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吉武悠里 1978～ 福岡×神奈川＝宮城

◆長男11歳、長女8歳

◆2004年あいコープ入協 営業、配送業務

◆2011年4月 商品部商務

◆2018年4月 商品部長就任

◆同年6月 常務理事就任

２

自己紹介



生活協同組合あいコープみやぎ

◆設立 1979年

◆宮城県仙台市宮城野区日の出町3-4-17

◆無店舗型 宅配専門

◆組合員数 14,938人（2022年3月末）

◆総事業高 31億5千5百万円（2021年度）

３

あいコープみやぎの紹介



◆あいコープみやぎ基本理念

私たちは協同の力で、 人・食・環境を大切にする 持続可能な社会をつくります。

◆あいコープみやぎ行動理念

・より自然で安全な食べ物にこだわり、生活者の暮らしと健康を守ります。

・日本の食糧自給率を高めるため、生産者と共に産直運動を発展させます。

・被害者にも加害者にもならず、環境に負荷をかけない暮らし方を広げます。

・人と人の輪を大切にして、誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組みます。

・安全・品質・価格・産直・環境面で優れた商品をつくります。

・組合員と職員がいきいきと参加し、活動できる組織づくりを進めます。

４

あいコープみやぎの紹介



５

年度別-累計配布組合員人数の推移

震災後に減少した配布人数が回復、22年度は60万1千人をめざす

年度 配布人数

10年度 534,723 

11年度 526,439 

12年度 511,655 

13年度 492,537 

14年度 480,617 

15年度 481,827 

16年度 484,640 

17年度 501,473 

18年度 526,447 

19年度 531,702 

20年度 558,647 

21年度 584,312 

22年度計画 601,042 
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東日本大震災後
組合員数減少

組合員拡大計画
スタート

拡大計画立案

あいコープみやぎの紹介



①「あいシテル」のあいコープ

６

あいコープみやぎの紹介



①あいコープ産直豚肉を使用した
肉まん開発(留め型をリニューアル)

②スコーン開発
③全粒粉入り
ラーメン開発

④あいコープPBの

牛乳を利用した

ジェラート開発

(抹茶味)

⑤あいコープPBの

牛乳を利用した

ジェラート開発

(チョコ味)

あいコープPB

パスちゃん牛乳

協力：ニッコー 協力：わ・は・わ大衡

協力：マツダ製麺

協力：図南商事

組合員参加によるPB・留め型商品の開発

７



８

ずっと、作り続けること
ずっと、食べ続けること
これらに向けた利用結集

PBあいシテル商品 現在68品目



①パスちゃん牛乳 ②もっちり米粉パン ③あいコープの納豆

④あいコープの豆腐
⑤あいコープの
ハム・ウインナー ⑥国産丸大豆醤油

協力：
山形県酪農協/奥羽乳業

協力：
パン工房わ・は・わ

協力：
わたり納豆

協力：
菅野食品

協力：
タンポポ村

協力：
鎌田醤油

あいシテル動画の紹介
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②「産地直結」のあいコープ

組合員と生産者が様々な交流を通して「支え合う」関係づくりを
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あいコープみやぎの紹介



あいコープみやぎの産地交流２０２１①

• 大郷グリーンファーマーズ

• 約30年続く無農薬交流

• 田植え・草取り・生き物調べ

• ・稲刈り・脱穀作業。

• 収穫したお米は、Gめ～る

• 野菜BOXで組合員に供給。

あいコープみやぎの紹介
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あいコープみやぎの産地交流２０２１②

• 七郷クローバーズファーム

• トライ田んぼ

• 仙台市若林区

• 震災で津波被害から復興

• 無農薬田んぼにトライ3年目

• 除草に苦労の年

6/12 田植え

あいコープみやぎの紹介
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あいコープみやぎの産地交流２０２１③

