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人権と個人の尊重——コロナ禍と人権の関係を素材に 
東京都立大学教授 木村草太 

はじめに 人権と個人の尊重の理念 

 

一 コロナ対策の行動制限と人権 

１ 緊急事態宣言と自粛要請 
【新型インフルエンザ等特別措置法・同施行令の枠組み】 

 改正前 
2020 年 3 月 13 日 
Covid19 に適用する改正 

改正後 
2021 年 2 月 3 日制定・公布 
（2 月 13 日施行） 

新型インフル等発生 発生事態 
→24 条 9 項などで対処 

発生事態 
→24 条 9 項などで対処 

経路不明感染発生 緊急事態 
→45 条などで対処 医療の提供に支障のおそれ まん延防止措置事態 

→31 条ノ６などで対処 
医療の提供に支障 緊急事態 

→新 45 条などで対処 
２ 自粛要請と憲法上の自由権 
 憲法上の自由権：刑罰はもちろん、単なる要請も自由権の制約となる。 
 自由権制約の正当化 

① 目的の正当性 
② 目的と規制の関連性（目的達成に役立っているか？） 
③ 規制の必要性（より制限的でない他の選びうる手段はないか？） 
④ 規制の相当性（目的の重要度と自由の制限の程度のバランス） 

３ 補償の要否 
公平の理念から「特別の犠牲」に対し憲法 29 条 3 項は正当補償請求権を定める。 

  →通常、対象の危険性に着目した規制は特別の犠牲ではない。 
  →今回の規制の特性 

① どの業種を止めても効果はある。 
② 真に危険な飲食店を特定するのが難しく過大包含になりやすい。 
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二 差別されない権利と新型コロナウイルス 

１ 差別とは何か？ 
 M ⽒「⼥性は話が⻑いから要職に就けるべきではない」 

① 偏見（人間の類型に対する誤った事実認識） 
② 類型情報無断利用（類型に関する個人情報の無断の利用） 
③ 主体性否定判断（統計等を理由とした個人を確率の塊とみなす判断） 
④ 差別（人間の類型に向けられた否定的価値観・感情、それに基づく行為） 

 
【差別のしくみ】 
 差差別別的的評評価価・・感感情情            ①偏見の強化 
   強化                ②類型情報無断利用の正当化 
 差別扇動                ③無神経な主体性否定判断 
 差別利益                ④その他の差別的行為 
 
２ 新型コロナウイルスの差別とは何か？ 
 「感染は自業自得」と考える傾向の強い国 
   →偏見か、差別か？ 
   →プライバシーの強化という傾向 
 

おわりに 

 コロナ対策と人権の調和 
 

＜参考条文＞ 

【日本国憲法】 

第 14 条  すべて国⺠は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的⾝分⼜は門地により、政治的、経済的⼜

は社会的関係において、差別されない。 

第 22 条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 

何人も、外国に移住し、⼜は国籍を離脱する自由を侵されない。 

第 29 条  財産権は、これを侵してはならない。 
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 

 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 
  

- 1 - - 2 -



3 
 

【新型インフルエンザ等特別措置法】 

（都道府県対策本部⻑の権限） 
第 24 条 9 項 都道府県対策本部⻑は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ
迅速に実施するため必要があると認めるときは、公公私私のの団団体体⼜⼜はは個個人人にに対対し、その区域に係る新型インフ
ルエンザ等対策の実施に関し必必要要なな協協力力のの要要請請ををすするるここととががででききるる。 
（新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等） 
第 31 条ノ４ 政府対策本部⻑は、新型インフルエンザ等（国⺠の生命及び健康に著しく重大な被害を与え
るおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。）
が国内で発生し、特定の区域において、国⺠生活及び国⺠経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区
域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
を集集中中的的にに実実施施すするる必必要要ががああるるももののととししてて政政令令でで定定めめるる要要件件にに該該当当すするる事事態態が発生したと認めるときは、
当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。 
一 新型インフルエンザ等ままんん延延防防止止等等重重点点措措置置を実施すべき期間 
二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域 
三 当該事態の概要 
（感染を防止するための協力要請等） 
第 31 条ノ 6 都道府県知事は、第三⼗一条の四第一項に規定する事態において、国⺠生活及び国⺠経済に
甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第二号に掲げる区域（以下この条において「重点区域」という。）に
おける新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等
の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域にお
いて、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政政令令でで定定めめるる事事項項をを勘勘案案ししてて措措置置をを講講ずずるる必必要要ががああ
るるとと認認めめるる業業態態にに属属すするる事事業業をを行行うう者者にに対対しし、、営営業業時時間間のの変変更更そそのの他他国国⺠⺠生生活活及及びび国国⺠⺠経経済済にに甚甚大大なな影影響響
をを及及ぼぼすすおおそそれれががああるる重重点点区区域域ににおおけけるる新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等ののままんん延延をを防防止止すするるたためめにに必必要要なな措措置置ととしし
てて政政令令でで定定めめるる措措置置をを講講ずずるるよようう要要請請すするることができる。 
２ 都道府県知事は、第三⼗一条の四第一項に規定する事態において、当該都道府県の住⺠に対し、前項
の当該都道府県知事が定める期間及び区域において同項の規定による要請に係る営営業業時時間間以以外外のの時時間間にに当当
該該業業態態にに属属すするる事事業業がが行行わわれれてていいるる場場所所ににみみだだりりにに出出入入りりししなないいここととそそのの他他のの新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等のの感感
染染のの防防止止にに必必要要なな協協力力をを要要請請すするることができる。 
３ 第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知
事は、国⺠生活及び国⺠経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等
のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当当該該要要請請にに係係るる措措置置をを講講ずず
べべききここととをを命命ずずるることができる。 
（新型インフルエンザ等緊急事態宣言等） 
第 32 条 政府対策本部⻑は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により
国⺠生活及び国⺠経済に甚大な影響を及ぼし、⼜はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当
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する事態（以下「新新型型イインンフフルルエエンンザザ等等緊緊急急事事態態」という。）が発生したと認めるときは、新型インフルエ
ンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示（第五項及び第三⼗四条第一項において「新型イ
ンフルエンザ等緊急事態宣言」という。）をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。 
一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間 
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置（第四⼗六条の規定による措置を除く。）を実施すべき区域 
三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要 
（感染を防止するための協力要請等） 
第 45 条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延
を防止し、国⺠の生命及び健康を保護し、並びに国⺠生活及び国⺠経済の混乱を回避するため必要がある
と認めるときは、当該特定都道府県の住⺠に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間
並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な
場合を除きみだりに当当該該者者のの居居宅宅⼜⼜ははここれれにに相相当当すするる場場所所かからら外外出出ししなないいここととそそのの他他のの新新型型イインンフフルルエエンン
ザザ等等のの感感染染のの防防止止にに必必要要なな協協力力をを要要請請すするるここととががででききるる。 
２ 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防
止し、国⺠の生命及び健康を保護し、並びに国⺠生活及び国⺠経済の混乱を回避するため必要があると認
めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定
都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設（通所⼜は短期間の入所により利用されるもの
に限る。）、興行場（興行場法（昭和二⼗三年法律第百三⼗七号）第一条第一項に規定する興行場をいう。）
その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者⼜は当該施設を使用して催物を開催する者
（次項及び第七⼗二条第二項において「施設管理者等」という。）に対し、当当該該施施設設のの使使用用のの制制限限若若ししくくはは
停停止止⼜⼜はは催催物物のの開開催催のの制制限限若若ししくくはは停停止止そそのの他他政政令令でで定定めめるる措措置置をを講講ずずるるよようう要要請請すするるここととががででききるる。 
３ 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、
新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国⺠の生命及び健康を保護し、並びに国⺠生活及び国⺠経済の
混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置
を講ずべきことを命命ずずるるここととががででききるる。 
４ 特定都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請⼜は前項の規定による命令を行う必要
があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学
識経験者の意見を聴かなければならない。 
５ 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請⼜は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を
公表することができる。 
（罰則） 
第 79 条 第第四四⼗⼗五五条条第第三三項項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三三⼗⼗万万円円以以
下下の過料に処する。 
第 80 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二二⼗⼗万万円円以以下下のの過過料料に処す
る。 
一 第第三三⼗⼗一一条条のの六六第第三三項項の規定による命令に違反したとき。 
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【新型インフルエンザ等特別措置法施行令】 

