組合がつくる新しい生き
方と地域再生－貧困や格差、人口減少･超高齢
社会における生協の役割を考える－」（９生協
65人）を開催。年２回程度の講座開催をめざし
ましたが、12年度からは年１回しか開催できま
せんでした。内容は、講座のあとのグループ討
議が会員生協同士の交流になり好評でした。

②国際協同組合デー（毎年７月）は、協同組合間
提携協議会の事業として学習会を中心に開催さ
れました（10・11・13・14年度540人参加）。会
員生協からも参加しましたが、独自の学習会な
どの開催は少なくなり、県連から講師派遣の支
援を提示しましたが、具体性がなくすすみませ
んでした。
④12年度の国際協同組合年では、商品の共同開発
やミュージカル公演の協力を通じ、協同組合に
ついてアピールすることができました。
・国際協同組合年は、「協同組合がよりよい社会
を築きます」を掲げスタートしました。岩手で
は前年に全国ＩＹＣの代表内橋克人氏から「協
同組合への提言や期待」と題してお話を聞いた
後、24団体（うち11が会員生協）によるＩＹＣ
岩手県実行委員会を結成し、多彩な取り組みを
展開しました。シンポジウムの開催（240人参
加）や、記念商品「いわてを食べよう！ビーフ
カレー」の共同開発と１万個の販売（うち生協
で5,700個普及）に取り組み、商品代金の中か
らカレー１箱につき10円、合計11万円をいわて
学び希望基金に贈呈しました。
・ミュージカル「おもひでぽろぽろ」の上演（盛岡・
大船渡、1,300人鑑賞）では、盛岡公演は850枚
中450枚を普及し成功に貢献。大船渡公演は日
本生協連から300万円の支援をいただくことで無
料ご招待で実施でき、いわて生協や大船渡市役
所職員生協も実行委員会に参加し、協同の力で
被災地公演を成功させることができました。
・国際協同組合年や協同組合を知らせる広報や宣
伝として、会員生協では機関紙や広報誌での広
報を強め、総代会や生協まつりなどを利用して
タペストリーの展示、県生協連は３月に新聞広
告でお知らせしました。ＩＹＣ岩手県実行委員
会を２月に解散後は、協同組合間提携協議会が
ポストＩＹＣを引き継ぎました。

12年度の国際協同組合年の取り組み「おもひでぽろぽろ」大船渡
公演では、感動の声が寄せられました。
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３）だれもが安心してくらせる「協同のある街・
地域コミュニティ」づくりをすすめる課題

（１）「地域コミュニティづくり」にむけては、被
災地でのコミュニティのづくりや再生にむけた
会員生協の取り組みが積極的に行われました。
　　震災で失われた地域のつながりやコミュニ
ティを支援するため、いわて生協では組合員の
要望や地元社協、団体と連携しながら、ふれあ
いサロンや、昼食会、地域を元気にする生協ま
つりや復興応援まつり、コンサートやリフレッ
シュツアーなど開催をすすめ、いきがい作りの
ための自主的なグループ作りや活動費補助など
もすすめました。子育て世代への支援も広げて
います。盛岡医療生協では、いわて生協と協力
してのふれあいお茶っこ会開催のほか、たまり
場づくりと称するミニデイサービス、認知症で
も住める街づくりをめざした取り組みも推進し
ました。被災地での会員生協での取り組みは広
がっていますが、県生協連としては10年度に「生
協の地域社会への貢献に関わる課題～地域福祉
研究会報告から」（22人参加）を開催し実態や
問題を共有したのみで、県内の生協のコミュニ
ティづくりにむけた連携を広げる働きかけはで
きませんでした。

