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特集
2018 年 新春のつどい

会場の様子

挨拶する岡村会長理事

昨年︑創立 周年を迎えた広島県生協連は︑新しい年２０１８

年の 年目のスタートとなる企画で︑１月 日︵木︶メルパルク
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安心なくらしの実現に向けて協力をおねがいしたい︒
﹂との祝辞︒

している生協と行政の連携は不可欠なもの︑今後とも県民の安全・

広島県の森永智絵環境県民局長からは︑
﹁地域に密着した活動を

続いて︑お二人の来賓からの挨拶をいただきました︒

を述べました︒

り挨拶があり︑会場の人たちへの参加のお礼と新しい年への決意

式典では︑主催者を代表して広島県生協連岡村信秀会長理事よ

の人が参加しました︒

織の組合員や役職員に加え︑行政︑友誼団体より１３０名あまり

新年の年明けの雰囲気が残る中での新春のつどいには︑会員組

広島において︑
﹁２０１８年新春のつどい﹂を開催しました︒

51

来賓紹介が終わり退席されたあとは︑創立 周年の企画で作成

た︒

合会小泉信司常任理事の３名を含め︑来賓全員の紹介がありまし

広島県消費者団体連絡協議会清田清美会長︑日本生活協同組合連

来賓の祝辞のあとは︑広島県労働者福祉協議会伊丹幸男会長︑

を築く﹂という︑力強い祝辞をいただきました︒

協同組合間の連携が大切であり︑Ｊ Ａと生協の連携が新しい時代

央会会長籾田清会長からは︑
﹁今後の持続可能な社会の構築には︑

続いて︑広島県協同組合連絡協議会会長で広島県農業協同組合中

県民の安全・
安心の暮らしの
実現をめざして

挨拶する森永環境県民局長

挨拶する籾田会長

された︑
﹁広島県生協連 年の歩み﹂と題するＤＶＤが紹介され︑
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台は移りました︒

２０１８年新春のつどいの式典が終了し︑今日の記念講演へと舞
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いつまでも争うことをやめない世界の国々︒
〝ちから〟を頼みとする国の﹁核
開発﹂は止まず︑むしろ加速し︑世界の平和を脅かしている︒加えて︑行き過
ぎた自由競争とグローバル化が生んだ︑今日の世界情勢と経済状況︒国は︑
﹁景
気回復﹂という言葉を繰り返し︑その目的のために︑場当たり的な政策を続け
借金を増やし続けている︒こうした状況を背景に︑
我々は︑
自己防衛のためには︑
これから何をなすべきか︒広島県生協連は︑そうした現在の﹃共生社会﹄を考
えるために︑２０１８年の念頭の﹁新春のつどい﹂で︑一人の経済学者を招い
て明日を予測してみた︒

︻講演 要約︼

今日の講演のテーマである﹁共生社会をめざす﹂といったテーマは︑私
の専門分野ではないのですが︑
﹁歴史的な視点で見た日本経済の問題点から﹂
今日のお話をしてみたいと思います︒その結果で︑何かが見えてくるかも
しれません︒

経済成長は人を幸福にしたのか

まず︑はじめに︑ここに国民一人当たりの実質ＧＤＰと︑国民の﹁生活満
足度﹂の推移のグラフがあります︒ＧＤＰの推移は︑１９６８年の１００
という数字から︑１９８８年の６００と︑右肩上がりに成長しているのに
対して︑生活満足度はほとんど横ばいもしくは下降しています︒このグラ
フからも読み取れるのですが︑経済成長もしくは経済成長を追求すること
が︑私たちに幸福を与えてくれたのかどうかということを問いたいのです︒
そして今日︑経済の低迷にくわえて︑日本はもう一つ大きな課題を抱え
ています︒少子高齢化による﹁人口減少﹂がそれです︒
このことも︑人口の長期推移と年齢層︑有業者比率の推移グラフを見
ていただくと︑労働人口構成は変わっていない︒二人に一人が働き手で︑
１９２０年代と今と少しも変わっていないのです︒
﹁景気の向上﹂と︑国は
躍起になっていますが︑高成長時代と変わらない４９％の労働人口が維持
できていれば問題ないのではないでしょうか︒ということで︑人口減少は︑
必ずしも未来は暗いということではないのです︒

