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  ごあいさつ 

静岡県生活協同組合連合会 

会長   稲 垣 滋 彦 

 

日頃は、私ども静岡県生活協同組合連合会（以下、県生協連）の活動に対

し、多大なるご理解、ご協力を賜わり、まことにありがとうございます。 

2020年以降、新型コロナウイルス感染症の流行が繰り返され、社会生活や

経済活動への影響は長引いております。県生協連として、広く県民の皆さん

と新型コロナウイルス感染症と対策について学ぶ場として「専門家に聞く“新

型コロナ対策の今”超入門」を開催し、たくさんの方にご参加いただきまし

た。組合員のくらしに向き合い生活・文化の向上へに貢献できるよう引き続き努力してまいります。 

昨年７月静岡県東部豪雨災害発生時には、義援金や学用品の寄贈、高齢者への食料品の提供など会員生協に

よる様々な形での支援活動が行われました。また、生活困窮者支援活動としてフードバンクふじのくにへのフ

ードドライブや寄贈食料の仕分け作業などにも積極的な参加をいただいております。助け合いの精神と行動は

協同組合の原点であり、これからも大切にしてまいります。 

2022 年２月 24 日、ロシアによるウクライナ侵攻が始まり、ウクライナ国民、ロシア軍兵士ともに多くの生

命が失われました。武力による紛争解決では、人の命を守ることはできません。武力ではなく対話による解決

のために両国が尽力することを切望します。また、核兵器の使用についても絶対に許すわけにはいきません。 

2022 年度は引き続き「平和で安心して暮らせる活動を推進し、住みよい地域づくりへの貢献」「会員生協の

活動支援につながるよう、行政や諸団体との関係づくりの強化」の２点を継続して掲げました。会員生協や行

政、地域の諸団体の皆様ととともに、県民の平和でよりよい生活につながるよう取り組みを進めてまいります。

変わらぬご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。 
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コープＳＤＧｓ行動宣言（第 68回日本生協連通常総会・特別アピール） 

私たち生協は、SDGs(持続可能な開発目標)に貢献することを約束(コミット)します。 

私たちは、「生協の 21世紀理念（1997年総会決定）」のもと、助け合いの組織として、誰もが笑顔でくらすことが

でき、持続可能な社会の実現をめざし、様々な取り組みを進めてきました。誰も取り残さないという SDGsのめざす

ものは、協同組合の理念と重なり合っています。 

私たちは、あらためて持続可能な社会の実現に向けて取り組むことを、「SDGs行動宣言」としてまとめました。 

私たちは、以下の７つの取り組みをつうじて、世界の人々とともに SDGsを実現していきます。 

 

世界から飢餓や貧困をなくし、子どもたちを支援する活動を推進します 
私たちは、誰一人取り残さない世界をめざして、世界が抱える問題についての理解を深め、  

助け合いの精神を貫き、ユニセフ募金などに取り組み、世界の子どもたちを支援します。 

「貧困」の連鎖をなくしていくために、子どもの貧困について学び、話し合う活動を広げ、 

 子ども食堂やフードバンク・フードドライブなどの取り組みを進めます。 

地球温暖化対策を推進し、再生可能エネルギーを利用・普及します 
私たちは、地球の持続可能性を揺るがす気候変動の脅威に対して、意欲的な温室効果ガス削減目標 

（2030年環境目標）を掲げ、省エネルギーと再生可能エネルギーの導入に積極的に取り組みます。 

再生可能エネルギーの電源開発や家庭用電気小売を広げ、原子力発電に頼らないエネルギー政策 

への転換をめざします。 

核兵器廃絶と世界平和の実現をめざす活動を推進します 
私たちは、「核なき世界」の実現のために、世界の人々と手を携えて、核兵器を廃絶し、平和な社会を 

めざす取り組みを進めます。私たちは、次の世代に被爆・戦争体験を継承し、日本国憲法の基本原則で 

ある平和主義のもと世界平和の実現に積極的に貢献します。 

持続可能な生産と消費のために、商品とくらしのあり方を見直していきます 
私たちは、「つくる責任」と「つかう責任」の好循環を発展させ、持続可能な社会づくりをめざします。 