（２）高齢社会に対応する取り組みや買い物サー
ビスなどの会員生協での取り組みが始まりまし
た。
①県生協連として、10年度に、高齢社会に対応す
る福祉事業を相談するため、いわて生協と盛岡
医療生協との２回にわたる懇談会の開催、また
「これからの高齢者住宅のあり方」学習会（19
人参加）を開催しました。その後はそれぞれの
生協での検討が行われています。
②高齢社会にむけて、いわて生協が移動店舗を始
め、被災地での不便な買い物を支援しています。
また、地域自治体との見守り協定（22自治体）
や配食事業（14年度から、現在利用者550人／月）
も広げています。
③新しい雇用の場としてのワーカーズコープの研
究、立ち上げは促進できませんでした。

（３）毎年、知事との懇談会を開催し、「消費者行
政の充実」「被災地の復興」「再生可能エネルギー
の普及」「被災者に寄り添った生活支援策」「被
災者生活再建支援制度の拡充」をテーマに懇談、
要望や被災者の生の声や実態を伝え懇談を深め

ました。

（４）県議会との懇談会は、11年度に全会派（４
会派６人参加）で復興や原発をテーマに懇談。
12年度からは会派ごとに開催し（各会派４～５
人参加、12～14年度で２巡）、被災地の復興や
生活再建、灯油問題などや、県政についての相
互理解を深めることができました。また、生協
の被災地支援についても理解をいただきまし
た。行政との懇談は、いわて生協が毎年首長懇
談会を開催し（12～13市町村）、地域ごとの住
民の要望を伝え相互理解をすすめました。

（５）各種審議会へは、毎年28～33の食の安全や
環境・農業分野などの県や市の審議会に、生協
として参加し、消費者・生活者の立場で意見を
発信してきました。

（６）「災害時における県との物資協定」（1996年
締結）の見直しをすすめてきましたが、15年1
月1日付けで改訂版を締結でき、震災時の教訓
も活かし、緊急車両の優先運行など前進した内
容になりました。

（７）岩手県ユニセフ協会と協同でのユニセフの
活動、被災地の子ども支援を広げました。
①会員生協の一般募金は、いわて生協、岩手県学
校生協、盛岡大学生協、大船渡市役所職員生
協、みやこ映画生協などの参加で５年間で2,430
万円（第６次中期計画では3,600万円）。ほかに、
13年のフィリピン台風緊急募金（417万円）に
も取り組みました。募金の一部は、東北６県で
取り組んでいるネパール指定募金（毎年６県で
1,000万円、06～13年度）に活用されています。
②子どもたちの参加が増えているハンド・イン・
ハンドは、毎年12月に県ユニセフ協会とともに
県内30～35会場で、ボランティア1,000人もの
協力で行ってきました。５年間での総額は526
万円になります。また、ユニセフ・ラブ・ウォー
ク（毎年200人参加）や、ユニセフ写真パネル展、
出前講座なども協力してすすめました。
③日本ユニセフ協会岩手県支部は、11年４月か
ら「岩手県ユニセフ協会」と名称を変更しまし
た（日本ユニセフ協会の公益財団法人化に伴っ
て）。５年間に寄せられた募金額は3,364万円（第
６次中期計画では5,450万円）。東日本大震災で
募金額総額は大きく落ち込みましたが、14年度
は年間1,000万円を超え、震災前の募金規模に
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戻りつつあります。
　　震災後は、日本ユニセフ協会を通じて５年間
の被災地のための緊急復興支援が行われること
になり（15年まで）、県ユニセフ協会は通常の
ユニセフの活動に加え、子どもたちに優しい復
興をめざして、保育園や幼稚園支援、映画上映
やボードゲーム、保護者への支援、心のケアな
どにも取り組み、会員生協や県生協連も取り組
みをすすめました。 
④今後、県内にさらにユニセフ活動を広げるため
には、花巻友の会のような地域組織を広げてい
く必要もありましたが、この５年間では協力し
てすすめることはできませんでした。