（新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態の要件） 
第５条の３ 法第三⼗一条の四第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型
インフルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全⼜は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤で
ある症例の発生頻度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相
当程度高いと認められることとする。 
２ 法第三⼗一条の四第一項の新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態に
ついての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施しなけれ
ば、同項の特定の区域（以下この項において単に「特定の区域」という。）が属する都道府県における新型
インフルエンザ等感染症の患者及び無症状病原体保有者（感染症法第六条第⼗一項に規定する無症状病原
体保有者をいう。以下この項において同じ。）、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症（法第⼗四条
の報告に係るものに限る。）の患者及び無症状病原体保有者⼜は感染症法第六条第九項に規定する新感染症
（全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。）の所見がある者（以下「感染症患者等」という。）
の発生の状況、当該都道府県における感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、⼜は感染した
おそれがある経路が特定できない者の発生の状況、特定の区域における新型インフルエンザ等の感染の拡
大の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、当該都道府県において新型インフルエン
ザ等の感染が拡大するおそれがあると認められる場合であって、当該感染の拡大に関する状況を踏まえ、
当該都道府県の区域において医医療療のの提提供供にに支支障障がが生生ずずるるおおそそれれがあると認められるときに該当することと
する。 
（新型インフルエンザ等緊急事態の要件） 
第６条 法第三⼗二条第一項の新型インフルエンザ等緊緊急急事事態態についての政令で定める要件は、都道府県
における感染症患者等の発生の状況、感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、⼜は感染した
おそれがある経路が特定できない者の発生の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、
一の都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等の感染が拡大し、⼜はまん延していると認められる場
合であって、当該感染の拡大⼜はまん延により医医療療のの提提供供にに支支障障が生じている都道府県があると認められ
るときに該当することとする。 

【旧施行令】 

(新型インフルエンザ等緊急事態の要件) 
第 6 条 法第三⼗二条第一項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型インフル
エンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全⼜は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例
の発生頻度が、感染症法第六条第六項第一号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高
いと認められることとする。 
２ 法第三⼗二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、次に掲げる場
合のいずれかに該当することとする。 
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一 感染症法第⼗五条第一項⼜は第二項の規定による質問⼜は調査の結果、新型インフルエンザ等感染症
の患者(当該患者であった者を含む。)、感染症法第六条第⼗項に規定する疑似症患者若しくは同条第⼗一
項に規定する無症状病原体保有者(当該無症状病原体保有者であった者を含む。)、同条第九項に規定する
新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(当該所見があった者を含
む。)、新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(新型インフルエンザ等
にかかっていたと疑うに足りる正当な理由のある者を含む。)⼜は新型インフルエンザ等により死亡した者
(新型インフルエンザ等により死亡したと疑われる者を含む。)が新型インフルエンザ等に感感染染しし、、⼜⼜はは感感
染染ししたたおおそそれれががああるる経経路路がが特特定定ででききなないい場場合合 
二 前号に掲げる場合のほか、感染症法第⼗五条第一項⼜は第二項の規定による質問⼜は調査の結果、同
号に規定する者が新型インフルエンザ等を公衆にまん延させるおそれがある行動をとっていた場合その他
の新型インフルエンザ等の感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由のある場合 

【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律】 

人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ
等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と
言えるものである。 

医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出
現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅
威を与えている。 
一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれ
のない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要であ
る。 
このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の
人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対
応することが求められている。 

ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。 
第 81 条 第⼗五条第八項の規定（第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五⼗三
条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。）による命令を受けた者が、第⼗五条第一項
若しくは第二項の規定（これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第
五⼗三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。）による当当該該職職員員のの質質問問にに対対ししてて正正当当
なな理理由由ががななくく答答弁弁ををせせずず、、若若ししくくはは虚虚偽偽のの答答弁弁ををしし、、⼜⼜はは正正当当なな理理由由ががななくくここれれららのの規規定定にによよるる当当該該職職員員
のの調調査査（第⼗五条第三項（同条第六項において準用される場合、第七条第一項の規定に基づく政令によっ
て準用される場合及び第五⼗三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。）の規定によ
る求めを除く。）をを拒拒みみ、、妨妨げげ若若ししくくはは忌忌避避ししたたととききはは、、三三⼗⼗万万円円以以下下のの過過料料にに処処すするる。。 
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うらがＣＯ‐ＯＰの「歩み」

1955年 浦賀船渠株式会社の職域⽣協として設⽴第1売店
（旧本部店）開店

1958年 ⽣協牛乳（10円牛乳）始まる
1959年 浦賀造船所⽣活協同組合に名称変更
1960年 神奈川県⽣協連合会に加⼊
1961年 優良⽣協として厚⽣⼤⾂より表彰
1962年 浦賀ドック⽣活協同組合に名称変更
1963年 浦賀重⼯⽣活協同組合に名称変更
1964年 日本⽣活協同組合連合会に加⼊
1966年 横須賀市、三浦市⽣協運営協議会開催
1968年 神奈川県県知事より優良⽣協表彰
1969年 浦賀⽣活協同組合に名称変更
1973年 オイルショック、1,500⼈⼤量新規加⼊
1977年 第1回⽣協まつり（みかん山グランド）
1980年 ＬＡＳ、ＡＢＳ系有リン洗剤店頭より追放
1982年 組合員メダル、お買物袋（マイバック）定着
1990年 ユーコープ事業連合に加⼊
1991年 牛乳パック回収開始
1993年 発泡スチロール回収開始
2001年 ｍａｍａの広場 浦賀店新築移転
2008年 ⽣活協同組合うらがＣＯ‐ＯＰに名称変更
2013年 神奈川県と地域⾒守り協定締結
2017年 神奈川県「災害時における徒歩帰宅者⽀援に関する

協定」締結
2020年 創⽴65周年を迎えました

《生協の紹介》
（2020年12月20日現在）
■組合員数 39,625⼈
■班 数 62班（Ｇ宅配）6,611⼈（個⼈宅配）
■事業所数 店舗 1 ・ 宅配センター 1 ・ 職域売店 1

・ｍａｍａの広場 浦賀店
・横須賀宅配センター
・追浜売店（住友重機械⼯業㈱横須賀製造所内）

■⽣協総代 160名（地域130名・職域30名）

1960年 第6回通常総代会

1979年 いも掘り⼤会

1984年 第10回
協同組合まつり（浦賀会場）
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2020年度 コロナ禍
うらがＣＯ‐ＯＰの取り組み紹介︕

一般参加を中止としたため、役
職員、理事・監事が代わって、
子供の頃を思い出しているかの
ようにじゃがいもを掘りました︕

コロナ禍、参加された総代の皆
さんから貴重なご意⾒やお褒め
の⾔葉をいただきました。これか
らの活動の励みにします︕

組合員に楽しい記事をお届けする
ため、毎号、記事探しと文章を考え
るのに四苦⼋苦しながらも一流の
編集者を演じています︕

横須賀市⾏政からの依頼で組合員活動
委員会が中心となり、「フードドライブ」に取
り組みました︕困っている⼈のお役に⽴て
れば︕と想いを伝え。取り組みました︕

木村農園INじゃがいも掘り

⽣協総代懇談会

横須賀市へ⾷料品を寄付

リモート会議学習会
に参加しました︕

機関紙づくり
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【組織概要】（２０２０年３月末）      組 合 員 数 ５，９２０人 

設   立 １９８６年１１月        出 資 金   １３３，４２６千円 

理 事 ⻑ 神林  節子           所 在 地   横浜市栄区飯島町２５９−１ ナチュラルコープ・ヨコハマは 

    1 組合員の健康と、安全で安心できるくらしに役立ちます。 

    2 日本の農業・漁業を守る視点から「産地直送」「地産地消」を大切にします。 

    3 素材の確かさを重視し、有害な添加物・農薬・物質を使用しません。 

    4 組合員の声を尊重し、組合員と共により良い商品の開発・改善を進めます。 

    5 地球の自然を守り、環境に配慮した商品事業を行います。 

ナチュラルコープの公式インスタグラムが開始されました 
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新型コロナウイルス感染拡大に伴い 
 