現在の低成長を歴史の中で考える

講師：東京大学名誉教授

記念講演
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共生社会を
めざす

武田 晴人

経済成長︑経済成長と︑今の日本は︑寄ると触ると﹁経済成長﹂を叫ん
でいます︒これも︑
歴史の変遷で見ると︑
１９６０年代の〝高度経済成長〟は︑
特異な例であって︑それが決して長続きするものではないということです︒
その証拠に︑先進国の経済成長は︑最終的にはＧＤＰ５％に収斂しています︒
これはかつての発展途上国︵台湾︑韓国︑シンガポール︶も同じで︑同様
の数字に落ち着いてきています︒
このことは︑経済は成長し続けるものではなく︑
﹁高成長の時代﹂という
のは︑例外だということが言えるのです︒言い換えれば︑景気は極端に変
動しないのが当たり前だと考えて見ることです︒さすれば︑景気︑景気︑
経済成長︑経済成長と︑騒ぎ立てることもないわけです︒
低成長への転換はなぜ生じたのか？
高度経済成長から今日の低成長への転換はどういう理由で起こったのか
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考えてみます︒
まず︑かつての高度経済成長のメカニズムは︑企業の設備投資︑個人消
費の２つのエンジンによって成り立っていたものです︒そしてそれは︑大
衆消費社会を到来させ︑一方で︑組立機械製造業が２つのエンジンの基盤
となって︑雇用の創出効果を生んだことによるものです︒
そしてそれが︑今日に至って︑①大衆消費社会における画一的消費から
個性的な自由選択へと変化 ②女性の社会進出と称し高齢化に伴うサービ
ス需要の増加 などを生み︑産業発展のメカニズムの転換︑生産性の低下
による低成長へと到ったのです︒
もう一つは︑そうした中で進む︑それぞれの価値観にあった生き方の選
択が進んだということです︒

１９３０年代のケインズの予言

現在の低成長を予測してか︑１９３０年代に︑イギリスの著名な経済学
者ケインズは︑技術進歩によって﹁１００年後には︑われわれは週１５時
間程度だけ働くようになっているはずだ﹂と予言します︒そして︑
﹁経済問
題がそうであるように︑重要でなくなる時期はそう遠くない︒その時︑我々
の心のうちは︑⁝⁝︵中略︶
︑差し迫る経済的心配事からの自由をどう活か
すかという問題︑
︵中略︶懸命に︑心地よく︑善良に生きるために︑いかに
用いるかという問題に﹂と﹃経済成長﹄を論じ︒Ｃ Ｐ. キ. ンドルバーガー
は﹃経済発展論﹄を唱えます︒
この二人の経済学者の言葉から︑私達は︑
﹃経済成長﹄と﹃経済発展﹄を
区別し︑質的変化の重要性を認識することが大事です︒

従来の視点の限界
まさに︑バブル景気

二人の偉大な経済学者の言葉を念頭におきながら︑世界の経済成長の来
歴を見てみますと︑
﹁経済成長が政府の目的となったのは比較的最近のこと
である︒
︵略︶
﹂ということをデレック・ポックという人は言っています︒そ
して︑その過程の中で︑失業を回避するための成長追求が起点で︑
﹁経済成
長﹂を景気のための万能薬だと勘違いし︑そのために行き場を失った﹁金﹂
が株式投機に向かい︑
〝バブル景気〟を生んだのです︒
そうした﹁経済成長﹂を〝万能薬〟と勘違いしたまま︑今の我が国は︑
経済成長の自己目的化がなされ︑いまやそのために雇用をも犠牲にしよう
としています︒そして︑異次元︵マイナス金利︶の金融緩和政策を続けて
も︑実際の景気回復は実現せず︑財政赤字は悪化の一途を辿り︑行き場を
失った過剰な金は株式や国債に投じられ︑
見せかけの株価の上昇が﹁好況感﹂
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を作り出すに止まっています︒まさに︑今の日本は〝バブル景気〟だと言
えるのです︒

一億総活躍社会政策の問題点

冒頭で﹁経済成長﹂と﹁人口減少﹂を懸念する必要はないということを
言いました︒少子高齢化が私達の生活の悪化をもたらすというのは︑誤っ
た観念だということです︒また︑国民一人ひとりの生活水準を維持するこ
とを目標とする限り︑人口減少や人口構成は︑重大な制約になることはな
いということです︒
政府は︑
﹁一億総活躍社会政策﹂を声高に強調していますが︑これは︑選
択する側︵女性︶が﹁自由に選択できる社会に！﹂ということで︑女性の
就労機会拡張と出産・育児などへの支援のあり方が同時に問われてもいる
のです︒決して女性の生き方を一つの型にはめ込むことはしてはいけない︑
すなわち〝男社会の身勝手〟であってはならないということです︒

場当たり的な政策とご都合主義

経済が成長軌道に戻るためには︑民間の活力が十全に発揮できる制度的
な環境整備が必要です︒今日のように︑個人の働き方まで監視する過剰な
政府の介入は︑害あって利なしでしょう︒
それでも︑日本政府は︑不況期の財政拡張︑消費喚起を名目とするばら
まきを行っている︒その場当たり的な政策の結果︑国の赤字は累積する一
方です︒
規制緩和などの政策は︑国民経済の発展にどうつながるかは明確ではあ
りません︒そして︑法人税を引き下げたのはよいが︑期待された設備投資
拡大は見えない︒その結果︑企業の経営能力は劣化し︑世界的企業の破綻
が目につきます︒
一方で︑
労働法制の﹁改革﹂が叫ばれ︑
賃金コストを下げようとしています︒
この事は︑賃下げにつながり︑働く人の生産性への取り組み意欲をも失わ
せています︒賃金低下は︑企業が努力を怠り自己の能力を低下させます︒
結果的には︑賃下げは︑投資家だけの利益になってしまうということです︒
社会を活性化することにはつながらない︒
企業不振の原因は︑企業の経営能力が製品の革新にも︑生産性の上昇に
もつながらず︑そしてさまざまな能力の劣化につながっている︒そういう
ことが日本経済の長期低迷の中で進行していることにあります︒