（８）環境については脱原発を主張するためには、
自ら省エネやエネルギー自給率を高めようと、
会員生協による事業や組合員活動での省エネ、
リサイクル活動への参加促進、植樹など森づく
りが積極的にすすめられました。県生協連とし
ては会員生協の環境活動がすすむような活動交
流の実施や、情報提供をめざしましたが、特段
の取り組みはできませんでした。

４）会員生協の運動・事業・経営に役立ち、県
内に生協への支持・信頼を広げる県連の役
割・機能を強化する課題

（１）会員生協がきびしい事業・経営環境の中で
も組合員のくらしに役立つ事業が推進できるよ
う、生協間の連携・提携を推進しました。
①会員生協のニーズをもとに、協議・調整する場
を開催して、事業提携や共同仕入れをめざしま
したが、実践に至りませんでした。
②市役所生協交流会は、毎年会場を持ち回りにし
て年１回、４市役所が参加し開催しました。11
年度を除いて４回開催しのべ65人が参加。震災
時での市役所生協の役割、復興商品を全国発信
できないかの相談、組合員を増やす工夫の交流
などを行いました。
③ライフプランセミナーはいわて生協との共催で
５年間毎年開催し、合計96人が参加。家計管理

や将来設計づくりへの関心が高くなり毎年好評
でした。
④13・14年度は、みやこ映画生協のデジタル映写
機購入について県連から全国に発信し、募金
活動（1,500万円の善意が寄せられた）を支援。
また事業再建計画や県の融資制度の継続を求め
る取り組みなどでも一緒の取り組みをすすめま
した。

（２）生協連や各生協の社会的活動を多くの県民
やオピニオンリーダーなどに発信しました。
①県生協連会報の発行は、年５回の計画から年３
回の発行にしましたが、ＨＰでの情報発信を強
め、毎月８～10件の取り組みの発信をするよう
に改善しました。
②新聞への生協の活動・運動紹介の広告は、11～
13年度まで３回行い、復興支援の取り組みや、
国際協同組合年の発信も行いました。しかし、
14年度は予算の関係から実施を見送りました。

（３）理事会などの機関運営は、総会議案への会
員生協の意見を反映させる工夫や、第８次中期
計画へのアンケート実施などに取り組みまし
た。また、会員生協による運動の実践を強める
ため、組合員活動関連責任者会議を定期開催し
（２ヶ月に１回程度）、消費税や脱原発などの運
動課題の重点決めや具体化を行いました。
　　また、県連会費の基準見直し検討は、10年度
に規約は変えず事業剰余金の対象区分を一部修
正する変更を行いました。

（４）会員生協は、11年度より、岩手高齢協が加
盟したことで17生協とＪＡいわて花巻の18会員
になりました。この５年間で組合員数は４万人
減り（岩手労済生協で13年度に５万人の未利用
組合員を脱退処理したため）46万人になりまし
た。事業高は３億７千万円減りました。出資金
は11億９千万円増えました。
　　17生協のうち、震災前の事業高を超えている
のは５生協のみとなっています。

