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　利便性を求める時代へと変わっていくなか、

人と人とのつながりが希薄になりつつありま

す。だからこそ、願うのはLOVEの場所があるこ

と。心をひらいて聴く、話す、受け入れる、楽し

む。それが出来る場所が「コープしが」という場

（かたち）なのではないでしょうか。住んでいる

所や年齢、性別関係なく、「コープしが」という場

があるからつながれる人がいる、つながるもの

や想いがある。笑顔になり、楽しくなり、幸せに

なる。話し合い、伝え合い、分かり合い、気づきが

行動に転じる。認めあい、語り合い、夢を広げ、未

来をわたしたちで創っていく。これはコープし

がだからこそ出来ることだと思います。

　一人ひとりの組合員の力は小さいで

すが、「コープしが」という核の存在で、

パワーを発揮できると思います。組合員

が主体的に行動し、組合員の声をコープ

しがが受けとめるというイメージが広

がる、すてきな理念だと思います。

　私たちが産直の野菜を買う、コープを通し

て募金をする、「たいせつ」活動に参加してみ

る、など普段のくらしの一つ一つ、そのつなが

りが誰かの笑顔につながって一周して私たち

のくらしに戻ってくるのだと思います。自分だ

けが幸せで、今目の前の豊かさだけを求めて

いるのでは、いずれ未来のくらしは危ういの

ではないかと思います。”国や地域、世代を超

えて未来へつながっていく”とてもコープし

がらしく、すてきな理念です。ずっとこの理念

が続いていくことを望みます。

　人とのつながりが希薄になっている現代、

“コープしが”という共通点を通して、いろん

な方とつながれることは、とてもすばらしい

ことだなと感じます。まだまだ人とつながり

たいという気持ちを持っている方が、コープ

に加入されていない方の中にもいらっしゃる

と思うので、このコープしがのとてもあたた

かく、やさしいつながりを、もっと広めていき

たいなと思います。あらためて、このことを確

認できる理念、とても素敵だと思います。

コープしがへの期待

新しい地域生活圏の
担い手として

パワーが発揮できるところ

人・もの・想いがつながる場に

国や地域、世代を超えて未来へ
あたたかく、やさしいつながりを

　新型コロナウイルスのパンデミックが私たちに示唆してい
る点として、一つは、「人との直接的な接触を大切にし、相互理
解の努力をしつつ連携しようとする精神を強くする必要があ
る」ということであり、それ故に、「都市の規模や効率性を問い
直し、“ほどよい集中”への試行錯誤を開始しなければならな
い」という点である。二つには、中央と地方の間のツバぜりあ
いから学ぶべきこととして、「地域固有の“特殊な知識”を活か
した行政のさらなる分権化の必要性」であるという点である。

　そこから発想して具体的な方向についてみると、はたらき
方で起こっている“生活圏の分散化”という新しい変化、そし
て小売と飲食で起こっている変化（テイクアウト、デリバリー
宅配、ネット通販）、その２つの変化の結び目にみえてくる新
しい小規模生活圏＝地域圏クラスターの形成が、つまり、「医
療・福祉・教育・農と食・自然再生エネルギー」を取り込んだ新
しい生活様式、“居宅を中心にしたくらし方”というもう一つ
のあり方が、積年の矛盾を解消する方向に向かってささやか
ながらも確かな物的根拠をもって新しいオルタナティブな方
向に確実に動いていることがわかる。
　新しい地域生活圏・地域圏クラスターを運営する担い手は、
当然のことながら医療・福祉、農と食、自然再生エネルギー等
の事業ごとに異なるし、立脚する地域単位もそれぞれの事業
の適正規模に応じて基本的には異なる。コープしがに期待す
るのは、その地域圏クラスターのコアな（核となる）アソシエ
イションとしての主体的な活動である。
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　コープしがが誕生して２７年、一人ひとりの小さな力を合わせ、お互い
を認め合い、人と人の絆を大切にしながら、願いの実現を目指してきました。
一人ひとりを大切にする「人間尊重」、誰もが人間らしく生きるための「平
和」。私たちの「協同」は未来に明るい光を照らす存在でありたいと考えます。

　社会が大きく変化する今日こそ、コープしがに関わるすべての人ととも
にめざしていく道標として、コープしがの理念「ともにつくる　笑顔あふ
れる未来」を策定いたしました。組合員、職員、生産者のコープしがへの
期待や想いが詰まった理念です。

　理念の策定を機に、滋賀県とコープしがの事業所のある市を訪問し、「と
もにつくる　笑顔あふれる未来」について懇談をさせていただきました。

と
も
に

つ
く
る

笑
顔

あ
ふ
れ
る

未
来



野洲市長　山仲　善彰さま

「食」を通して
人を繋げる役割に期待

　具体的に市民の生活の支え
として、きめ細かい事業展開を
して頂いていることを評価し
ている。野洲市も高齢が進んで
おり、高齢者が可能な限り周り
に支えられながら従前の生活
を保つことが一番の課題｡昔の
ような地縁血縁が薄れる中で
も、物は手に入り、どこかに頼
めばほとんどのことは何とか
なる便利な世の中だが、それだ
けでは、温かさや人間らしい豊
かさがなくなるのではと危惧
する。生協は、「食」を通して人