国内外の人々、そして限りある地球資源へ思いをはせ、商品の開発と供給を進めます。学習活動を 

通じて、エシカル消費や持続可能な社会に関する理解を促進し、私たち自らの消費行動やくらしの 

あり方を見直していきます。 

誰もが安心してくらし続けられる地域社会づくりに参加します 
私たちは、誰一人取り残さず、安心してくらし続けられる地域社会づくりに参加します。 

自治体や諸団体との連携を大切にしつつ、地域の見守り、移動販売や配食事業など、 

生協の事業や活動のインフラを活用し、地域における役割発揮を進めます。 

健康づくりの取り組みを広げ、福祉事業・助け合い活動を進めます 
私たちは、食生活、運動、社会参加の視点から健康づくりを進ます。安全・安心はもとより、 

より健康な食生活に向けた商品事業と組合員活動を推進します。生活習慣病や介護予防など 

「予防」を重視し、福祉事業や助け合い活動を広げ、自治体や諸団体と連携し、地域包括ケア 

システムのネットワークに参画します。 

ジェンダー平等（男女平等）と多様な人々が共生できる社会づくりを推進します 
私たちは、地域における活動を通じて、社会のジェンダー平等と多様な人々が共生できる社会の 

実現に貢献します。女性も男性も、誰もが元気に、生きがいを持って働き続けられる生協づくりを 

進めます。 
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協同組合とは 

協同組合は、共通の目的を持った人同士が自発的に集まって作る経済組織です。出資金という形で自分たち

で元手を出し合い、組合員となって事業を利用し、組合員として運営にかかわっています。 

このように出資者であると同時に、事業の利用者でもある組合員が、組織の運営にもあたっている協同組合

では、組合員の民主的な参画を大切にしています。組織が大きくなった現在では、多くの協同組合で運営の基

本方針は総会、あるいは、総代会で決めて、日常的な運営はもっぱら選挙で選ばれた理事などの組合員代表が

行なう代議制がとられており、組合員は出資の大小にかかわらず、一人一票の投票権と決定への参加権を持っ

ています。これは、民主性を重視した協同組合ならではの運営方法です。 

日本をはじめ世界各国にさまざまな協同組合があります。どの協同組合も、参加する組合員の願いを実現す

るために人々が自発的に手を結んだ組織です。協同組合は、19 世紀にイギリスで始まり世界各地に広がりま

した。日本では、協同組合に延べ１億 500万人超が組合員として加入しています。業種は農林水産業・購買・

金融・共済・就労創出・福祉・医療・旅行・住宅など多岐にわたり、事業収益は 35兆 3,000億円にもなりま

す。 

世界の協同組合が集う国際協同組合同盟（ICA）には、109 か国から 311 の協同組合が加盟しており、加盟

組織の組合員の総数は約 12億人にも及びます。（2019年８月時点） 

 

 

生活協同組合（CO-OP）について 

生協は「生活協同組合」の略で、数ある「協同組合」の一つです。消費者一人ひとりがお金（出資金）を出

し合い組合員となり、協同で運営・利用する組織です。生協には、購買生協（地域生協、職域生協、大学生

協）、医療福祉生協、共済生協などがあります。日本国内には暮らしに密着した様々な分野で活動している 561

の生協があります。全国の生協の 2021年度の組合員総数は 3,017万人、総事業高は３兆 7,691億円、地域生

協の世帯加入率は 39.0％です。生協は日本最大の消費者団体でもあります。 

略称としてよく使われる「コープ」は、「協同組合」を表す「Co-operative（コーペラティブ）」の「Co-op」

を日本語読みにしたものです。 

 

 

持続可能な開発目標（SDGs）と協同組合 

 2015年の９月 25～27日、ニューヨーク国連本部において「国連持続可能な開発サミット」が開催され、

「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030アジェンダ」が採択されました。ここでは「誰一

人取り残さないこと」が基本理念として掲げられ、人間、地球及び繁栄のための行動計画として、宣言およ

び目標が掲げられました。この目標が、ミレニアム開発目標（MDGs）の後継であり、17の目標と 169のター

ゲットからなる「持続可能な開発目標（SDGs）」です。この中で協同組合は、SDGsの達成にあたり役割を果

たすべき民間セクターの一つとして明記されています。 
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静岡県生活協同組合連合会 概要 （設立 1967年６月 30日  認可 1967年９月 29日） 