第６次中計末（09年度） 第７次中計末（14年度） 伸 長 率

組 合 員 50万1,922人 46万1,994人 92.0％
出 資 金 124億2,337万円 136億1,169万円 109.6％
事 業 高 513億5,543万円 509億8,337万円 99.3％
県 連 会 員 数 16団体（15生協、JAいわて花巻） 18団体（17生協、JAいわて花巻）
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［３］第８次（2015～2019年度）中期計画
《１》第８次中期計画でめざすもの 
１）多くの組合員や会員生協、諸団体とともに、「平
和・いのち・くらし・地域・経営」の５つの危
機に真正面から立ち向かい、「地域に根ざし役
立ち・地域から信頼され・地域からサポートさ
れる生協」をめざします。
　　「戦争する国」づくりが戦後70年を契機に反動
的にすすみ、平和憲法が変えられる危機が迫っ
ています。この５年間が平和を守る正念場になる
と考え、平和を脅かす動きに断固反対し、組合
員の最大の願いである平和を守るため取り組み
を強めます。
　　また、貧困と格差の進行により深刻化する「い
のち」の危機に対して、生協が具体的な取り組
みを行うことに力を入れます。今後も学習し、反
対の意思をアピールする運動や制度拡充などを
求める運動を強めていきます。また、福祉活動
や生活支援のための事業などを、生協間の協力
によってさらに広げる５年間とします。
　　第７次中期計画での５つの危機は、「いのち・
くらし・地域・平和・経営」の順番でしたが、
第８次中期計画では平和を最初に掲げます。こ
れは、平和をめぐる危機感に加え、平和があっ
てこその「いのち」であり、安心できるくらしや
地域も、平和な社会を作ろう、子どもたちに引き
継ごうという不断の努力なしには作れないものだ
からです。第８次中期計画ではそのことを改めて
意識し、取り組んでいくために５つの危機の最初
を「平和」にし、生協の力を合わせていきます。

２）組合員のくらしの基盤である地域社会の状況、
国の政治経済の動向や問題、生協の使命やミッ
ションを学び、話し合う取り組みを強めます。
　　今、５つの危機に加え民主主義の危機も深刻
になっています。ＴＰＰ反対や脱原発を求める声、
消費税増税をはじめとした不公平税制への反対
の声、沖縄では再三選挙で新基地反対の民意が
示されようが、それが無視され強行される現実。
14年12月の衆議院総選挙では戦後最低の52.7％
の投票率になり、15年春の統一地方選挙も５割
を切る投票率になっています。投票しても無駄、
変わらないとの思いが投票率を下げ民主主義が
空洞化してしまうと、権力の暴走を止められなく
なり、結果的に組合員の願いや思いが反映され
ない政治がすすみます。

　　世界や日本で広がる、貧困や格差、環境汚染、
地方の崩壊などの問題解決のためには、持続可
能な開発や相互扶助の精神、平等で公平、民主
的運営を大切にする協同組合が発展することが
大事であると期待されて、12年は国際協同組合
年になりました。その際のスローガンだった「協
同組合がよりよい社会を築きます」は、これから
ますます追求すべき生協の目的や使命です。特
にも、民主主義に基づき、国があっての国民で
はなく国民があっての国にならなければ、平和で
よりよき生活は保障されません。
　　そのために、生協は絶えず組合員のくらし、
地域社会の状況、国の政治経済の動向や問題に
敏感になり、学習や話し合いをすすめ、問題解
決の力としていく必要があります。
　　第８次中期計画では、「学習する」ことに力を
入れていきます。県生協連は協同組合講座や各
種学習会の開催などを強めていきますが、会員
生協でも役職員や組合員の学習参加や独自の開
催を増やすよう努力していきましょう。　　

３）生協間、協同組合間、諸団体、行政との連携
を強め、「だれもが健康で安心して暮らせる地
域づくり」をすすめます。
　　第７次中期計画では、被災地でのコミュニティ
づくりに取り組みましたが、高齢化や人口減少
が進む中、被災地以外での地域コミュニティの
崩壊も問題になっています。だれもが、健康で、
安心してこの地域で住み続けられるようにするに
は、地域に根ざした生協が、地域住民や自治体、
諸団体と話し合いを重ね連携をしながら、要望
に沿って一緒につくっていく地道な取り組みが必
要です。県生協連では、先進生協に学ぶ研修会
の開催や紹介、諸団体や協同組合、会員生協の
事業や運動をつなげることで地域づくり運動を
バックアップできるよう取り組みます。会員生協
では、様々なコミュニティづくり、高齢者の見守
りや住民の居場所づくり、健康づくりなど、地域
のニーズに沿いながら、具体的な実践を広げて
いく５年間にしていきましょう。