　

が繋がる仕組みをもっておら
れ、その役割は大きいと思う。
配達は昔のようにグループで
なくとも、生協の仕組みの中で
商品を利用するということ自
体が、１つのつながりである。
一人ひとりの想いや力が、協同
の力で大きく広がる可能性も
持っている。身近な必要な物を
通してくらしを支え、共に繋
がっていけるのが生協の魅力。

守山市長　宮本　和宏さま

課題解決に向けて、
一層の連携を

　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
りに取り組んでおられることに
感銘を受ける。
　コープもりやま店の出店や
災害協定の締結等、またフード
バンクびわ湖の“新型コロナウ
イルスの影響による給食食材
の活用”の際の冷凍庫の提供に
感謝している。
　高齢化に伴い多くの方が、食
品等の調達に不安を抱えておら
れる。生協の仕組みで解決でき
ることがあれば検討したい。今

　

後、オーガニック農産物普及拡
大に向けたマッチング、待機児
童解消のためにコープもりのこ
保育園の地域枠の増員を検討
いただきたい。また、現在建設中
の環境センターに併設する付帯
施設を、SDGsや環境学習の拠点
にしたいと考えている。運営面
でぜひコープの協力をお願いし
たい。
　今後も、一層の連携を進めて
いけることを期待する。

　事業である以上、持続するた
めの利益確保が必要な中で、理
念「ともにつくる　笑顔あふれ
る未来」を持って取り組んでお
られることを嬉しく思う。熱心
なリーダー（組合員）の存在と安
全安心・便利を実感する裏付け
によって、生協は広がってきた
のだろう。
　人間にとって「食」は一番大
事なこと。健康と命を守り、人の
心を豊かにしてくれる。
　したがって来春オープン予定
のコープながはま店は大歓迎。 

そこを拠点に、組合員・仲間・組
織が増えていくことを願ってい
る。長浜市は、地域社会全体で
子どもを育むとの思いのもと、
子育て支援に力を入れている。
コープながはま店では、子育て
支援の取り組みや買い物困難
地域の課題解決に向けた取り
組みに期待する。
　また、災害時に備え、お互いに
応援しあえるような協定を検討
したいと考えている。

草津市長　橋川　渉さま

身近な行動が
世界貢献につながる

　本市と締結している「『安
心』が得られるまちづくりに関
する協定」は、高齢者や子ども
の見守り、災害時の協力など、
安全安心なまちづくりのため
の包括的な中身で、心強くあり
がたく思っている。
　策定された「コープしが理
念」は、“くらしという身近なと
ころのつながりを大事にして
いこう”とされており、“身近な
活動が世界貢献になる”とい
う視点を加えられてもいいの
ではないか。生協の活動自体

　

がそうであるだろうし、組合員
の参加意識が高まると思う。
　草津市全体では比較的高齢
化率は低いが、個別にみると
５０％に近い集落があり、将
来的に買い物難民の増加が懸
念される。お店ができること
で広がる可能性（お買い物サ
ポートカーの運行など）につ
いて伺い、今後の本市への出
店に期待する。

高島市長　福井　正明さま

共感し合い、共に考える
組織であってほしい

　私自身、両親の介護を抱える
時期に人にすすめられて生協
に加入した。食材の買い出しの
わずかな時間も貴重だったの
でとても助かった。過疎化、高
齢化、単身の世帯の増加などが
進む中、地域住民に寄り添いな
がら事業やサービスを展開さ
せることは、非常に意義のある
ことだと思う。
　「コープしが理念」に関して、
生協は、ささえあいの組織だと
思っている。組合員や生産者、
または組合員どうしが互いに

　

暮らしを支え合っている。共感
しあい共に考える組織である
ことに期待する。
　本市は、防災の観点から限界
集落の多い地域の体制整備に
取り組んでいる。今後買い物難
民の課題に対して、ご提案いた
だく機会もあるかと思う。いろ
んな人に関わってもらいなが
ら、地域住民とともに未来につ
いて一緒に考えていきたい。

東近江市長　小椋　正清さま

森林資源の見直しと
価値観の転換を

　生協は、時代とともに変化
をしながら事業と活動に取り
組んでいる印象。SDGsについ
ても、生協が進めるのは、ふさ
わしいと思う。
　東近江市の５６％は森林。
森林資源の見直しをすすめて
いる。山や自然に親しんでも
らうことを通して「豊かさとは
何か」という価値感の転換を
図っていきたい。当市は、多く
の市民グループ・ＮＰＯに、盛
んに街づくりに取り組んでい
ただいているが、サスティナ

　