静岡県生活協同組合連合会（県生協連）は、９会員が加盟している生活協同組合（生協）の連合会です。 

会員生協とともに県民の平和でよりよいくらしに貢献することをめざして活動しています。 

理事会は会員生協の役員を中心に構成され、各生協の事業や活動を支援するとともに、行政、友誼団体との

連携をすすめています。また日本生活協同組合連合会との連絡窓口を担っています。 

地域生協、大学生協、職域生協、共済生協、医療生協がそれぞれ地域、大学、職場等で組合員の要求にこた

える事業を展開しています。2021年度の事業高・組合員数は以下の通りです。 

 

区分 会員生協 事業高（千円） 組合員数（人） 

地域 

生活協同組合ユーコープ 57,913,344 548,399 

生活協同組合パルシステム静岡 4,700,403 39,443 

生活クラブ生活協同組合 1,078,208 4,147 

あいち生活協同組合 789,399 7,569 

大学 静岡大学生活協同組合 1,464,002 12,122 

職域 
スズキ生活協同組合 668,113 20,723 

静岡県教職員生活協同組合 327,021 28,086 

共済 静岡県労働者共済生活協同組合 44,404,035 479,568 

医療 浜北医療生活協同組合 509,163 4,691 

＊ユーコープとあいち生協の事業高・組合員数は、静岡県内での活動による数値です。 

 

静   2022年度役員体制 

 

■会  長  稲垣 滋彦（代表理事） 

生活協同組合ユーコープ 顧問 

■理  事  田口 圭子 

生活協同組合パルシステム静岡 常任理事 

■副 会 長  鈴木 隆博 

 静岡県労働者共済生活協同組合 理事長 

■理  事  寺西 道治 

あいち生活協同組合 専務理事 

■専務理事  飯田 知男（代表理事） 

生活協同組合ユーコープ 執行役員 

■理  事  中村 千須子 

生活協同組合ユーコープ 理事 

■常務理事  中村 範子 

員  外 

■理  事  藤﨑 稔 

スズキ生活協同組合 常務理事 

■常務理事  望月 美可 

員  外 

■理  事  増田 勝俊 

静岡県教職員生活協同組合 理事長 

■理  事  神谷 昇 

静岡県教職員生活協同組合 常務理事 

■理  事  棟田 光彦 

静岡大学生活協同組合 専務理事 

■理  事  佐宗 健二 

浜北医療生活協同組合 専務理事 

■監  事  遠藤 克彦 

生活協同組合パルシステム静岡 事業部部長 

■理  事  清水 久美子 

生活協同組合ユーコープ 理事 

■監  事  遠藤 さとみ 

生活協同組合ユーコープ 監事 

■理  事  芹澤 潤二 

生活クラブ生活協同組合 専務理事 
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2021年度の取り組み 

防災・減災 

 

【被災地支援活動】 

７月１日からの県東部を中心とした大雨のた

め、熱海市内で土石流の流出により死者 26名、

行方不明者 1名、家屋の倒壊 128棟などの被害が

発生したほか、沼津市、富士市での家屋の浸水被害が発生しま

した。県生協連として、静岡県災害ボランティア本部・情報連

絡会議に参加し被災地の情報収集と会員生協への発信を行いま

した(写真)。熱海市の避難所からの食料品提供要請を受け、会

員生協（ユーコープ）と連携しレトルト白がゆ 320個を調達し

ました（※別紙資料１「会員生協の熱海市土石流災害支援活動

まとめ」）。 

 

【災害時のネットワークづくり】 

静岡県内外の災害ボランティアによる

救援活動のための図上訓練（災害ボラン

ティア図上訓練）がオンラインで開催さ

れ、県内外から 273名が参加しました。県生協連とし

て訓練開催に向けたワーキンググループに参加し企画

づくりに関わりました。 

生協役職員研修会では「自然災害発生時の地域協

同・連携」をテーマに、県社会福祉協議会および県ボ

ランティア協会の職員から、昨年７月の県東部豪雨災害発生時の災害ボランティア本部・情報センターの運営や

被災地（熱海市・沼津市・富士市）での災害ボランティア活動支援の取組みについて詳しく報告していただきま

した(写真)。 
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＜会員生協の熱海市土石流災害支援活動まとめ＞ 