４）県生協連は16年に50周年を迎えます。これま
でどおり地域に徹底して根ざし、地域と組合員、会
員生協とともに生協の役割を果たしていきます。
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《２》めざすものをすすめるための重点課題　 
１）「平和・いのち・くらし・地域・経営」の「５
つの危機」に、真正面から立ち向かう、組合
員・県民参加の運動を、ネットワークを広げ
ながら積極的にすすめます。

（１）戦後70年続いた平和憲法に基づく平和を
子どもたちに引き継ぐため、「戦争する国」づ
くりや憲法改悪に反対し、平和を守る取り組み
を多くの諸団体とともに広げます。
①平和憲法（立憲主義・基本的人権・国民主権・
平和主義）を破壊する法整備や改定に反対し、
最終的に狙われる憲法の改悪に反対します。
・「戦争する国」づくりに反対し、集団的自衛権
行使や安全保障制度の改悪、日米同盟や基地問
題、武器輸出の問題など、積極的平和主義では
平和はつくれないことを広く浸透できるような
学習や取り組みをすすめます。
・憲法の大切さと変えることの問題点（９条以外
に13条や25条なども）を学習しながら、憲法の
改悪に反対します。国民投票法の学習もすすめ
ます。
・「平和憲法・９条をまもる岩手の会」の事務局
として、地域の九条の会や、諸団体、東北の九
条の会と協同しながら平和憲法を守る取り組み
をすすめます。
②戦争の悲惨さ、平和の大切を学び伝える取り組
みと、核兵器廃絶の願いを広げていきます。
・会員生協は平和企画（戦争体験を聞く会、平和
講演会や映画会、平和のつどい、ヒロシマ・ナ
ガサキ・沖縄行動など）を積極的に開催し、参
加を広げましょう。
・県生協連は、会員生協や諸団体とともに平和の
大切さを伝える取り組みと、核兵器廃絶の取り
組みをすすめます。
・被爆・終戦70年の取り組みを、会員生協、県内
の諸団体と協同ですすめます。
③「地方自治に日本国憲法の理念をいかす岩手県
市町村長の会」の事務局として、元・現首長と
つながり、憲法をいかす地域づくりをめざしま
す。
④「平和憲法・九条を考える全国生協組合員ネッ
トワーク」との協同をすすめます。
　　事務局、世話人体制を強化します。

（２）復興支援活動、震災を風化させない取り組
みを継続するとともに、住宅の確保や医療介護

の負担軽減など被災者の願いにそった制度拡充
や継続を求め、運動をすすめます。
①会員生協では引き続き被災した方々に寄り添
い、震災を風化させない取り組みや被災地の要
望に沿った復興支援の活動をすすめましょう。
②被災者生活再建支援制度の拡充運動は、「住宅
再建推進協いわて」と東北の生協連とともに、
拡充を前進させるまで継続して取り組みます。
③救援・復興県民会議など、諸団体とともに協同
の取り組みをすすめます。
　　住宅以外の医療や介護の負担軽減など、被災
者の要望に沿った要求運動をすすめます。
④16年には震災から５年の取り組みを会員生協、
県内の諸団体と力を合わせてすすめます。

（３）くらし、いのち、地域を守るために、ＴＰ
Ｐ等の参加に反対し、社会保障制度の本格的な
改悪や負担増、消費税をはじめとする不公平な
増税などに反対していきます。
①ＴＰＰ等の貿易協定には、県民会議や諸団体と
連携した取り組みで反対していきます。
　　ＴＰＰ等の問題を訴え、くらしやいのち、地
域を守るためにも最後まで反対運動に取り組み
ます。
②ＴＰＰ等による食・食の安全、農林漁業への影
響に対抗していくための地域づくりをめざし
て、協同組合や諸団体との新たな協力関係や提
携づくりにチャレンジします。
③「くらしを考えるネットワークいわて」を中心
に、消費税をはじめとした不公平な税のあり方
に反対し、消費税10％への反対運動や学習をす
すめます。
④社会保障（医療・介護）の後退には、いのちと
くらしを守る視点で社保協や諸団体と協同しな
がら取り組みをすすめます。