重点医療機関へ寄付金と食料品を寄贈しました！ 
 
新型コロナウイルス感染の中等症患者を集中的に受け入れて 

いる重点医療機関は厳しい経営状態が続いているとのことで 

組合員から集められた寄付金と食料品を最前線で奮闘されて

いる重点医療機関へ昨年寄贈しました。ナチュラルコープの

メーカー・生産者支援もあわせて行い、生協ならではのつな

がりを大切にした取り組みができました。 

 

-------------   当時の報告を抜粋 

 

足柄上病院訪問  報告 豊田理事 

県西松田町にある足柄上病院は「ダイヤモンド・プリンセス」

の患者を受け入れた病院です。当時は、職員・スタッフが院

内のソファやキャンピングカーで寝泊まりした時期もあっ

たそうです。組合員である医療従事者から「仕事で疲れたと

きは簡単に飲食できる甘いものが喜ばれる」と聞き、選びま

した。菓子パンは、コロナによる一斉休校で給食のパン製造

が、大打撃を受けたかもめパンから、ジュースは、今回の豪

雨被災地の九州や長野県メーカーから購入し、支援しまし

た。牧田浩行病院長は 

「コロナ対応で病院経営は非常に厳しいが、コロナ不況でど

の業種も大変な中、支援に心がふるえます」と話されました。 

横須賀市立市民病院訪問  報告 遠藤常務理事 

4～6 月は、大規模な赤字を計上したと話されたの

が一番印象的でした。 

コロナ患者を収容することで、風評被害が起こり、

一般者の利用が減り病院としての経営に大きな打

撃を受けたとの事です。幸い神奈川県、横須賀市、

地域事業や市民の方からの援助金、寄付などに助

けられたとのこと。一般の病院では、倒産しても

おかしくないとのお話も。ニュースで取り上げら

れる病院の倒産は、身近な話と思いました。風評

被害での倒産、医療崩壊など、最悪の道へとなら

ないように保障などの対応が必要と感じます。 

今後も続いていくコロナウイルスとの闘い（共存）

は、正しくウイルスを恐れ継続的な個々の予防、

医療従事者への感謝の気持ち、支援、応援が必要

と思いました。医療に関わる全ての方々に感謝で

す。また、飲食業、サービス業、観光業など、全

ての業種の方々がコロナウイルスによる悪影響が

一刻も早く収束することを願います。 

神奈川県立循環呼吸器病センター訪問 報告 永嶋理事 

神奈川県立循環器呼吸器病センターは重点医療機関として

２月（２０年）よりコロナ患者を受け入れています。結核専

用病棟（４０床）を利用し、外来とは完全に隔離していまし

たが、一般患者は激減しました。当初は業者の来院拒否、看

護師のタクシー乗車拒否など少なからず風評被害を受け、入

院患者のリネン類クリーニングも外注できず、使い捨てせざ

るを得なかったそうです。「コロナ患者受け入れによる国か

らの補償はありますが、一般病棟に補償はなく、限りある備

品の節約に苦慮し、防護服着脱も頻繁に行えませんでした」

とのお話も。 

一方で、たくさんの支援もあったそうです。 

「この度の寄付のお申し出は大変有難いです。医療従事者に

感謝してくれる事、又それを支援金という形にしてくれた皆

様の行動力に感動申し上げます。私達は当たり前の事をやっ

ているだけですが、寄せられた気持ちはとても励みになりま

す」との言葉に頭が下がる思いです。 

お盆休みもなく、防護服の暑さにも堪えて頑張る医療従事者

の皆さんへ、これからも「ありがとう」を伝え続けたいです。 

 

今後も支援・つながりを大切

に支援を続けていきます！ 
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22002200 年年度度  神神奈奈川川県県生生協協大大会会  

 
 
 
 
【【事事業業概概要要】】（（220011９９年年度度末末時時点点））  

創創立立  11997755 年年２２月月  

代代表表  理理事事長長    藤藤田田順順子子  

      専専務務理理事事  渡渡邊邊たたかかしし  

組組合合員員数数  333377,,662211 人人  

出出資資金金    110022 億億 6677,,8822 万万円円  

総総事事業業高高  448888 億億 3333,,2266 万万円円 
事事業業所所    本本部部（（横横浜浜市市港港北北区区新新横横浜浜））  

          セセンンタターー11２２かか所所  

          福福祉祉事事業業所所６６かか所所  

職職員員数数    11,,004499 人人（（パパーートトナナーー職職員員、、介介護護ヘヘルルパパーー含含むむ））  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出勤した際、アルコール

消毒と検温ができるよう

設置しました！！ 

〈〈パパルルシシスステテムム神神奈奈川川ととはは〉〉  
神奈川県をエリアとして事業と活動に取り組んでいます。事業は食と農を支える「産直」、
資源循環型社会をめざす「環境」を基本に、商品供給事業、福祉事業、共済・保険事業、電
力事業を展開しています。県内に配送センター11 カ所、福祉事業所 6 カ所、文化活動拠点
1 カ所、活動拠点２カ所（うち 1 カ所は 2019 年４月より曜日限定で運営）を有し、組合
員のくらしを守り、地域に根ざした事業活動に取り組んでいます。 

 

 

コロナ禍 職場の変化は？ 

１人で打合せや

会議に参加・・・ 

小部屋ブースを 

設置しました！ 
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コロナ禍でのパルシステム神奈川の活動 

2020 年 3 月から 8 月まで組合員の安全を第一に考え、組合員

活動を休止しましたが、その間に、オンラインの手法を学び、 

感染予防対策もしながら、少しずつ活動を再開しました。 

神奈川県に生まれたすべての赤ちゃんへ「ありがとう」を届けよう！！をコンセプトに、 

申込みいただいた全てのご家庭に「はじめてばこ」を無料でプレゼントする「かながわ 

ＭＩＲＡＩキャンペーン」に協力し、取り組みを通じてパルシステムに加入した組合員

に向けて、コロナ禍でつながることが出来ない状況の中、離乳食の進め方や相談、親同

士の交流を目的とした、オンライン講座を毎月開催しています。 

公益財団法人かながわ海岸美化財団の

協力のもと、片瀬江ノ島海岸にてビーチ

クリーンイベントを開催しました。 

久しぶりに家族で参加できるイベント

には多くの応募があり、参加者からは、

「マイクロプラスチック、メディアでは

よく耳にしますが、自分で拾ってみると

自分事となり、生活の中で気をつけねば

と思いました。」との感想をいただきま

した。 

その他、 楾大樹弁護士によるオンライン憲法学習会や、当組合限定の商品 

『つながるゆめ納豆』の原料となる津久井大豆を、㈱カジノヤと組合員、 

神奈川大学の学生が協力して栽培する大豆ボランティアの取り組みなど、 

感染予防対策を行い活動を進めています。 
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ユーコープは商品やサービスを通じて、誰もが安心して笑顔で暮らせる地域づくりに 

貢献し、安心な食べ物・平和・環境・福祉・子育てなどさまざまなテーマに組合員の 

皆さんとともに取り組んでいます。 

神奈川・静岡・山梨県内で約 180 万人の方が加入し、 

利用している生活協同組合です 

■組合員数：179 万 8,207 人 

■店舗：98 店舗 

■おうち CO-OP 宅配センター：29 センター 

■マイシィ配食センター：27 センター 

■ケアサポートセンター：8 センター 

 
（2020 年３月 20 日現在） 

ユーコープは商品・サービスの提供とともに、組合員の皆さんの「知りたい」 

「やってみたい」をいろいろな形で支援しています。 

たくさんの方がコープを通じて生き生きと楽しみ、学んでいます。 

エリアコーディネーターは、県内 

それぞれのエリア(地域)で、つどい

の開催や行政・諸団体とのつながり

を通じて、参加とネットワーク 

づくりを進める中心的な役割を 

担っています。 

地域での活動を支援するために県内

を１6 のエリアに分けています。 

 