資源制約への挑戦

こうした状況を打開するには︑どうすればいいのか︒
まず行うべきは︑国の財政再建です︒そのためには効果的な景気対策︑
国民の不安を払拭する﹁高負担高福祉﹂を目指す︒地球環境と温暖化を真
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経済学者、歴史学者。専門は近現代日本経済史。
東京大学名誉教授、日本銀行金融研究所顧問、経
済産業研究所ファカルティフェロー。経済学博士。
東京都出身
1979 年東京大学大学院経済学研究科博士課程
修了、1988 年経済学博士 ( 東京大学 ) 学位取得。
1981 年東京大学経済学部助教授、1991 年東
京大学経済学部教授、1996 年東京大学大学院
経済学研究科教授。三菱経済研究所兼務研究委員、
政治経済学経済史学会（旧土地制度史学会）理事、
社会経済史学会幹事・理事・常任理事を歴任。

剣に考えその対策を図る︒さらに︑再生不能な天然資源のリサイクルの必
要性を考えることです︒
国の未来を考えるなら︑生産性の向上は︑資源制約に対処・浪費を防ぐ
ための革新だということです︒また︑財政問題以上に︑地球環境の維持や
資源保全のコストの負担に注力するべきなのです︒

企業・市場・政府︑それぞれの役割

まず︑企業は特定の生産分野で育まれた知識や経験︑即ち生産分野に関
する情報の塊として優位性を持っていることを認識することが大事です︒
また︑営利企業は︑生産者として果たすべき社会的な責任を社会的費用
として外部の負担に転嫁するという考えも重要です︒公的な規制︑制度的
な枠組みが求められるということです︒
そのうえで︑企業は︑
﹁営利﹂を二義的なものとして考え︑生産活動によ
り増加する財やサービスの供給に注目する︒そして︑社会的に必要な財や
サービスは︑これまで非営利組織や伝統的な協同組合などに実現されてきた

のこれからの﹁役割﹂

ものを︑企業にもその役割認識が必要であるということを確認し︑そこに
進んで参加することが大切である︒大事なことは︑企業について︑
﹁営利﹂
と
﹁非営利﹂
を区別することは︑
大きな意味はないということも知る事である︒
非営利組織が社会的なニーズに応えて拡大することは︑営利企業では充足
できないニーズにも対応できるような供給体制の整備につながります︒こ
れまでの収益を生みにくいサービスは︑
これまでは政府部門︵公共サービス︶
が担ってきたが︑これからは政府の役割だけに期待することは現状解決策
にはならない︒今日では︑
小回りのきく非営利企業などの組織が︑
地域のニー
ズの充足に当たる必要が増している︒
つまり︑それぞれの立場から役割分担をするということです︒
この結果︑雇用の機会を生み︑社会的サービス供給の一翼に参加︑といっ
た副次的な効果を伴うということです︒
こういう
﹁はたらき﹂
を拡張するということは︑
社会的な支えを強化し︑
人々
の生存のためのセーフティネットを広く張り﹁共生社会を構築する﹂こと
につながるということです︒これこそが︑私達が待ち望んでいる社会のあ
り方ではないでしょうか︒
結論として︑
﹁最先進国﹂日本︑ということを認識し︑ゼロ成長下での生
活の質の改善に向かうことです︒現在の問題の総てを解決するには﹁平和
で安全な﹂社会が必要です︒そのためには︑隣の人に﹁一人ひとりに何が
出来るか﹂を問う必要があるということです︒

非営利 組織

武田 晴人 氏【プロフィール】
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事務局だより・トピックス