（４）だれもが安心して必要な介護や支援が受け
られる地域支援事業になるよう要請を強めま
す。また、広がる貧困や格差を食い止める制度
拡充を求めるとともに、生協による具体的な取
り組みにチャレンジします。
①介護保険制度が大きく改定され、市町村を主体
とする新しい地域支援事業が創設されていきま
す。誰もが必要な介護を受け、安心して暮らせ
る地域になるよう、諸団体と一緒に行政や社会
福祉協議会への要請行動に取り組みます。
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　　会員生協は、自治体や地域の社協と懇談や話
し合いができる関係をつくり、17年度には開始
される新しい地域支援事業に生協の事業や活動
が連携できることをめざします。県生協連は、
介護福祉事業を担う生協と、自治体や社協との
協力関係の窓口や調整役として役割を果たしま
す（当面は盛岡市や滝沢市）。
②福祉事業として高齢者専用住宅や買い物サービ
ス、配食事業など、会員生協で取り組めるとこ
ろから事業が始まっています。新たにフードバ
ンクなど生活困窮者支援策を生協間の協力でで
きないか話し合いを始めます。
③子どもの貧困への対応として、支援制度全体が
拡充されなければ、現在の支援から漏れてしま
う子どもや親子を救うことはできません。子ど
も医療費の拡充や給食費無料の要求など、子ど
もの貧困を食い止めるための制度拡充の要求に
取り組みます。また、ボランティアで勉強を教
える場づくり、食事提供の場など、子どもの貧
困に対して具体的に生協ができることにもチャ
レンジします。

（５）灯油等の高騰からくらしを守る取り組みと、
仲間づくりをすすめるとともに、県内のプライ
スリーダーとしての役割を果たします。
①適正価格、安定供給、国民のエネルギーに責任
を持つ石油行政になるよう要求していきます。
　　また、投機マネーによる燃料費の高騰が国民
を苦しめる問題を引き続き社会的に発信してい
きます。
②くらしのセーフティネットとして、福祉灯油へ
の県の補助を要望し続けます（市町村は会員生
協で要請）。
③県内同一価格で、県平均価格より少しでも安く
安心して利用できるよう、生協灯油の仲間づく
りをすすめます。
　　灯油のプライスリーダーとして、市況価格の
抑制に貢献します。
④電力会社の電気料金値上げについての学習や要
望の取り組みも行います。

（６）食料・食の安全・農林漁業を守るための学
習や、諸団体と協同した取り組みをすすめます。
①農業改革・農協改革の問題点の学習や運動に取
り組みます。
②食品表示や、遺伝子組み換え食品、輸入品の検
査や安全基準緩和、食料自給率低下の問題など、
食への関心を広げ、食料・食の安全を守る運動

をすすめます。
③地産地消運動、産直運動、食農教育への関心や
参加を広げる取り組みをすすめます。
④「いわて食・農ネット」や「岩手農民大学」と
ともに、日本の食や農業を守るため連携して運
動をすすめます。
⑤「地産地消運動を促進する岩手県協同組合協議
会」は、今後のあり方も含め検討や整理を行い
事務局として役割を果たします。

（７）消費者権利が守られ、消費者が重視される
行政になるよう諸団体との取り組みをすすめま
す。
①「消費者行政の充実をめざすネットワークいわ
て」の一員として、消費者行政の強化を求める
取り組みをすすめます。
②諸団体と協力し、岩手での適格消費者団体立ち
上げにむけた取り組みをすすめます。
③適格消費者団体「消費者市民ネットとうほく」
の立ち上げにむけ協力します。