  組組合合員員のの皆皆ささんんのの笑笑顔顔ああふふれれるる毎毎日日をを応応援援ししまますす！！  

毎日のくらしが楽しくなる 

活動がいっぱい！ 

■ととれれたたててトトママトトくくんん  ププロロフフィィーールル 

出身は畑の隅 3 丁目 2 番地。お肌はピチピチ！でも年齢は 

不詳。 

太陽と大地に育てられ、すくすくと成長したので、まっすぐで

おおらかな、やさしい性格。けれども新鮮さにはとてもこだわ

りがあり、その大きな目を光らせて日々チェックを怠らない。

実は意外と恥ずかしがりやで、ごくろうさま！といわれると、

真っ赤になって照れてしまう。でも、もともと赤いのでよく 

わからない。 

［［苦苦手手ななもものの：：ケケチチャャッッププ］］ 

いつか自分もケチャップにされるのではないかと恐れている。 

百歩譲ってトマトジュースならなってもいいかな、と最近思い

はじめた。 

［［好好ききななもものの：：玄玄関関ののチチャャイイムム］］ 

ピンポーンと押すとき、いつもわくわくしてしまう。 

［［将将来来のの夢夢］］ 

みんなにおいしいものを食べてもらって、健康に過ごしてもら

うこと。実は密かに、日本の主食がトマトになる日を願ってい

る。まん丸な大きな目で、新鮮な商品だけを選んで、あなたの

おうちへまっすぐ届ける「とれたてトマトくん」。みんながおい

しく食べて、健康に過ごせるように今日もまっすぐ走ります。 
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コロナ禍での活動報告 

～～LLeettʼ̓ss  ttrryy 頭頭のの体体操操  夏夏野野菜菜ククイイズズ～～  

川崎１エリア会では、おうちでできる企画、

頭の体操「夏野菜クイズ」を開催し、気軽に

挑戦できる内容が好評でした。旬の夏野菜は

栄養価や効能も高く、普段の食事に積極的に

取り入れるようにお伝えしました。応募者に

は抽選で『レシピ付き野菜の豆知識』とコー

プ商品詰め合わせを送付しました。「野菜の

選び方など、ためになる情報で保存版にした

い」など、嬉しい感想が寄せられました。 

（応募者数：979 名） 

 

～～ななぞぞ解解ききチチャャレレンンジジ～～  

夏夏ババテテ怪怪獣獣「「ナナツツババテティィ」」ををややっっつつけけろろ!!!! 
 

横浜中２エリア会では、夏休みに家族で楽し

んでもらう企画として、ＱＲコードで気軽に

参加できる「なぞ解きチャレンジ」を開催しま

した。オリジナルキャラクター『ナツバティ』

も登場し、夏バテ解消の栄養素をお伝えする

と同時に、摂取できるコープ商品をお知らせ

しました。正解者には抽選で５０名にコープ

商品詰め合わせ、抽選に漏れた方にも夏バテ

予防簡単レシピをプレゼントしました。 

（応募者数：780 名） 

病病院院ににレレイインンココーートトをを届届けけよようう！！  
  

西湘２エリア会では、地域の組合員さんの

声を受け、小田原医師会が医療用防護服の

不足にあたり行っていたプロジェクトに賛

同し参加しました。店舗（中原店・岡崎店・

二宮店・国府津店）に募金箱とレインコート

回収ボックスを設置し、8,360 円の募金が

集まりました。募金でレインコートを購入

し、寄せられたレインコートとあわせて 79

着とメッセージを 

添えて、小田原医師 

会へ届けました。 

 

 

 

平平和和をを想想うう夏夏 22002200  
  

県央３エリア会では、ハーモス座間店の 

フリースペースを活用してヒバクシャ国際

署名のパネル展示や座間市の平和のモニュ

メントの写真展示を無人で行いました。 

大谷店では海老名市たちばな保育園のご協

力のもと、『ぼくのゆめ・わたしのゆめ』の

絵画をユーコープの平和の取り組みととも

に掲示しました。園児や保護者の皆さんに

平和活動の内容を 

お伝えすると共に、 

ヒバクシャ国際署名 

にもご協力いただき 

ました。 

組組合合員員かかららのの声声  平平和和のの活活動動  

オリジナルキャラクター 

「ナツバティ」 
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提提携携生生産産者者ととののリリモモーートト交交流流  

会いたいけど、今は我慢 

生産者交流会もリモートで… 

お米の産地(山形県遊佐町)では、 

ドローンも活躍 
 
 

  
復復興興支支援援ままつつりり 22002200  オオンンラライインン  
    
被災地の今を動画で共有。現地に行ったことのない人に
もその様子を伝えることができました。神奈川の支援団
体からも元気なメッセージを届けました。 
最後は参加団体によるリモート合唱『星影のエール』でこ
ころを一つに。 
なかなか神奈川まで行けないという人からも、オンライン
だからこそ今年は参加できたと好評でした。 
生活クラブ・神奈川の HPで YouTube動画配信中です。 
 

♪誰よりも私には輝く星ほら夜明け前の星♫ 

星影のエールより 

おお米米のの産産地地((山山形形県県遊遊佐佐町町))でではは、、  

ドドロローーンンもも活活躍躍  
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＋ 

Work 

22001199年年度度事事業業内内容容((22002200//33//3311現現在在))  

組合員数：80,649人 出資金:102億 7,011万円 
供給高 ：共同購入事業 214.6億円 
     共済事業 2.3億円、福祉事業 5.2億円 
事業内容：供給事業(共同購入、店舗)、共済事業、 

福祉事業、利用事業、機関紙事業 

食の安全に 

こだわります 

有害物質ゼロを 

めざします 

 

遺伝子組み換え 

作物を認めません 

国内自給力 

アップをめざします 

健康な食べ方を 

大切にします 

おたがいにたすけあう 

社会をめざします 

ごみの削減に 

取り組みます 

自然資源を 

大切に使います 

原発のない社会を 

めざします 

自分たちで決めて 

自分たちで実行します 

10の Think＆Act 
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健康チェック活動 

ふ
く
し
ま
つ
り 

居
場
所
作
り 
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全日本海員生活協同組合の紹介 

 
● 組合員数：18,943 人（2020 年 12 月 20 日現在） 

● 事業所数：職域店舗７・職域食堂２・立ち食いコーナー３   

  宅配事業センター１・商品配送センター１                        

● 出資金：28,475,900 円                                       

   全日本海員生活協同組合(海員生協)は、海員を主体として 1949 年(昭和 24 年)7 月

に海員またはその家族、海事関係団体従業員、港湾地域居住者も含めた海運関係労働者

の生活を守る運動を基礎として、厚生大臣の認可により設立された広域職域生協です。 

   各施設(店舗及び食堂)は、港の保税区域内という特殊な環境の中にあり、船員及び港

湾・海事関係組合員の多様な要望に応える為、早朝からの営業にて対応をしています。  

 

■店舗事業 

 保税区域・公共埠頭という特殊な立地にて店舗を展開しています。船員及び港湾関係 

組合員向けの商品や、早朝に開店するなど職域の特性に合わせた対応を行っています。 

国際航路の船舶など短時間停泊が余儀なくされている海上組合員に対しては、店舗までの

送迎、地方港へは船単位で個別封印をして、航海中の個人消耗品を託送するなどの対応を

行っています。 

 主な取り扱い商品は、菓子・カップ麺・弁当・飲料・作業用品などを中心に供給活動を 

行っています。 

      
 
■食堂事業 

 早朝から港で働く忙しい組合員より、その味と低価格が好評をいただいています。 

本牧ふ頭店は店舗と併設、川崎東扇島店は食堂のみ、大桟橋店・南本牧店・大黒 3 号店は 

立ち食いコーナーを併設して展開をしています。＊お米は産直(山形県) はえぬきを使用。 

〈港の男たちの胃袋を満たすメニュー達！〉 
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■宅配事業 

 海上組合員の留守宅を守る船員家族住宅や港湾住宅、海事関係者住宅の他、店舗周辺の

組合員を対象に、共同購入及び個人宅配を生活協同組合ユーコープと共同して事業展開を

しており、安全安心なコープ商品の利用を呼びかけ展開をしています。 

          
     みなとみらい地区のラッピング    反対側はベイブリッジです 

 
■共済事業 

 こくみん共済コープが実施をしている各種共済の受託窓口として、全国に居住している

組合員及び家族を対象に、特に火災共済を重点に受託業務を行っています。また、2001

年より日本生協連の CO・OP 共済「たすけあい」「あいぷらす」の取り扱いを開始し、組

合員のくらしの向上に取り組んでいます。 

                                   
 