【ユーコープ】 

１．義援金・支援金 

組合員によびかけ義援金・支援金を募集し、義援金 2,898万円を 

静岡県共同募金会に、支援金 300万円を静岡県ボランティア協会に 

寄付しました。（写真） 

２．物資提供等 

（１）熱海市からの要請を受け、一時避難所の高齢者向けに CO・OP 

   白がゆ（レトルトパック 320個）を寄贈しました。 

（２）お買い物支援として、罹災証明書交付者に対して 

   「おうちＣＯ-ＯＰサービス料無料」「店舗総額５％ 

割引き」を実施しています。ご案内チラシを一時 

避難所（ホテル金竜館）に配架しました。（右） 

 

 

【静岡県労済生協（こくみん共済 coop静岡推進本部）】 

１．義援金・支援金 

（１）熱海市に義援金 20万円を寄付しました。 

（２）静岡県労働者福祉協議会を通じて静岡県ボランティア協会に支援金 10万円を寄付しました。 

 

【静岡県教職員生協（静岡県学校生協連）】 

１．義援金 

静岡県教育会館入居団体とともに、「静岡県教育会館親和会」の名称で、熱海市に義援金 20万円を寄付 

   しました。 

２．物資提供等 

熱海市と公益社団法人 Civic Forceが窓口となり、学用品等の提供要請を受け、必要な学校用品を 

まとめて、８月 18日（水）に直接、熱海市内の学校に運ばせていただきました。 

（学用品）ランドセル、辞典、鉛筆削り、水筒、防災頭巾、水着、文房具等 35万円相当 
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【パルシステム静岡】 

１．義援金 

静岡県が募集している「令和３年７月大雨災害静岡県義援金」へ 57万 

円を寄付しました。贈呈式は８月６日（金）静岡県庁にて実施しまし 

た。 

 

【静岡大学生協】 

１．義援金 

学生に募金を呼びかけ、日本赤十字社静岡県支部に寄付しました。 

 

【浜北医療生協】 

１．義援金 

職員に義援金を呼びかけ、静岡県民医連を通じ熱海市に寄付しました。 

 

【あいち生協】 

１．義援金・支援金 

（１）毎年組合員に義援金を呼びかけ日本赤十字社に寄付しています（災害全般義援金）。 

（２）認定 NPO法人レスキューストックヤードに支援金を寄付しました。 

 

【静岡県生協連】 

１．義援金・支援金 

  静岡県労働者福祉協議会を通じて静岡県ボランティア協会に支援金５万円を寄付しました。 

２．静岡県災害ボランティア本部・情報センター連絡会議に参加し、被災地の支援活動状況の把握と会員生協 

との共有、被災地からの要請の窓口として活動しました。 

＜被災地からの要請と対応＞ 

（熱海市）避難者（高齢者 20名程度）向けの流動食の提供要請 

⇒ユーコープしずおか県本部に対応依頼し、商品提供。 
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平和・核兵器のない世界に向けて 

 

【日本政府に核兵器禁止条約批准を求める署名（核兵器禁止

条約批准署名）の取り組み】 

県生協連として「ヒロシマ・ナガサキの被爆

者が訴える核兵器廃絶国際署名」の取り組みを

通じた静岡県原水爆被害者の会などの諸団体と

の連携を継続し、核兵器禁止条約批准署名推進

静岡県連絡会に参加し、諸団体と連携しながら県内での活動

をすすめ、57,870筆（うち県生協連会員生協計 33,549筆）

が寄せられました。（2021年 12月末まで） 

 

 

 

【ヒロシマ平和の旅】 

毎年８月に実施している「ヒロシマ平和の旅」は昨年に続き中止としましたが、日本生協連 

「ピースアクション inヒロシマ・ナガサキ」の WEB視聴参加を呼びかけました。 

 

 

 

【３・１ビキニ事件を伝え核兵器廃絶を求める取り組み】 

人類初の水爆犠牲者となった第五福竜丸無線長・久保山愛

吉さんを悼み核兵器廃絶を求める取り組みとして、平和行進

９・23焼津行動、３・１ビキニデーを静岡県原水爆被害者

の会等の諸団体とともに開催しました。 

平和行進は、コロナ禍のため通常の行進は行わず、代表者

による自治体要請、スタンディング宣伝、神奈川県、愛知県

との引継ぎ式を行いました。 

９・23焼津行動は墓前の誓いの集いのみが規模縮小で開

催されました。 
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フードバンク・生活困窮者支援 

 