協定書にサインする湯﨑知事（右）と岡村会長（左）

締結式の会場の様子
会場内に並べられた生協の県内産品やエコ商品

島県と﹁地域の一層の活性化に

２月７日︑広島県生協連は広

協定書には の連携項目が明

るための一躍を担っています︒

され︑広島県と広島県生協連が

会長は︑
﹁この度の協定を契機

れました︒これに応えて︑岡村

ことは意義深いこと﹂と挨拶さ

島県生協連と協定を締結できた

貢献活動を実施しておられる広

は︑
﹁これまでも積極的に社会

事が協定書に署名し︑湯﨑知事

湯﨑英彦知事と岡村信秀会長理

した︒

聞︑通信社からの取材がありま

他︑テレビ局２社︑地元中国新

た︑マスコミの取材は︑ＮＨＫ

プ商品やエコ商品を展示︒ま

品︑県内産材料を使ったコー

協定会場には︑生協の広島県産

生協全体で実践していく方針︒

や実施方法等を具体化し︑会員

る協定を締結︒締結式会場では︑ 定期的な協議により︑取組内容

資する為﹂の包括的連携に関す

11

に広島県と当連合会のパート

(1) 県産品の販売促進 (2) 県政情報の発信・観光振興

(3) 地域防災 (4) 地域の安全・安心

(5) 環境対策・リサイクル (6) 女性の活躍・働き方改革

ナーシップが一層促され︑持続 ︵報告 広島県生協連 福島守︶

【連携項目】

可能な地域社会の活性化に貢献

したい﹂と固く約束しました︒

(8) 高齢者 ･ 障害者支援 (9) 健康増進 ･ 食育

当日︑広島県生協連からは岡

(7) 少子化対策・子育て支援 ･ 青少年育成

村会長理事︑高田専務理事と共

に︑３名の常務理事が同席し︑

14

広島県からは経営戦略審議官︑

(10) 教育 ･ 文化 (11) その他

経営戦略部長︑経営企画政策監
が同席しました︒

広島県生協連は︑ 万人を超

える組合員ネットワークとこれ

までの豊富な社会貢献活動︑

の会員生協による幅広い事業形

態を生かし︑様々な分野におい

て広島県とのパートナーシップ

をより強固に︑地域が豊かにな

6

80

湯﨑知事（右）と岡村会長（左）

（写真上）
湯﨑知事（右から３人目）
と広島県生協連の出席者

広島県と包括的連携協定を締結

広島県との包括的連携協定締結

事務局だより・トピックス
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ヒバクシャ国際署名
広島県推進連絡会発足集会

■日時 ２０１８年３月 日
︵月︶午前 時 分〜 時
■会場 広島平和記念資料館
地下１階会議室
■参加 約 人︵賛同団体会員︑

︵報告 広島県生協連 森畠哲司︶

◎広島被爆者７団体
広島県原爆被害者団体協議会
︵坪井直理事長︶
︑広島県原爆被
害者団体協議会︵佐久間邦彦理
事長︶
︑韓国原爆被害者対策特
別委員会︑広島県朝鮮人被爆者
協議会︑広島県労働組合会議被
爆者団体連絡協議会︑一般財団
法人広島市原爆被爆者協議会︑
広島被爆者団体連絡会議
◎広島県生活協同組合連合会
◎広島ＹＭＣＡ国際コミュニ
ティセンター

ヒバクシャ国際署名広島県推 県内自治体首長・職員︑県内自
進連絡会準備会は︑３ 月 日 治体議長︶
︵火︶発足集会を開催します︒
■主催 ヒバクシャ国際署名
現在︑ヒバクシャ国際署名を
広島県推進連絡会準備会
推進する組織は各県ごと全国に ︻内 容︼
広がり︑広島県は 番目となり ⒈ 開会挨拶
⒉ 来賓挨拶
ます︒
ヒバクシャ国際署名の広島 ⒊ 参加自治体紹介
県の目標は︑県民の約半数の ⒋ ヒバクシャ国際署名広島県
推進連絡会 基調報告
１４０万筆です︒目標達成に向
けて思想信条を越えて﹁オール・ ⒌ ヒバクシャ国際署名への激
励メッセージ
ヒロシマ﹂で取り組みます︒多
くの団体に賛同を呼びかけ︑２ ⒍ アピール文採択
月末現在 団体と１名に加入い ⒎ 閉会挨拶
ただいています︒
発足集会は︑湯﨑広島県知 ︻呼びかけ団体︼
事︑松井一實広島市長を来賓と
してお招きし︑また︑県内 市
町の首長︑各行政の議会議長に
ご案内をさせていただいており
ます︒たくさんの皆様のご参加︑
ご協力をお願いいたします︒

19

23

︻ヒバクシャ国際署名広島県
推進連絡会発足集会︼

25

30

20

︵報告 広島医療生協 山下知子︶

10

辺野古テント村での説明
辺野古の海上で作業をするクレーン船

72

もってこの死闘に終止符が打た
れた︒終戦後︑米軍はこの地に
基地建設を行った︒この普天間
基地の周囲には小・中・高・大
学合わせて もの学校があり︑
住民は常に危険にさらされなが
ら生活している︒
辺野古テント村を訪れた︒辺
野古移設問題では︑反対住民
が１９９７年から座り込みを続
け︑７０５５日︵ 年以上︶も
の間辺野古の海を守っている︒
﹁ 年前ここは戦場であり︑日
本に返還された後も目の前から
米軍は︵海外に︶戦争に出て行っ
ている︒それを止められない私
たちも戦争の加害者です︒
﹂と
言われた言葉が胸に突き刺さっ
た︒そのうち自衛隊も米兵と一
緒に戦争に加担するようになる
ことが現実のものとして迫って
きている︒多くの沖縄県民は
﹃基
地﹄の存在が当たり前の光景に
なっていると言われた︒だから
こそ沖縄の歴史を伝えなければ
いけないとも言われ︑
﹃二度と
過ちは繰り返してはいけない﹄
という思いを一層強く持った︒
この３日間を通して﹃ヒロシ
マ・ナガサキ・オキナワ﹄の
連携を強め︑戦争をさせない国
づくりを発信しいくことが生協
連の一員としての使命であると
思った︒