          
「アンクルトリス」の生みの親、船舶好きな 

柳原良平先生にデザインをしていただいた 

当生協のロゴマークです。 

海員生協です。 

よろしくお願い 

しまーす。 
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◇富士フイルム生活協同組合の紹介
◆設⽴年⽉⽇︓1959年6⽉1⽇
◆本部所在地︓神奈川県南⾜柄市塚原366-1
◆理 事 ⻑︓横⽥ 明彦
◆組合員数 ︓37,457人（2021年1⽉31⽇現在）
◆事 業 ⾼︓5,730,188千円（2019年度）
◆事 業 部︓《総務部》 《職域部》

《地域部》 《福祉介護部》
《ヘルスケア部》《営業企画部》

◆関連会社 ︓株式会社エフシーデリバリー
《運送関連事業》

富士フイルム生協は、1959年に設⽴され、県⻄地区8市1１町、静岡東部地区を事業エリア
とした消費生活協同組合です。職域では、従業員の福利厚生の⼀翼を担うため、店舗・⾷
堂・旅⾏・その他サービス事業を運営しています。また、従業員の家族や地域住⺠のため
に、宅配事業、通所介護・訪問介護事業、介護機器のレンタル事業に取り組んでいます。

宅配事業

富士フイルム生協の取り組み ～コロナ禍での活動～

福祉介護事業

コロナ感染防止対策として、配送担当者の
健康管理、ご希望の組合員へは非対⾯のお
届けを⾏い、ご利⽤いただいております。

感染防止対策をしっかりと⾏い、ディサー
ビスでは、職員が利⽤者に楽しんでいただ
けるよう⾊々な催しを⾏っています。
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あおぞらオープンカフェ
プチパーティー

フードドライブ

収穫体験イベント

毎⽇の⾷事作りに忙しい方のために、⽉に１回、
生協商品を使った手作り弁当を、低価格で配布し
ています。

11⽉に旅⾏センター南⾜柄とふれあいセンター、
⾜柄センターで実施、組合員より多くの⾷品の提
供を頂き、フードバンクへ寄贈し、⾷の支援を必
要な方々へ提供されました。

地元生産者との交流を図るため、毎年「さつまい
も掘り体験」と「みかん狩り」を開催し、農業、
⾷の⼤切さを組合員と⼀緒に学んでいます。
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医医療療生生協協かかななががわわ生生活活協協同同組組合合   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

 

医医療療生生協協かかななががわわ生生活活協協同同組組合合  

定定款款地地域域    （（2021.2.27））  

1100 ブブロロッックク  5544 支支部部  

青青色色：：支支部部ののなないい定定款款地地域域  

黄黄色色：：支支部部ののああるる地地域域  

組組合合員員数数総総数数  

40,715 人人  

事事業業所所：：①①戸戸塚塚病病院院・・②②戸戸塚塚診診療療所所  

③③いいずずみみ診診療療所所・・④④中中田田診診療療所所・・  

⑤⑤深深沢沢中中央央診診療療所所・・⑥⑥藤藤沢沢診診療療所所  

⑦⑦平平塚塚診診療療所所・・⑧⑧おおだだわわらら診診療療所所・・  

ｹｹｱｱｾｾﾝﾝﾀﾀｰーよよここははまま  

訪訪問問看看護護ｽｽﾃﾃｰーｼｼｮｮﾝﾝ 44 事事業業所所  

ﾍﾍﾙﾙﾊﾊﾟ゚ｰーｽｽﾃﾃｰーｼｼｮｮﾝﾝ 22 事事業業所所  

11  
２２

５５

８８  

６６７７

４４

３３

22002200 年年入入職職式式：：33 人人のの看看護護師師がが仲仲間間にに  鎌鎌倉倉市市のの保保健健師師ささんんにによよるるフフレレイイルル予予防防講講座座  

保保健健大大学学ススキキルルアアッッププ講講座座：：救救急急隊隊員員をを講講師師にに招招いいてて  
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ああおおぞぞらら支支部部総総会会：：藤藤沢沢北北部部支支部部  

組組合合員員ささんんかかららのの「「あありりががととうう」」にに支支ええらられれてていいまますす  

距距離離ををととっってて虹虹ののウウォォーーキキンンググ：：おおだだわわらら川川東東支支部部  

距距離離をを空空けけててセセララババンンドド：：戸戸塚塚東東支支部部  組組合合員員ささんん宅宅にに訪訪問問：：藤藤沢沢支支部部  
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神奈川みなみ医療生活協同組合 概況（2021 年 2 月 28日現在） 
♦組合員数 14,786 人 ♦支部数 19 支部 ♦出資金 424,433,500 円 
♦事業所 診療所 3 訪問看護ステーション 2 ヘルパーステーション 1 
     デイサービス 2 ショートステイ 1 居宅介護支援 2 
 

 

 神奈川みなみ医療生協は三浦半島 

の横須賀市・三浦市・逗子市に診療所と 

介護施設、葉山町に介護施設があり、 

医療・介護事業に取り組んでいます。 

横須賀生協を起源に、医療生協が発足し 

いくつかの医療生協と合併しながら今日 

に至り、2020 年 11 月に 70 周年を 

迎えました。横須賀市衣笠で生まれた 

最初の診療所「衣笠診療所」は JR 衣笠 

駅前にありましたが、建物の老朽化など 

 

 

の理由により 30 年ほど前に移転ました。 

もとの衣笠診療所だったところは生協本部 

事務所として活用しています。 

 

 

 

 

 

 

健健康康づづくくりり活活動動  

健康づくり活動にも積極的に取り組ん 

でいます。セラバンド（筋力トレーニ 

ング用ゴムバンド）体操や、ころばん 

体操（転倒予防体操）など体を動かす 

活動や、絵手紙や小物づくり、布ぞう 

りづくりと多彩な活動が広がっていま 

す。 

衣衣笠笠診診療療所所 

医医療療生生協協本本部部 

三三浦浦診診療療所所 

逗逗子子診診療療所所 

衣衣笠笠診診療療所所 
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2020 年 10 月～11 月の生協強化月間 

では、全国的に活動がなかなか作れない 

中でも「まちかど健康チェック」に取り 
組みました。実施するにあたっては、 
「感染予防マニュアル」を看護師さんの 
協力の下に作成しました。各支部から代 
表に集まっていただき「交流会」を開催。 
「感染予防マニュアル」の説明と、コロ 
ナ禍での強化月間の取り組みについて意 
思統一を行い、月間にのぞみました。 
 

塩ビ管やダンボールでパーテーションを 

自作したり、マスクとフェイスシールド 

を着用、検温や消毒、換気まで感染予防 

は市怒りと行いました。ちょっと大げさ 

に見えるかもしれませんが、十分に感染 

対策をとっているんだなと参加者にも安 

心感を与えることに繋がっています。 

 

強化月間中に 37 か所で健康チェックを 

行い、442 人の測定をしました。その中 

で 23 人の新規加入がありました。コロナ 

禍で外出や運動の機会が減ってしまった組 

合員さんが多く、久しぶりの医療生協の活 

動を待っていたと言ってくれた方がたくさ 

んいました。例年より参加者が少なめとい 

うこともあり、たくさんお話ができたこと 

も良かった点の一つです。 

 

  

  

最最後後にに  

参加者の方からは、「家から出る機会も少なく、おしゃべりすることがなかったのでうれ

しい」などの感想もあり、組合員の中にはつながりを求めている人がいるんだということを

改めて感じました。参加者は高齢の方が多く、コロナ禍でも健康への意識が高い方がほとん

どでした。医療生協の企画を待っている組合員さんが地域にはたくさんいます。感染予防に

十分注意しながらやれることを考えていくことが必用なのではないでしょうか？ 

- 27 - - 28 -



黄黄色色とと青青色色がが定定款款地地域域  
黄黄色色はは主主にに活活動動ししてていいるる地地域域  

病気や障がい、失業

等で一時的に収入が

無くなり医療費を支

払うことが困難にな

った。 

治療が必要だが

「医療費が払え

ない」と苦しん

で（悩でいる）い

る人から相談。 

年金だけでは生

活がままならず、

医療費の支払い

が難しい。 
 

ホームレス

の人が健康

を害してい

るのを発見

した。 

無無料料低低額額  
診診療療ととはは  

 
 