• 秋保ゆうきの会

• たねまきプロジェクト

• 種子法・種苗法の学びの場

• 小豆収穫

• 仙台芭蕉菜種取り

• （たねとり芭蕉菜で供給）

生産者の渡辺さん

あいコープみやぎの紹介
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あいコープみやぎの産地交流２０２１④

• はさま自然村

• 宮城県登米市

• バケツ稲選手権

• 米つくりにバケツで挑戦

• 食育活動

• オンラインで収穫祭

あいコープみやぎの紹介
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あいコープみやぎの産地交流２０２１⑤

• 七郷クローバーズファーム

• 畑に行こう

• 登録制。震災の津波被害から復興した畑に

• 農作業体験を実施。（10家族）

• じゃがいも・落花生・さつまいも・大根の

• 種まきから収穫までの農作業体験

• 仙台えんのう倶楽部へ委託。

あいコープみやぎの紹介
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19年度 20年度 21年度

①有機＆農薬不使用比率 ②有機小分け認証取得

オーガニック商材の取り扱い地域No1

オーガニックの推進
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あいコープ栽培区分（米）
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あいコープ栽培区分（青果）
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「トライI’s」削減対象農薬規定の改定

削減対象農薬 備考

土壌消毒剤

除草剤

有機リン系農薬

ネオニコチノイド系
農薬

7成分（アセタミプリド、イミダクロプリド、クロチアニジン、
ジノテフラン、チアクロプリド、チアメトキサム、ニテンピラム）

あいコープ指定の殺虫剤

有機リン系
ネオニコチノイド系（7成分：アセタミプリド、イミダク

ロプリド、クロチアニジン、ジノテフラン、チアクロプリ
ド、チアメトキサム、ニテンピラム）
+スルホキサフロル、フルピラジフロン、トリフルメゾピ
リム、フルピリミンなど

◆これまで

◆2022年10月～削減対象殺虫剤



まんま通信
「あいでつながる食卓」

21

・生産者のとりくみを

しっかり伝える

・美味しい♪楽しい♪

調理提案

・動画QR配置

あいコープみやぎの紹介



商品カタログ 「まんま通信」4月リニューアルして再始動

2015年 2021年 2015年 2021年
・曲線を増やし温かみをアップ

・構図にこだわり、広々とした放牧の様子を表現

・生産者の柔らかいまなざしと

・りんごに対する強い想いを表現

ロゴを変更

協力：山形県酪農協 協力：天童果実同志会

あいコープみやぎの紹介
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2015年

・シンプルな色使い

・余白をとる。

・手書き感のある線使い

・「読む」ためのコーナーとして明確化

・統一感のある色使い

柔らかな吹き出し

生産者によるメッセージ

2021年

2015年 2021年

2015年 2021年

“あい”のあるくらし

「まんま通信」の紹介
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フードコーディネーターによる調理提案