【フードバンクふじのくにの活動支援】 

県生協連は、認定 NPO法人フードバンクふ

じのくにの構成団体として運営に参画してい

ます。会員生協にフードバンク活動への参加

を呼びかけ、夏・冬のフードドライブにはユ

ーコープ、静岡県労働者共済生協、浜北医療生協が参加し

たほか、フードドライブ後の食料品仕分け作業に会員生協

役職員、組合員理事らが参加しました。このほか、賛助会

員への登録や独自の食料品寄贈も行われました。 

 

 

 

【ひとり親家庭への支援】 

静岡県労働者福祉協議会が進める「ひとり

親家庭への支援取組について」に賛同し、コ

ープ商品の手配と箱詰め作業を行いました。

ユーコープ宅配センターに食料品（19品

目）や段ボール箱などが事前に納品され、仕分け作業当日

は各団体から 29名が参加し仕分け業を行いました。食料

品 530セットが箱詰めされ、食料品受け入れ先の静岡県母

子寡婦福祉連合会を通じひとり親家庭に配布されました。 

 

 

【くらしに役立つセミナーの開催】 

会員生協だけでなく広く県民を対象にし

たイベントとして「専門家に聞く“新型コ

ロナ対策の今”超入門」を zoomウェビナー

開催しました。参加申し込みは 93名、当日

視聴者は 68名でした。講師は矢野邦夫氏（浜松医療セン

ター感染症管理特別顧問）にお願いし、新型コロナウイル

ス感染症の症状、クラスター、感染対策、ウイルス株、ワ

クチンなどについてエビデンスに基づき詳しく報告され、

講演後は視聴者からの質問にもお答えいただきました。 
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＜会員生協のフードバンクふじのくに支援活動＞ 

 

実施内容 参加生協 

団体賛助会員への登録 ・あいち生協（新規登録） 

・県教職員生協・県学校生協連（新規登録） 

・県労済生協（登録済） 

冬季フードドライブのお知らせ ・県労済生協（内部周知） 

・ユーコープ 

・浜北医療生協 

冬季フードドライブ食料品仕分けボランティア 

参加（のべ参加人数） 

・県労済生協５名参加 

・ユーコープ４名参加 

・パルシステム静岡４名参加 

・県生協連 10名参加 

フードドライブ BOXの設置 ・県労済生協（静岡・浜松・沼津の各店舗に設置済） 

・ユーコープ（全店舗に設置） 

・浜北医療生協 

その他、上記以外の取り組み ・県教職員生協（女性部共同購入収益の一部を寄付。 

毎年６月にフードドライブ実施予定） 

・ユーコープ（物流在庫商品の寄贈、ユニセフ・平和・

フードバンク募金の一部を寄付） 

・パルシステム（各種会議等でのフードドライブ BOX 

設置、備蓄食料品の交換・回収と寄贈） 
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協同組合間提携・労働者福祉団体との協同・連携 

 

【静岡県協同組合間提携推進協議会（農協・漁協・森林組合との協同・連携）】 

協同組合間の連携を図るとともに

協同組合の価値を高め地域社会の発

展に寄与することを目的に、女性交

流集会、協同組合学習交流会、安倍川流木クリー

ンまつりに取り組みました。女性交流集会には農

協、漁協、生協の女性組合員等 35名が参加し、

「ＳＤＧｓと協同組合」について講義を受けた

後、３グループに分かれて、ＳＤＧｓ達成に向け

て出来ることについて話し合いました。 

新型コロナウイルス感染症の影響から「富士山麓育林活動」「水生生物観察会」は中止となりました。 

 

【労働者福祉事業団体との協同・連携】 

静岡県労働者福祉基金協会（ALWF）が実施し

た ALWFゼミの実行委員会に参加しました。リー

ダーコース（中堅職員向けゼミ）では、ろうき

ん、こくみん共済 coopの職員とともに労働者福祉事業の歴史

を学ぶとともにファシリテーション講座を受講しました。 

労福協だより（2020年春号、夏号、秋号、2021年新春号）

に県生協連の取り組みを掲載しました。 

静岡県労働者福祉基金協会と共催で「セカンドライフを応

援する連続講座（今からはじめる老い支度）」を県内６会場で

開催し、のべ 352名が参加しました。 

 