   
 
                守守れれ憲憲法法、、平平和和ののああかかしし、、いいののちち輝輝くく健健康康社社会会  
             
      川崎医療生協の紹介      
  ◇組合員数 43,742 人                    

◇出資金  15 億 992 万円         
◇支 部  35 支部（277 班）      

◇事業所  病院・1 診療所・8            

ヘルパーＳＴ・4 訪問看護ＳＴ・4      

デイサービス・2 デイケア・1 

居宅介護支援・3 

   

◇歴 史 

  1951 年 川崎区大師町 19 番地の借 

       家に、岡田久医師と 2 名の                       

看護師 1 名の事務の計 4 名                       

で「大師診療所」をスタート。  
  1956 年 四ッ角診療所開設（川崎区） 

 

1964 年 川崎医療生協設立  

1965 年 四ッ角診療所から四ッ角病 

院へ発展   

 

1971 年 久地診療所開設（高津区） 

1973 年 川崎セツルメント診療所開 

設（幸区）＊東大セツルメ 

ント診療所と合併統一 

1976 年 川崎協同病院開設（川崎区）     
  

  1989 年 坂戸診療所開設（高津区） 

   

1994 年 新「川崎協同病院」完成                                 

  1995 年 おおしま訪問看護ステーシ    

ョン設立（川崎区） 

  1996 年 あさお診療所開設（麻生区）  

  1998 年 京町診療所開設（川崎区） 

  1998 年 川崎協同こどもクリニック 

開設（川崎区） 

1999 年 生協クリニック開設（川崎区） 

 

2001 年 介護老人保健施設「樹の丘」 

開設（高津区） 

2005 年 協同ふじさきクリニック開設     

                           

         川崎医療生協の病院・診療所、老健樹の丘で利用できます 
      

 

 

 

 

 

  22002200年年にに商商標標登登

録録さされれたた、、川川崎崎医医

療療生生協協ののママススココッッ

トトキキャャララククタターー

““ははっっちちくくんん””  
  医医療療生生協協がが発発信信

ししてていいるる「「88 つつのの健健

康康習習慣慣」」かかららネネーー

ミミンンググししままししたた。。  
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 ココロロナナ禍禍ででもも、、組組合合員員ののつつななががりりをを大大切切にに  

外外ででででききるるウウォォーーキキンンググ等等のの企企画画ををススタターートト  
←←川川崎崎区区桜桜川川公公園園でで、、週週にに 55 日日、、  
  ウウォォーーキキンンググととスストトレレッッチチ体体操操  
  をを行行っってていいまますす。。  

多多摩摩川川のの河河川川敷敷ででパパーーククゴゴルルフフもも→→  
楽楽ししみみままししたた。。初初心心者者ででももすすぐぐ楽楽  
ししめめまますす。。  

ププレレゼゼンントト付付ききウウォォーーキキンンググママッッププもも大大人人気気  
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神神奈奈川川県県労労働働者者共共済済生生活活協協同同組組合合（（ここくくみみんん共共済済ccoooopp神神奈奈川川推推進進本本部部））

組組合合員員数数：：７７２２３３，，６６２２６６人人 （（ ２２００２２００年年５５月月末末日日 ））

こくみん共済 coop はこんなところ

「たすけあい」の「共済」

協同組合が⾏う保障にかかわる事業は「
保険」ではなく「共済」と呼ばれ、その
根底には組合員相互の「たすけあい」の
心があります。
「共済」は、⽣命の危険や住宅災害、交
通事故を脅かすさまざまな危険に対し、
組合員相互のたすけあいを保険のしくみ
を使って⾏う保障事業です。

保障の生協です

こくみん共済 coop は、消費⽣活協同組合法
（⽣協法）にもとづき、厚⽣労働省の認可を
受けて設⽴された“保障の⽣協”です。⽣協（⽣
活協同組合）は、⽣活をより良くしたいと願
う人々が自主的に集まって、営利を目的とし
ない事業を⾏う組織です。

組合員からお⾦を集めておいて
困った組合員が出たときに助けます。

助ける
こくみん共済 coop

＜共済＞
預ける

困った
共済⾦ 掛⾦

ガンバレ!

こくみん共済coop SDGs⾏動宣⾔

当会は、創⽴以来、組合員・協⼒団体・労働
組合組織・共同組合組織などの仲間とともに
、共済の普及と社会課題の解決に取り組み、
「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社
会づくり」を進めてきました。
これは、誰一人取り残さない社会づくりをめ
ざす、SDGｓに通じるものです。
各社の拡大や大樹も自然災害の増加、新型コ
ロナウイルスによる感染拡大など、取り巻く
環境が厳しさと難しさを増すなか、たすけあ
いの輪をむずぶ私たちの役割と期待をあらた
めて認識し、SDGｓの達成に貢献します。

こくみん共済coop2年目のメッセージ
「たすけあいの輪をむすぶ」こくみん共済coopは、次のステージへ
2019年6月、全労済から「こくみん共済coop 」へ。
この1年間、「たすけあいの輪をむすぶ」を合言葉に、共済という「たすけあいの仕組み」を

通じて時期や病気、大きな災害など、組合員の「もしも」を支えてきました。
そして、もっと多くの人と、「たすけあいの輪」をむすぶため、共済だけではなく、私たちに

できることに取り組みます。豊かで安心できる社会に向けて。2年目の挑戦がはじまります。
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共共済済シショョッッププででおお待待ちちししてていいまますす！！

ラライイフフスステテーージジやや家家族族構構成成にに合合わわせせたた保保障障ププラランン。。保保障障内内容容のの点点検検やや見見直直ししののごご相相談談、、
おお申申込込みみ、、変変更更のの手手続続ききやや保保障障ののししくくみみにに関関すするる疑疑問問ななどど、、おお気気軽軽ににごご相相談談くくだだささいい。。
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麻布大学生活協同組合 
 

 

麻布大学と生協の概要 

（１） 麻布大学の概要 

① 所在地：神奈川県相模原市中央区淵野辺 1-17-71 

② 学部構成： 

獣医学部（獣医学科、動物応用科学科）、 

生命・環境科学部（臨床検査技術学科、食品生命科学科、環境科学科） 

③ 学生数 学部生：2592 人 大学院生：81 人（2019 年度） 

④ 教職員 教員 136 人 職員 81 人（2019 年度常勤） 

 

 

（２） 麻布大学生協の概要 

① 設立 1970 年 12 月 12 日 

② 組合員数 3262 人 出資金 58,000,000 円（2019 年度 2 月末） 

③ 店舗 購買書籍部 129 ㎡  営業時間 10:00～18:30 

④    食堂 574 ㎡        〃 11:00～14:00 

   職員数 専務理事 1 人、パート職員 28 人 

⑤ 学生委員数 約 15 人 

 学生委員会は、学生の視点で店舗の商品の提案や宣伝、本の選書、 

食堂ではおすすめのメニューの提案やオリジナルメニューの開発などを 

行っています。 

 学内のコミュニティづくりのためのビアホール企画を開催、体力づくりのためのソフトボール

大会の企画運営、食生活相談会の開催などの 

共済事業の予防活動にも力を入れています。 

 春と夏には、学生委員で合宿をし、年間予定を作成します。 

 

⑥   事業状況 

供給高 2 億 8300 万円  経常剰余 110 万円（2019 年度） 

購買書籍部 2 億 3800 万円 食堂 4500 万円  

利用客数 24 万 5 千人 

 
＜麻布大学生協学生委員会の学生のみなさん＞ 
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宇宙科学研究所生活協同組合  