修
研
和
平
縄
沖

説明する沖縄県生協連東江建専務理事

平和と連帯と命の大切さを学んだ沖縄平和研修
広島県生協連は︑３月１日〜
３日︑沖縄平和研修を開催︒会
員生協の中堅職員を中心に６名
が参加した︒この研修は︑広島・
長崎・沖縄の連携強化と平和活
動の推進を目的に︑沖縄の歴史・
現在を知るという目的を持って
いる︒
まず︑印象的だったのは︑戦
時中︑この島が爆音と悲鳴で
埋め尽くされていたとは想像も
つかないくらい美しい島である
ことだった︒平和祈念資料館に
は﹃平和の礎﹄があり︑沖縄戦
で亡くなったすべての方︵国籍
を問わず︶の名前が刻まれてい
た︒どこで亡くなったか不明の
方や名前もわからない方もそこ
に姓名が刻まれており︑鎮魂の
碑となっている︒糸数アブチラ
ガマは︑負傷兵とその人達のお
世話をするひめゆり部隊︑そし
て住民が身を隠していたところ
だ︒死と隣り合わせの恐怖を感
じながら︑何ヶ月もこの暗闇に
息をひそめていたのだろうと思
うと︑胸がしめつけられる思い
であった︒
二日目︑嘉数台公園の展望台
から普天間基地を見ていると︑
日本が未だアメリカの占領下に
あるかのような錯覚さえ抱い
た︒１９４５年４月以降︑沖縄
本島に上陸した米軍との戦闘が
続き︑６月︑牛島司令官自決を

74

90

ヒバクシャ国際署名広島県推進連絡会発足集会告知
沖縄平和研修

7
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れました︒
目の前でお好み焼の実演を見
ながら︑戦後の広島を支えてき
たお好み焼について学ぶ講座で
は︑焼きあがったお好み焼を食
べる際にも特別の味わいがあっ
たようです︒インドネシアから
の留学生も︑國本先生からマル
タバ︵インドネシアのお好み焼
のようなもの︶がお好み焼の親
戚と説明され︑感慨深そうにし
ていたのが印象的でした︒
広島県生協連にゆかりのある
若者が︑平和への切なる思いを
心に秘め︑今回の平和ツアーを
自分たちの手で実現したこと︑
見て聞いて味わってさらに平和
の大切さを感じてもらったこと
は︑広島県生協連職員一同︑と
りわけうれしいことでした︒

︵報告 広島県生協連 藤代えり︶

お好みを焼く留学生

地域の居場所 大学生が広島県生協連に
来た︑そして平和とお好み
焼きを学んだ

ワイイ広場
ワ
ワイワイ広場食事の配膳中

10

子ども食堂

カーズコープと安佐南区社会福
祉協議会が協力して始めた活動
広島医療生協は︑毎月１回︑ です︒
２月のメニューは︑豚丼と味
最終金曜日に虹の会館﹁ほっこ
り﹂でワイワイ広場を開催して 噌汁とデザート︒今回は︑子ど
います︒この２月で 回目を迎 も 名・大人 名の計 名が参
加し︑一升４合のご飯は︑あっ
えました︒
上智大学学生平和ツアー
ワイワイ広場は︑
﹁家でも学 という間に無くなりました︒食
校でもない地域の暖かい居場 事は季節に合わせたメニュー︑
所﹂をコンセプトに︑広島医療 そして食後はゲームなども行い︑
生協と共立ひよこ保育園とワー 訪れたみんなが笑顔になれるよ
う工夫しています︒もちろん︑
スタッフも参加者と一緒に楽し
むことを大切にしています︒
これからの課題は︑職員主導
の取り組みから︑地域住民の方
を中心に︑自ら運営してもらえ
るようになることです︒また︑
小学校との連携も模索し始めて
います︒今年４月からは第２土
曜日 時半〜と︑最終金曜日
時半〜の︑月２回開催すること
になりました︒
これからも︑
﹁地域の暖かい
居場所﹂が定着していくようこ
の活動を続けていきたいと思い
ます︒
ワイワイ広場の様子

︵報告 ワーカーズコープ 迫田・

１月 ︑ 日上智大学学生有
志の皆さん︵５名︶が広島を訪
れました︒これは︑広島から上
智大学に進学された元中国新聞
ジュニアライターの仁井谷栞さ
んの呼びかけで︑広島で平和を
学びたいという学生たちが︑平
和ツアーを企画し実現したもの
です︒仁井谷さんは以前︑ピー
スアクション ヒロシマ子ども
平和会議に参加し︑広島県生
協連と関わりを持つようになり
ました︒彼女は︑２０１５年の
ＮＰＴ再検討会議︵ニューヨー
ク︶にも参加された経験があり
ます︒
今回のツアーの実現のため︑
仁井谷さんから広島県生協連に
協力依頼があり︑被爆証言や平
和公園の碑めぐり︑広島市立大
学特任教授の國本善平先生によ
るお好み焼き講座などが企画さ