ブルの視点からは、行政が推
進していくべきと考えてい
る。国土交通省とともに、買い
物などが困難な中山間地域に
おける自動運転の実証実験を
実施した。将来に向けた構想
の作成にあたって、生協とと
もにできることがあるかもし
れない。また、店舗進出に関し
ても、ぜひ当市への出店を期
待する。

甲賀市長　岩永　裕貴さま

市民の力で、地域に合った
街づくりを

　当市は、「あい甲賀　いつも
の暮らしに“しあわせ”を感じ
るまち」を掲げている。コープ
しがの理念「ともにつくる　笑
顔あふれる未来」は、とても共
感する。また、行政が行うサ
ポートの狭間にいらっしゃる
方に向けて、生協が大きな役割
を果たしていただいている。
　今回のコロナ禍で、地域の１
次産業を守ることが大切だと
感じている。競争力を考える
と、大規模化、法人化も必要だ
とは思うが、昔ながらの小規模

　

な農業の姿も農福連携などで
守っていきたい。当市では、小
学校区単位での地域づくりに
も取り組んでいただき、持続可
能なまちづくりのためにコミ
ニティビジネスの立ち上げを
お願いしている。高齢者の送迎
やマルシェなど工夫いただい
ており、買い物困難者など地域
課題の解決に向けて、生協と一
緒にできることを考えていき
たい。

彦根市長　大久保　貴さま

組合員の地域コミュニティ
での活躍に期待

　当市では、高齢化や市街地の
観光地化により、市街地であっ
ても食品や生活必需品の買い
物が困難なところが出てきて
いる。今後ますます買い物困難
者が増えることから、食品や生
活必需品をどのように各家庭
まで届けるのかが大きな課題
となるだろう。それを解決する
ための一つのキーワードとし
て、地域コミュニティにおける
人と人とのつながりが重要な
役割を持つことになるだろう。
この地域コミュニティをうま

　

く動かすために重要なのは、や
はり「人」である。
　生協には、組合員が自ら作っ
た組織という歴史があるので、
組合員がそれぞれの地元の地
域コミュニティにおいて、各種
の問題解決のために存分に力
を発揮され、生協が持つ各家庭
にまで食や生活必需品を届ける
という利便性の高いシステムの
より一層の充実を期待したい。

白石理事長　コープしがは、２７年前、４つの
生協が合併して誕生しました。１つになるに
あたっては当時７万人の組合員一人ひとりに
賛同の署名をとり、「合併趣意書」を確認しま
した。この「合併趣意書」には、県民の暮らし
にきちんと貢献できる生協づくり、人間尊重
と平和な街づくりをしていこうという意味を
込めています。もちろん「食の安全」が基本
ですが、協同組合ですから、ささえあいや助
け合いの精神で暮らしをよくすることを目指
してきました。

三日月知事　一人ひとりを大切し、お互いが
ささえあうことを重視する生協は、今の時代、
また、これからの時代に求められる組織だと
思います。日常の売り買いや産直などを含む
つながりの中で「食」や「くらし」、「健康」へ
の問題意識や理解が生まれてくるのだと思い
ますね。

白石理事長　その通りです。そして、人のつ
ながりが希薄になっている今日、明るい未来
を作るためには、「つながりや絆」にさらに価
値が出てくるのだろうと思っています。だから
こそ、組合員・役職員・コープしがに関わる
全ての方々と共に目指す拠り所として、「コー
プしが理念：ともにつくる　笑顔あふれる未
来」を策定しました。

三日月知事　コープしが理念の「ともにつくる」
がいいですね。「一緒に頑張りましょう」とか「と
もにつくりましょう」とかよく使われますが、「と
もにつくる」は、  誰もが主体者ですよ、誰にで
もできることがあるんですよ  というメッセー
ジ性があり、実にコープしがらしいと感じます。

白石理事長　ありがとうございます。笑顔あ
ふれる未来に向けて、資源の循環は重要だと
考えています。一昨年に設立した子会社「ハー
トコープしが」では、リサイクルと農業に取り
組んでいます。店舗などで発生する食品残さ
を回収し、たい肥化し、できたたい肥を使って、
小松菜やほうれん草を生産しています。障が
いを持つ人たちが担い手となって働いていた
だいています。みんなが幸せになるという点
においては、障がい者も健常者も一緒に、「小
さいながらも、みんなできることをやろう！」
という思いですすめています。

三日月知事　県でも、“しがＣＯ２ネットゼロ”
ムーブメントの取り組みをすすめており、コー
プしがのみなさんと一緒にできることもたくさ
んあることでしょう。フードロス、プラスチッ
クごみゼロなどは、ＣＯ２ゼロに向けた非常に
重要な要素になり、コープしがの循環の仕組
みづくり、特に「ハートコープしが」の取り組
みに期待します。
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長浜市長　藤井　勇治さま

コープながはま店を、
地域の拠点に
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２０２０年１月２９日
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