  
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所は、日本の宇宙科学研究・教育を担う研

究所で、小惑星探査機「はやぶさ 2」の運用を行なったことでも知られる研究所です。（2020年 12月に

リュウグウよりサンプルを持ち帰ります。）当生協はこの研究所内にあり、宇宙科学の研究に携わる研

究者・職員や全国から集まった総合研究大学院大学院生・研究生を構成員とする大学生協です。  

              正門                実物大ロケット展示        宇宙グッズ自販機  

 

＜生協の概要＞所在地：相模原市中央区由野台 3-1-1  

ＴＥＬ   ：TEL：042-751-0336 FAX：042-751-2289  

組合員数  ：419人（2019 年度末）    供給高：2 億 562万円 

主な取扱商品：□情報機器（パソコン等）関連商品  □書籍・雑誌 □JAXA/ISAS 名入りグッズ、宇

宙食   営業時間  ：平日 9：30～16：30  （土・日、祝祭日は閉店）  

 

 
       はやぶさ 2グッズ    JAXA/ISAS グッズ       宇宙食             宇宙関連書籍  

 

        宇宙学校・さがみはら出張販売  ＜特別公開＞ グッズ販売    店舗前ガチャガチャ      

 

＜特別公開＞：秋の宇宙研特別公開においてグッズ販売をしています。2019年度は約 10,360名の方に

ご来場していただきました。 2020年度は、コロナ禍の影響により、宇宙学校・さがみはら

出張販売 ・＜特別公開＞ グッズ販売は開催も中止となりました。 
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活動報告 ～神奈川大学生協～

合格者・保護者説明会

これまでは、生協のことや大学のことなどの説明を聞くだけでなく、「大学見学」「食堂体験」をする目的で
実出席としていました。しかし、コロナ禍で事態は一変。来校せずに参加できるオンライン開催に変更しま
した。オンラインにすることで、地方の方も参加しやすくなり、例年以上の参加申込み数となっています。

教科書販売

コロナ禍でサービスが一変しました！

対面販売

リアル開催

オンライン販売

YouTube
LIVE配信

対面販売は3密になりやすい環境でした。ピックアップ・確認・

販売を同時進行で行うため、長時間待ちが当たり前でした。学
内入構禁止・オンライン授業になったことで、オンライン販売に
移行することになりました。大きな混乱もなく、例年以上の供
給がありました。

2020年4月8日、大学は学内入構禁止措置を実施し、以降、現在も入構制限が継続されています。大学の理
解・協力もあり、店舗は原則休業とし、大学注文と個別対応で1年間運営してきました。供給高は年間16.5億円
から約12億円に減少し、大変厳しい状況です。このような中、オンラインに移行した2事例を紹介します。

Zoomによる
個別相談会

オンライン開催
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東京工芸大学生活協同組合
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組合の概要 

 組合員数  12,030 名 

 店舗  購買書籍部 2 店舗 食堂部 2 店舗 カフェ 1 店舗 

 出資金 154,834 千円 

 供給高（2019 年度） 10.7 億円 

直近のトピック 

 学生委員会を中心に、新入生（と保護者）向けにオンライン説明会を実施してい

ます。早期合格者向けの説明会では、２日間でのべ２４９名の参加がありました。 

 2021 年 4 月から新しい施設で食堂を運営することとなりました。 

従来から運営している大学会館食堂の隣には、別業者が運営している食堂がありました

が、新型コロナウイルスの影響で 2020 年 9 月に撤退しました。撤退を受けて後継運営

業者の公募があり当生協が選ばれました。大学会館食堂を 2 月末で閉店し、4 月からは

新食堂（第一食堂）を営業します。現在、営業開始に向けて鋭意準備中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も卒業式・入学式が中止になるなど、厳しいニュースが舞い込んできていま

すが、学生と一緒に頑張っています！ 

 

横浜国立大学生活協同組合  

https://www.univcoop.jp/ynu/index.html 

横浜国立大学生活協同組合受験生・新入生応援サイト 2021  

https://text.univ.coop/puk/START/ynu/index.html 
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活動紹介 〜横浜市⽴⼤学⽣協〜

2020年度は他の大学生協と同じように感染症対策のため基本的に学生は前期、学内入構禁止、
後期は1年生を中心に対面授業を行いましたが、年明けに非常事態宣言が出たあとはオンライン授業にな
り、学生の課外活動も中止になりました。店舗は短縮営業または閉店を余儀なくされ2020年度の供給高
は昨年6.2億円から約4.2億円に減少し大変厳しい状況です。
このような中、大学から教職員への生協の利用、加入の呼びかけをしていただき、
店舗では学生が4月から学校に戻ってくることを信じて新学期の準備をすすめています。
推薦で合格された方向けに例年ですと対面で行っていた入学準備説明会を今年はオンラインで開催
し174家庭300名の方が参加されました。

食堂は感染対策をしながら営業しています
生協理事⻑先生のゼミの学生の協⼒でコラ
ボメニューの提供もしています。

生協学生委員会は新入生歓迎会などの催しができなかったのですが、4名の1年生が加入してくました。
後期から対面の授業が始まりましたが1年生は自分たちも学校に来ていなかったことを受けて学内の
案内動画を作成したり次の1年生対象の新入生歓迎会の準備などを元気に活動しています。
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明治学院消費生活協同組合

明治学院消費生活協同組合は 年に設立され、 年以上にわたり明治学院
の学生・教職員の福利厚生を担ってきました。現在は白金キャンパスに購買部を、
横浜キャンパスに購買部と食堂部を設置しています。
明治学院生協は学生組織である学生委員会の活動が活発であり、「場づくり」
「（想いの）汲み取り」「企画作り」を日常的に行っています。また新入生を迎える
新学期活動も盛んです。

コロナ禍における

新入生を迎える活動・事業

開催となった
【新入生＆保護者ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ】

開催となった
【 】

ｺﾝﾃﾝﾂに変えた
【先輩が教えるパソコン講座】

新入生のみんな、 月に
キャンパスで会おう！

明治学院生協は人をつなげ、
力にして活動していきます。
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【組織概要】（2020年 3月末） 

設  立 1982年 6月  

理 事 長 二戸 依里 

組合員数 2,943人 

出 資 金 84,539千円 

所 在 地 海老名市中野 2-11-2 
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私たち、やまゆり生活協同組合では、新型コロナウイルスが蔓延する中、組合員の

皆が不安に思わず毎日を楽しく健やかに過ごせるようになるための講座を開催し

ています。また、会議や講座などのリモート開催が増える中、新しい生活様式を意

識しつつも対面でお話しすることの大切さを再認識し、講座を継続しています。 

 

【リモートヨガ講座】 

月に 2 回対面で開催しているヨガ講座ですが、持病をお持ちで出かけにくい、もっ

と頻繁に体を動かしたい等のご要望にお応えし、オンラインでのヨガ講座を新たに

開講しました。対面と比べて時間は短いですが、体がすっきりするとのご感想が多

く、体の詰まりなどを効果的にほぐしています。やまゆりでお薦めするヨガは通常

のヨガとは違い、内臓に丁寧にアプローチして体の感覚を鍛えます。長く続けると

体が大きく変化し、感覚を取り戻せるのがわかります。 

 
【食べる断食講座】 

とても良い食材を使って食事を作っているのに、ちゃんと運動しているのに、体調

が悪い、機嫌が悪い、誰かの悪口を言いたくなる、文句を言いたくなる。それは体

からの SOS です。まずは今までの食べ方を見直してみましょう。食べ方ひとつで

細菌やウイルスを不活化できるってご存じですか？唾液の中にはたくさんの酵素

がありますね。いわば無料で作れるオリジナル酵素です。これを使わない手はあり

ません。子育て中、仕事中、とにかく忙しい時は食事の時間が短くなりがち。何を

食べたかすら覚えていないこともざらにあります。でも、これが健康を損ねる一因

だとしたらどうでしょう。また、栄養の偏った食事や必要以上に手を加えた食事を

したり、生活を見直すことなく症状を薬で抑えてしまうのは、健康の前借りをして

いるということ。本当は誰だって薬に頼らず、亡くなるまでピンピンしているのが

理想のはず。おかずはちょっとで良いんです。生産者に感謝し、丁寧に作り、食べ

物に向き合いましょう。じっくり噛んで食べることにより、前述のヨガ講座同様自

分の感覚を取り戻し、免疫力を向上させて病気を寄せ付けない体を目指す、今の私

たちに最も必要な講座です。 
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◆労働者協同組合とは 
 
働く人がみんなで出資し、責任を
分かち合い、人と地域に役立つ仕
事をおこす協同組合です。 

◆神奈川事業本部の紹介 
 
組合員数 約 615 人 
事業所数 28 
事業分野 建物総合管理 
高齢者・障がい者介護 
子育て関連 就労支援 
食事ほか 

 