8

11

11

広島医療生協 山根︶

講師の國本先生（右）

31

in

上智大学学生平和ツアー
ワイワイ広場子ども食堂

事務局だより・トピックス

介護職員スキルアップ研修 福山市で開催

備後の里職員による迫真の演技

24

30

会場の様子

地方消費者フォーラム〜中国・四国ブロック〜開催！

29

︵報告 広島県生協連 森畠哲司︶

ジェクトコンパス岩瀬誠治代表
地域まちづくり︵商店街など︶
の活性化では︑バリアの観点か
らあらゆるバリア解消のサポー
トに取り組み︑まちづくり・活
性化を考え︑活動の継続をテー
マにした取り組みなど
③高知県本山町デイサービス長
老大学澤本洋介代表
デイサービスを拠点に︑高齢
者ほど高齢者をお荷物と考えて
いる調査の元︑高齢者が若者を
支える取り組みについて報告が
あった︒
続いて︑グループディスカッ
ションでは︑子ども︑母親︑高
齢者︑障がい者︑生活困窮者の
中で︑自分が﹁一人ぼっちにさ
せたくないのは誰か？﹂を考え︑
そのグループごとに﹁それぞれ
の現状﹂と﹁ひとりにさせない
課題は何か﹂の意見の交換・交
流を行った︒

﹁つながる︑ささえる︑ひとりにしない地域づくり〜みんなぁが家族やき〜﹂

２月 日︑今年度２回目とな 交代を繰り返している方への支
る﹁介護職員スキルアップ研修﹂ 援や︑暴言・暴力・介護拒否の
︵広島県生協連主催︶を福山市 ある高齢者への支援について検
で開催︒当日は︑夜の開催にも 討しました︒
他の事業所職員も共感できる
関わらず︑ 名の介護事業所職
員が参加︑活発に意見を出し合 点が多いだけに︑様々な意見が
１月 日︑高知市にて平成
出されました︒ロールプレイン
い学びました︒
年度地方消費者フォーラムが開
今回の研修は﹃困ったなあ︑ グでは︑会場から笑いも起こる
催され︑消費者問題に取り組む
どうしようを一緒に語り合いま 場面もありましたが︑日々職員
中四国の消費者団体・行政関係
しょう﹄をテーマに︑介護現場 は︑悩み・相談しながら支援を
者を含む１２０名が集い︑広島
でよくみられる事例を生協ひろ 続け︑時には行き詰まることも 県消費者団体協議会から８名が
しまと備後の里の職員が︑それ 多々あるということです︒しか 参加した︒このフォーラムは︑
ぞれロールプレイングで紹介 し︑利用者の方に穏やかに笑顔 消費者問題に取り組む地域の多
し︑グループワークを行いまし で過ごして頂きたいという一心 様な団体・グループとの交流の
た︒何かと苦情を言い続け︑事 で︑利用者に向き合い︑その思 場として︑その活動の活性化や
業所や担当者の受け入れ拒否や いがひしひしと伝わる事例検討 相互間の連帯強化等を目的に平
成 年より開催している︒
でした︒
まず︑消費者庁の東出浩一審
また︑福山医療生協守屋看護
議官より︑地方消費者行政強化
師長より﹁介護現場での事故
作戦として︑消費生活センター
発生時の対応﹂について講義が の設立の推進︑消費教育推進と
ありました︒事故発生時の初期 して成年年齢の引き下げによる
観察・速やかな処置・的確な判 高校生向けの消費者教育の推進
断と連絡・記録の必要性など事 の報告や平成 年度の消費者庁
例を元に分かりやすく話して頂 の取り組みの概要説明があり︑
きました︒また︑介護現場での 次に以下３つの報告があった︒
事故は少なからずあり得ること ①消費者庁日下部英紀参事官
で︑適切な対応が求められます︒ ︵消費者行政新未来創造オフィス︶
今回の研修内容は︑今後の介
護現場で実践できる内容であ
り︑参加者にとって有意義な研
修となったようです︒
︵報告 広島県生協連 山下知子︶

22

25

29

消費者庁東出審議官

とくしま生協と連携し︑行動
経済などを活用した消費者行動
を活用した消費者行動などの分
析や徳島の全ての高校一年生に
若者向けの消費者教育の取り組
みなど
②高知大学地域まちづくりプロ