【消費者問題ネットワークしずおかの活動】 

県生協連が事務局を務める消費者問題ネ

ットワークしずおかでは、県の委託事業

「令和３年度消費生活相談員資格取得支援

講座」をビデオ講座（YouTube配信）で実施し 46名が受

講しました。消費生活相談員資格試験には 10名が合格し

ました。また、１月から２月にかけて令和４年度に向け

た基礎講座を新たに実施し 73名が受講しました。 
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2021年度 行政及び日本生協連、諸団体関係の各種役員一覧表 

 

 審議会・委員会等 氏名 役職名 

静
岡
県
行
政
関
係 

静岡県消費生活審議会 委員 稲垣 滋彦 会  長 

静岡県水産振興審議会 委員 稲垣 滋彦 会  長 

しずおか食の安全推進のための意見交換会 委員 稲垣 滋彦 会  長 

静岡県食と農が支える豊かな暮らしづくり審議会 委員 中村 範子 常務理事 

静岡県多面的機能支払交付金第三者委員会 委員 中村 範子 常務理事 

ふじのくに消費者教育推進県域協議会 委員 中村 範子 常務理事 

ふじのくに生物多様性地域戦略推進会議 中村 範子 常務理事 

静岡県ごみ減量・リサイクル推進委員会 委員 中村 範子 常務理事 

しずおか地産地消推進協議会 委員 中村 範子 常務理事 

障害を理由とする差別解消推進県民会議 委員 望月 美可 常務理事 

浜松市消費者教育推進地域協議会 副会長 中村 範子 常務理事 

日
本
生
協
連
関
係 

全国職域生協協議会 運営委員、購買事業小委員会 委員 藤﨑  稔 理  事 

中央地連運営委員会 委員 飯田 知男 専務理事 

中村 範子 常務理事 

中央地連職域生協協議会 委員長 藤﨑  稔 理  事 

中央地連組合員活動委員会 委員 飯田 知男 専務理事 

中央地連県連活動推進会議 委員 飯田 知男 専務理事 

中央地連大規模災害対策協議会 委員 山田 和仁 事務局長 

諸
団
体
関
係 

静岡県協同組合間提携推進協議会 副会長 

 同  委員 

 同  副幹事長 

稲垣 滋彦

飯田 知男

望月 美可 

会  長

専務理事

常務理事 

静岡県経済連事業審査委員会 委員 中村 範子 常務理事 

静岡県労働者福祉協議会 副理事長 

 同  幹事 

稲垣 滋彦

飯田 知男 

会  長

専務理事 

静岡県労働者福祉基金協会 理事 飯田 知男 専務理事 

フードバンクふじのくに 副理事長 稲垣 滋彦 会  長 

消費者問題ネットワークしずおか 幹事長 中村 範子 常務理事 

原水爆禁止静岡県平和行進実行委員会 代表委員 稲垣 滋彦 会  長 

３・１ビキニデー静岡県実行委員会 代表委員 稲垣 滋彦 会  長 
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2022年度活動方針 

 

～スローガン～ 

行政や諸団体とのネットワークを強化し、会員生協とともに県民の平和でよりよいくらしにつながる取り組み

をすすめます。 

 