ワワ ーー カカ ーー ズズ ココ ーー ププ    

セセ ンン タタ ーー 事事 業業 団団    

神神 奈奈 川川 事事 業業 本本 部部  

 

 

 

 

 

 

労労協協法法成成立立！！  

良い仕事 
人と地域に役立つ仕事おこし 

働く仲間 
力を合わせ、助け合い、 
考えあい、共に働く 

「労働者協同組合法」成立
により労働者・市民が主体となる協同
労働運動の新時代が始まります！ 
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  高高齢齢者者福福祉祉  
  
「地域福祉事業所」を県内に 13 ヵ所開設し、継

続的な介護予防活動、介護支援、生活支援を行って

います。2017 年 3 月には横浜市戸塚地域で、多

世代型住宅を開所しました。 

   食食・・農農業業  
  
安心・安全な食の提供をめざし、病院内の売店・

レストランの運営や、農業にも挑戦しています。 

 

  子子育育てて  
  

 親子や地域住民がともに育ち・支え合える「子育

て支援」として、保育園や放課後児童クラブ、放課

後子ども教室などを運営しています。 

   公公共共事事業業・・指指定定管管理理者者業業務務  
  

 コミュニティセンター、老人福祉センターな

ど、公共施設の民間委託の事業を行っています。

市民自治・住民主体の地域づくりの拠点として、

住民と一緒に新たな活動を広げています。 

 

 

  就就労労支支援援  
  
誰でも働くことができる社会づくりを目指し、

生活保護受給者に対する自立生活等支援事業や、

農業を通じた自立就労支援などを行っています。 

   清清掃掃・・緑緑化化・・生生活活総総合合支支援援  
  
「労協ブランド清掃方式」による建物総合管理

事業、公園の管理業務・緑化事業や個人宅のハウ

スクリーニング、病院の医療廃棄物の収集などを

行っています。 

 

 

 
 

  

 

  

市民主体 
地域をつなぎ、みんなで 

まちづくりを 

ともに生きる 
働く人、利用者。市民が協同 

愛愛   
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会員生協一覧
●地域購買生協
神奈川高齢者生活協同組合 〒231-0047 横浜市中区羽衣町 2-7-10　関内駅前マークビル 5F 045-663-8825 http://koureikyou-k.com/

生活協同組合うらが CO-OP 〒239-0822 横須賀市浦賀 6-2-18　うらが CO-OP 本部ビル 2F 046-843-6311 http://www.uraga-coop.or.jp/

生活協同組合ナチュラルコープヨコハマ 〒244-0842 横浜市栄区飯島町 259-1 045-895-2525 http://www.naturalcoop.jp/

生活協同組合パルシステム神奈川 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 3-18-16　新横浜交通ビル 045-470-4170 http://www.palsystem-kanagawa.coop/

生活協同組合ユーコープ 〒231-0062 横浜市中区桜木町 1-1-8　日石横浜ビル 045-305-6100 http://www.ucoop.or.jp/

生活クラブ生活協同組合・神奈川 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15　パレアナビル 5F 045-474-0985 http://kanagawa.seikatsuclub.coop/

横浜北生活クラブ生活協同組合 〒224-0042 横浜市都筑区大熊町 187-1　生活クラブ緑センター 045-548-3280

横浜みなみ生活クラブ生活協同組合 〒241-0025 横浜市旭区四季美台 19-2　生活クラブ旭センター 045-365-2641

かわさき生活クラブ生活協同組合 〒216-0033 川崎市宮前区宮崎 2-1-1　生活クラブ高津センター 044-854-3713

湘南生活クラブ生活協同組合 〒253-0002 茅ヶ崎市高田 4-5-39　生活クラブちがさきセンター 0467-53-2211

さがみ生活クラブ生活協同組合 〒252-0235 相模原市中央区相生 3-9-23　生活クラブ相模原センター 042-759-4491

福祉クラブ生活協同組合 〒223-0057 横浜市港北区新羽町 868 045-547-1400 http://www.fukushi-club.net/

●職域生協
川崎市職員生活協同組合 〒210-0005 川崎市川崎区東田町 5 番地 1　市労連会館 3 階 044-211-6190

相模原市職員生活協同組合 〒252-0239 相模原市中央区中央 2-10-8 042-758-0175

全日本海員生活協同組合 〒231-0002 横浜市中区海岸通 1-1　大桟橋総合ビル 2 階 045-201-9470 http://www.kaiin-coop.or.jp/

富士フイルム生活協同組合 〒250-0117 南足柄市塚原 366-1 046-570-1201 http://www.fujifilm.coop/

●医療生協
医療生協かながわ生活協同組合 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 3880-2 045-862-9244 http://www.mc-kanagawa.or.jp/

神奈川北央医療生活協同組合 〒252-0303 相模原市南区相模大野 6-2-11　さがみ生協病院 3 階 042-748-2261

神奈川みなみ医療生活協同組合 〒238-0031 横須賀市衣笠栄町 2-19 046-853-8105 http://www.k-minami.or.jp/

川崎医療生活協同組合 〒210-0804 川崎市川崎区藤崎 4-21-2　協同ふじさきクリニック 4F 044-270-5881 http://www.kawasaki-coop.jp/

●大学生協
麻布大学生活協同組合 〒252-0206 相模原市中央区淵野辺 1-17-71 042-754-1380 http://www.univcoop.jp/azabu/

宇宙科学研究所生活協同組合 〒252-0222 相模原市中央区由野台 3-1-1 042-751-0336 http://www.univcoop.jp/isas/

神奈川大学生活協同組合 〒221-0802 横浜市神奈川区六角橋 4-7-3 045-481-5688 http://www.ku-coop.org/

慶應義塾生活協同組合 〒223-0061 横浜市港北区日吉 4-1-1 045-563-8489 http://www.univcoop.jp/keio/

東京工芸大学生活協同組合 〒243-0213 厚木市飯山 1583 046-242-8271 http://www.univcoop.jp/kougei/

横浜国立大学生活協同組合 〒240-0067 横浜市保土ケ谷区常盤台 79 番 10 号 045-331-5217 http://www.univcoop.jp/ynu/

横浜市立大学生活協同組合 〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸 22 番 2 号 045-786-0199 http://www.univcoop.jp/ycu/

●共済生協
神奈川県労働者共済生活協同組合 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-4-9 045-473-3843 http://www.zenrosai.coop/

●賛助会員
東都生活協同組合 〒156-0055 東京都世田谷区船橋 5-28-6　吉崎ビル 4F 03-5374-4750 http://www.tohto-coop.or.jp/

やまゆり生活協同組合 〒243-0425 海老名市中野 2-11-2 046-237-3330 http://www.yamayuri.jp/

明治学院消費生活協同組合 〒244-0816 横浜市戸塚区上倉田町 1518 045-871-4011 http://www.univcoop.jp/mg/

日本労働者協同組合連合会センター事業団神奈川事業本部 〒231-0045 横浜市中区伊勢佐木町 2 丁目 66 番　満利屋ビル 8F 045-341-4192 http://workerscoop.sub.jp/honbu/kanagawa/

中央労働金庫　神奈川県本部 〒231-0023 横浜市中区山下町 24-1 045-661-5555 https://chuo.rokin.com/

自然派くらぶ生活協同組合 〒192-0045 東京都八王子市大和田町 2-19-20 042-644-1811 http://www.shizenha-club.com/

神奈川県生活協同組合連合会
〒222-0033　横浜市港北区新横浜2 丁目6 番地13 新横浜ステーションビル9 階
TEL.045-473-1031　FAX.045-473-9272

https://coopkana.jp/
神奈川県生協連 検 索