グループディスカッション

地方消費者フォーラム開催
介護職員スキルアップ研修

9

事務局だより

理事会・委員会報告
■開催日 ２月 日

第５回理事会報告

⒊ 広島県生協連の職員体制と

認した︒

絡会加入状況について報告し確

推進連絡会発足集会の開催と連

⒉ ヒバクシャ国際署名広島県

の取り組みについて確認した︒

・２０１８年度１月以降の広島

絡会加入状況について

推進連絡会発足集会の開催と連

・ヒバクシャ国際署名の広島県

２０１８年度方針︵案︶について

・２０１７年度活動報告︵中間︶と

ヒロシマの企画について

■場 所 広島県生協連
３階会議室

た︒

・けんこうチャレンジ２０１７

県生協連組織体制について

■出 席 理事 名中 名出席

推薦委員会委員の選出について
⒋ 映画﹁おかあさんの被爆ピ

取り組み報告

消費者ネット広島

ハガキによる架空請求に関す
る相談が増加しています︒広島
県内の消費生活センターにも多
数の相談が寄せられていますの
でご注意ください︒

︻相談急増︼
ハガキによる架空請求
︵２０１８年１月 日 独立行政
法人国民生活センター 見守り
新鮮情報第２９９号より︶

近年︑振り込め詐欺やイン
ターネットを悪用した詐欺など
の被害が後を絶ちません︒消費
者トラブルは身近なところに存
在しています︒情報を知り︑被
害にあうことがないよう︑また
被害にあったときの対処法に
ついて︑日頃から備えておきま
しょう︒

め︑企業から訴えられている︒
弁護士に確認したが取り下げに
間に合わないので︑示談金とし
て 万円をコンビニで支払うよ
うに﹂と言われた︒全く身に覚
えがないのに支払わなければな
らないのか︒
︵ 歳代 女性︶

消費者トラブルの
手口を知ろう⑥

□決議事項
人件費について報告し確認し

５名の理事の選出を承認した︒
アノ﹂について︑協力していく

■場 所 広島県生協連
３階会議室
□主な協議・報告事項
・福祉・介護委員会の２０１７
年まとめと２０１８年度計画案
について
計画について

・２０１８年度 各生協の方針・
・実務者研修教員交流会報告
・地域密着型事業所の経営比較

交流会実施報告
︻
事
例︼
・３生協共同事業化の取組み報
﹁総合消費料金に関する訴訟
最終告知﹂というハガキが届い
告
・健康づくりの活動︵けんこう た︒訴訟や差し押さえなどと書
チャレンジ︑アミノインデック かれており︑怖くなってハガキ
に書いてあった電話番号に連
ス︶に関する報告
絡したところ︑
﹁あなたは買っ
た物の代金を支払っていないた
・行政との連携︵包括的連携協

定︶について

ひとこと助言

︵消費者ネット広島 宗山事務局長︶

★行政機関を装い︑
﹁未納料金
の訴訟最終告知﹂等と書かれた
ハガキが自宅に届き︑
文面に﹁訴
訟を起こす﹂
﹁差し押さえ﹂な
どと法律用語を使って不安をあ
おり︑ハガキに記載のある連絡
先に電話をかけさせようとする
ものです︒連絡をするとお金を
要求されたり︑電話番号等の個
人情報を知られてしまったりす
るケースもあります︒
★このようなハガキが届いて
も︑決して連絡してはいけませ
ん︒
★少しでも不安に思ったとき
は︑お住まいの自治体の消費生
活センター等にご相談ください
◎消費者ホットライン１８８