～2022年度活動方針～ 

１．平和で安心して暮らせる活動を推進し、住みよい地域づくりに貢献します。 

（１）自然災害等の緊急時に備える取り組みをすすめます。 

①行政や他団体が主催する防災訓練や図上訓練に協力・参加し、ふだんから繋がりづくりをすすめていき 

ます。 

②緊急時でも正確な情報伝達がおこなえるよう、災害対応計画に基づく訓練を定期実施します。 

（２）核兵器廃絶と平和な社会の実現をめざした取り組みをすすめます。 

①ヒロシマ・ナガサキの歴史を見つめ、平和について考える機会を設けます。 

②第 3の被ばく県として、ビキニ環礁における水爆実験による事件の実相を学び、核兵器の恐ろしさと平和 

 の大切さを広げていきます。 

③核兵器禁止条約に関する情報発信をすすめ、学習と理解を深めます。 

（３）組合員の関心が高いくらしに関わる取り組みをすすめます。 

①会員生協におけるフードバンクの取り組みの理解を深め、活動を広めていくことで、食品ロスの削減と 

生活困窮者の支援をすすめます。 

②食の安全・安心や食育に関する情報の積極的な収集と発信を通じて、組合員の健康づくりを応援します。 

③会員生協共通の課題や要望に則ったテーマで学習会などの企画をおこない、組合員が地域やくらしに関わ

る課題について自ら考え主体的に行動できる力を高める取り組みをすすめます。 

（４）地域課題の解決に向けた連携・協同をすすめます。 

①地域課題に取り組む組織との連携を深め、諸課題解決のためにできることに取り組みます。 

②会員生協と地域との連携が進むように、情報提供をすすめます。 

２．会員生協の活動支援に繋がるよう、行政や諸団体との関係づくり強化をすすめます。 

（１）会員生協の事業や活動に活かせるよう、会員生協同士の活動の共有や交流を深めます。 

①静岡県生協連ニュースやホームページを通じ、また各会員生協の広報部局との協力を得ながら静岡県生協

連の取り組みやくらしに関係する情報を組合員に提供します。 

②理事会などの場で各会員生協間の情報共有をすすめます。 

（２）行政や政党との関係を深め相互理解をすすめるために、定期的に懇談する場を持ちます。 

①県行政との連携をすすめ、県民のくらしに役立つ活動をすすめます。 

②政党・会派に生協の事業と活動をお知らせする場を設け、生協への理解をすすめます。 

（３）交流と連携を通じ、築き上げてきた団体間とのネットワークをさらに深めます。 

①労働者福祉事業団体の一員として、安心して暮らせる地域社会の実現に向けた取り組みをおこないます。 

②協同組合間提携推進協議会として相互に連携し、地域課題の解決に取り組みます。 

③消費者問題ネットワークしずおかに参画し、消費者問題の解決と消費者啓発の取り組みをすすめます。 
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地域購買生協 2021年度市郡別組合員数・加入率状況 

（ユーコープ、パルシステム静岡、生活クラブ生協、あいち生協の組合員数合計です） 

 

東部地域組合員数  中部地域組合員数 

市町名 世帯数 2022年 3月 前年差 加入率  市町名 世帯数 2022 年 3月 前年差 加入率 

沼津市 83,299 35,297  + 291 42.4%  静岡市 298,406 119,252  + 1,604 40.0% 

熱海市 18,058 4,594  + 54 25.4%  島田市 35,589 19,521  + 116 54.9% 

三島市 46,308 19,091  + 163 41.2%  焼津市 53,716 17,965  + 18 33.4% 

富士宮市 51,707 22,463  △ 103 43.4%  藤枝市 54,599 20,665  + 59 37.8% 

伊東市 30,840 9,056  + 46 29.4%  吉田町 11,343 
4,700 + 80 33.8% 

富士市 98,170 51,150  + 366 52.1%  川根本町 2,550 

御殿場市 33,422 9,189  + 274 27.5%  合計 456,203 182,103  + 1,877 39.9% 

下田市 9,462 2,430  + 60 25.7%       

裾野市 20,464 8,978  + 114 43.9%  西部地域組合員数 

伊豆市 11,381 4,430  + 43 38.9%  市町名 世帯数 2022 年 3月 前年差 加入率 

伊豆の国市 19,148 6,695  + 113 35.0%  浜松市 323,574 123,872  + 2,756 38.3% 

東伊豆町 5,470 

5,106 + 77 29.0% 

 磐田市 65,307 26,820  + 351 41.1% 

河津町 2,894  袋井市 34,540 18,212  + 21 52.7% 

南伊豆町 3,306  菊川市 17,923 6,562  + 65 36.6% 

松崎町 2,620  掛川市 44,264 19,411  + 45 43.9% 

西伊豆町 3,343  御前崎市 11,415 3,922  + 34 34.4% 

函南町 14,927 5,745  + 106 38.5%  牧之原市 15,843 5,543  + 91 35.0% 

清水町 13,036 

16,394 + 188 44.3% 

 湖西市 23,219 5,703  + 90 24.6% 

長泉町 17,557  森町 6,208 2,921  △ 12 47.1% 

小山町 6,417  合計 542,293 212,966  + 3,441 39.3% 

合計 491,829 200,618  + 1,792 40.8%  
 

    

      
     

  世帯数 2022年 3月 前年差 加入率  ＊組合員数は 2022（令和４）年３月現在 

＊世帯数は 2022（令和４）年３月１日現在の県統計

資料より 

＊行政区分は 2022（令和４）年３月現在（35 市町） 

その他  2,318  + 33   

総合計 1,490,325  598,005  + 7,143 40.1%  

 

⑮ 