（８）原発再稼働に反対し、脱原発、再生可能エ
ネルギーへ転換する社会をめざし諸団体と協同
した取り組みをすすめます。
①原発再稼働反対、脱原発を求める運動を県内の
諸団体とともにすすめます。
②再生可能エネルギーが普及し、エネルギー自給
率が高まる地域社会をつくる取り組みをすすめ
ます。
③地球温暖化防止、省エネやCO2削減のためのく
らしや事業の見直しをすすめます。

２）生協運動・協同組合運動の果たす役割や使
命を学び、話し合う取り組みを強めます。

（１）県生協連主催の生協学校（年１回８月）、協
同組合講座（年１回12月）は毎年恒例で開催
し、各生協間の事業や運動の理解を深めあう交
流の場としても重視します。
　　また、生協運動を担っていく人づくり、リー
ダー層の育成の場として活用できるよう、内容
を充実させ、会員生協の参加を広げます。

（２）会員生協での協同組合の学習の強化にむけ、
県生協連として支援します。
　　どのような学習がお勧めか、講師の推薦など
具体的な支援をすすめます。
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（３）くらしや平和を守るためには民主主義を守
ること、民主主義とは何かの学習にも取り組み
ます。
　　例えば、公開講座の開催や、大学での寄附講
座の開設など。一般の方や、学生の協同組合へ
の関心を高めるよう大学・大学生協・協同組合
間提携協との協力をすすめます。

（４）協同組合間提携を一層重視し、地域づくり
とポストＩＹＣの取り組みをすすめます。
　　どんな地域を作っていくのか、どのような未
来を描くのかを重視して提携をすすめていきま
す。
　　文化事業や運動などでの一層の協同を広げま
す。

３）「だれもが健康で安心して暮らせる地域・
コミュニティづくり」をすすめます。

（１）地域のニーズに沿いながら、様々なコミュ
ニティづくり、高齢者や若者、地域住民の拠点
づくりを、地域で話し合いをすすめながら広げ
ていきます。
①会員生協では、高齢者の見守りや住民の居場所
作り、健康づくり、映画上映などをきっかけに
したコミュニティづくりなど、地域のニーズに
沿いながらの具体的な実践を広げましょう。
②県生協連では、先進生協に学ぶ研修会の開催や
紹介。諸団体や協同組合、会員生協の事業や運
動をつなげることで地域づくり運動をバック
アップします。

（２）行政や首長、議員との懇談をとおして、相
互理解を深め、地域づくりにむけ協力し合う関
係をつくります。
①岩手県知事との懇談会（年１回）の開催をすす
めます。
②県議会各会派との懇談会の開催をすすめます
（２年に１回はどの会派とも懇談がもてるよう
に）。
③各種審議会への参加と発言を強めます。
④市町村行政や、首長とも地域づくりについて要
請や懇談をすすめます。

（３）県ユニセフ協会と協同し、ユニセフ活動を
広げます。

４）会員生協の運動・事業・経営に役立ち、県
内に生協への支持・信頼を広げる県連の役
割・機能を強化します。

（１）会員生協が厳しい事業・経営環境の中でも
組合員のくらしに役立つ事業が推進できるよ
う、生協間の連携・提携を推進します。
①会員生協のニーズをもとに、事業や活動の連
携・提携を協議・調整する場をもち、事業提携
や協力など、関連生協での実践をすすめます。
②理事長懇談会の開催（２年に１回）。
③市役所生協交流会の開催（年１回）。
④ライフプランセミナーの開催（年１回）。

（２）県生協連や会員生協の社会的活動を多くの
県民やオピニオンリーダーなどに発信します。
　　県生協連会報の発行（年３回）、ＨＰでの情
報発信を強化します。

（３）県連の民主的運営や機関運営を強めます。
　　理事会、組合員活動関連責任者会議での話し
合いを強化します。

（４）県連50周年の取り組みをすすめます。
　　16年度には、生協間の連携や理解が深まるよ
うな交流を中心にした企画に取り組みます。