60

⒈ ２０１８年度通常総会 役員

⒉ 福山市立大学生協の広島県
ことを報告し確認した︒

■開催日 ２月 日

第４回福祉・介護委員会報告

生協連加入について承認した︒

月 日

第５回組織平和委員会報告
■開催日

■場 所 広島県生協連
３階会議室
□主な協議・報告事項
ヒロシマについて

□協議事項
算報告︵中間︶を確認した︒

・２０１８ピースアクション

⒉ ２０１７年度決算予測を確

進連絡会準備会報告

・ヒバクシャ国際署名広島県推
・消費者意識調査について

認し︑普通会費の０・３ヶ月分
を返還することを確認した︒

・わが家の電気 ガ
･ スに関する

第６回組織平和委員会報告

調査について

⒊ ２０１８度収支予算︵２次
案︶及び２０１８年度団体会費
︵案︶について確認した︒
⒋ ２０１７年度活動報告︵中

■場 所 広島県生協連

間︶と２０１８年度方針︵案︶ ■開催日 ２月９日
について確認した︒

３階会議室
□主な協議・報告事項

□報告事項
⒈ 広島県と広島県生協連との

・２０１８ピースアクション

14

⒊ ２０１８年度通常総会代議
員数について承認した︒
⒋ 他団体の公職承認の件につ
いて︑広島県環境審議会の委員

22

⒈ 広島県生協連 周年企画決

について承認した︒

12

10

12

包括的連携協定の締結と︑今後

10

in
in

16

16

18

50

消費者ネット広島
理事会・委員会報告

MESSAGE

日々のことから

広島県原爆被害者団体協議会 事務局長

あなたにとって平和とは
ガサキの被爆者が訴える核兵器

県内で１４０万筆を目標

２０１８年平昌冬季五輪が終わっ

︻編集室から︼

きに平和を感じますか︒

ますよね︒あなたは︑どんなと
届けており︑昨年７月に核兵器

寄せられた署名は毎年︑国連に

べきだ﹂との一点に絞って︑賛

は良くない︒地球上からなくす

場は様々でしょうが︑
﹁核兵器

を目標に活動していきます︒立

シャ国際署名﹂
︶を始めました︒ １４０万筆の署名を集めること

ビューに答える選手が︑勝者も敗者

あ ら た め て 感 心 し た の は︑ イ ン タ

スポーツのすばらしさを思い起こさ

のすべてをかけた闘いは︑観る者に

た︒日本選手は︑史上最高の 個の

紛争に喘ぐ地の映像を見たと
禁止条約が国連で採択された際

同する方々の署名を呼びかけて

２０２０年までに県民の半数

子の安らかな寝顔を見るとき︒ にも︑被爆者の手で署名が国連

きにその対極として︒愛しい

に届けられ︑条約採択への後押

いきます︒

廃絶国際署名﹂
︵通称﹁ヒバク

パートナーとの諍いがようやく

しとなったところです︒

平和ということばをよく使い

収まってほっとしたときという

と︑平和とは︑核兵器のない状

協事務局長の私の立場からする

方もいらっしゃるかも︒県被団

れても︑オゾン層の破壊によっ

まいます︒遠く離れた地で使わ

ではすべてのものが失われてし

核兵器が使われるとその場所

メダルを獲得し︑多くの感動を人々

の心に刻んだ︒そして︑アスリート

せるが故に︑多くの感動を呼び起こ

させてくれる▼平昌冬季五輪を見て

も一切弁解がましいことを言わな

かったことだ︒フィギュアスケート

で連覇を成し遂げた羽生結弦も︑
﹁勝

利のために多くのものを捨て︑怪我

の状態はギリギリだった﹂ことをあ

とで明かした︒とにかくオリンピッ

はかりしれない忍耐と努力が必要な

況︑それが使われる危険性がな

のだ▼スピードスケートで日本人女

クで頂点に立つためには︑常人には

などの被害予測もあります︒そ

性初のオリンピックレコードで金メ

見出しで﹁努力の天才﹂と称されて

ダルを受賞した小平奈緒も︑新聞の

いた︒彼女は︑金メダルにたどり着

くまでに︑実に十数年の歳月と努力

を費やしている︒それがあったから

後々まで続くダメージを受け

まいます︒生き残ったとしても

ものが破壊され︑なくなってし

の準備を引き受けて頂き︑昨年

島県下全域で署名を集めるため

コミュニティーセンターに広

広島県生協連とＹＭＣＡ国際

の廃絶を現実のものとするた

い︑被爆者の願いである核兵器

核兵器廃絶の先頭に立ってもら

す︒被爆国日本として政府にも

准することで効力を発生しま

李相花︵２位︶を気遣う思いやりが

確定したとき︑涙を流す韓国の女王

こそ︑５００ｍ を走り終えて１位が

ます︒被爆者はそのことを身を

末以降︑様々な組織・団体に協

め︑また︑私たちの子や孫に︑

核兵器禁止条約は カ国が批

署名活動にご協力を

署名活動です︒

すしかありません︒そのための

れを防ぐためには核兵器をなく

て人体へのダメージが発生する

町並み︑動物も植物も︑さらに

べて失われてしまいます︒人︑

が思い浮かべる平和な状況はす

核兵器が使われると︑皆さん

被爆者の思い

い状況です︒

生協連の協力でヒバクシャ国
際署名広島県推進組織発足！

もって知っているから﹁こんな

力をお願いしてきました︒２月
名推進組織に参加するとの回答

ため︑誰でも手軽にできる意思

ることがない平和な世界を残す

表示の手段︑ヒバクシャ国際署

広島県生活協同組合連合会

生まれたものだと思う︒
︵ ︶

思いを他の誰にもさせたくな

少なくとも核兵器の使用に怯え
をいただき︑３月 日の﹁ヒバ
クシャ国際署名広島県推進連絡

名活動に是非ご協力ください︒
できました︒

会﹂発足までこぎ着けることが

19

生活をめざして

平和とよりよき

70

Y

〒 730-0802 広島市中区本川町 2-6-11
第７ウエノヤビル ５F
TEL 082-532-1300 FAX 082-232-8100
E-mail : kenren.h@proof.ocn.ne.jp
URL : http://hiroshima.kenren-coop.jp

こういちろう
まえだ

13

末現在で を超える団体から署

は社会︑歴史などなどあらゆる

50

い﹂と核兵器の廃絶を訴え続け
てきたのです︒

その被爆者たちが２０１６年

ヒバクシャ国際署名
︵平成 年︶に﹁ヒロシマ・ナ
28

前田 耕一郎

鹿 児 島 市 出 身。 広 島 市 役 所 入 庁 後、
国立広島原爆死没者追悼平和祈念館
館長（2002 年）
、広島平和記念資料
館館長（2006 年）を歴任。退任後
2016 年から現職。今年 3 月からヒ
バクシャ国際署名広島県推進連絡会
事務局長を兼務。

県下でヒバクシャ国際署名
を展開、ご協力を！
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