具楽(ぐらく)
早坂具美子氏

・ＮＨＫラジオ「よるらじ！宮城
・ＮＨＫ仙台「情報テラスらくらく・キッチン」
・仙台放送「カノ☆パン」
・ミヤギテレビ「ＯＨ！バンデス」

などにも出演

野菜ソムリエによる調理提案

斉藤緑里氏

・野菜ソムリエ上級プロ(宮城県初)
・みやぎシニア食育コーディネータ
・日本ヒーリングフード協会
・元ＮＨＫ仙台/盛岡キャスター

「まんま通信」の紹介
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③「産直肉」のあいコープ

25

2022年「3本目の柱」
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・生産者/飼料/飼育方法が

明らかな畜産の継続

・透明性がある食肉加工

・私たちの生産者の豚肉を

使用した加工品の開発

「産直肉のあいコープ」



◆指定農場からの一頭買いと循環型農業

豚：あいあいファーム、日向農場（社会福祉法人みんなの輪） 宮城県
牛：雁音農場 宮城県、田口農場 秋田県

・指定のエサ 飼料米、NO-GMOコーン・大豆、パンくず、製麺残渣
・飼育方法 できるかぎり家畜の負担を低減する＝AWを目指す

◆ 一頭買いによる「部位調整」の難しさ＝経営リスク

◆ノントレー＝真空包装機が必要、うす切り肉にはガス充填設備が必要

◆チルド供給＝近距離の物流が必要

これらを解決できる加工委託先の確保が困難に…

27

なぜ自前の食肉加工場が必要だったのか



• BMW活用

• バイオベット

• アニマルウエ
ルフェア

• 飼料自給率UP

• 食料自給率UP

耕畜連携の地域循環型①
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社会福祉法人みんなの輪との協業

農業・畜産業の現場で障がいをお持ちの利用者さんの働く場となって
いる。

大郷地域で作ったお米から米粉を製粉。

米粉を利用した米粉パン・米粉クッキー作り。苺栽培、ジャム作り。

環境に配慮した石けん作り（使用済み揚げ油を再利用）

農福連携の地域循環型②



工場用地
設計
機材
費用
技能訓練
手順作り
食肉市場業務
衛生管理
部位調整

社福職員、障がい者（利用者）との関わり
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「素人」の私たちが直面した課題

数少ない事例～先進生協からの支援～

・パルシステム連合会
（パル・ミート）

・生活クラブ大阪
（関西ミート）



2021年10月 あいコープミートセンター稼働
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あいコープみやぎ本部敷地内に建設(21年10月～稼働)

あいコープミートセンター（食肉加工場）の紹介
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産直肉商品
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余剰肉を使った冷凍商品開発

鎌田さんの味付けロース（味噌）

鎌田さんの味付けロース（塩麹）

◆冷凍加工商品の開発

（新）産直肉の豚角煮 8月22日～供給開始冷凍パラパラミンチ産直肉味付け豚丼の具



■事業内容 第二種社会福祉事業
・障害福祉サービス事業の経営
・地域活動支援センターの経営
・相談支援事業の経営
・指定障害児相談支援事業の経営

【大衡村内の事業所】
11 わ・は・わ大衡 （就労継続支援Ｂ型/生活介護/日中一時）
12 るーぶ大衡 （相談支援）

【美里町内の事業所】
13 わ・は・わ美里 （生活介護/日中一時）
14 わ・は・わ南郷 （就労継続支援Ｂ型）
15 美里町地域活動支援センター（地域活動支援センター）
16 るーぶ美里 （相談支援）
17 グループホームいちご （共同生活援助/短期入所）

【大崎市内の事業所】

18 あいあいファームわ・は・わ田尻 （就労継続支援Ｂ型）

■事業所

【仙台市内の事業所】
１ わ・は・わ （就労継続支援Ｂ型）
２ わ・は・わ沖野 （就労継続支援Ｂ型）
３ わ・は・わ宮城野 （就労継続支援Ｂ型）
４ わ・は・わ広瀬 （就労継続支援Ｂ型）
５ つなぎっこ （地域活動支援センター）

【大郷町内の事業所】
６ わ・は・わ大郷 （生活介護）
７ わ・は・わ味明 （就労継続支援Ｂ型）
８ パン工房わ・は・わ （就労継続支援Ｂ型）
９ グループホーム大郷[すみれ/ひなげし/羽生]
10 るーぶ大郷 （相談支援）

人と人との「輪」
人と自然との「和」

理念
障害のあるなしにかかわらず
誰もが安心して暮らせる
地域社会をめざして

35

社会福祉法人みんなの輪の紹介



◆社会福祉法人みんなの輪

主な事業内容

・就労支援（B型）、小規模作業所
・生活介護
・グループホーム
・地域活動センター
・相談業務

現在宮城県内に18の事業所運営 利用者数約800名
36

社会福祉法人みんなの輪の紹介

設立 2002年2月21日



◆あいコープみやぎ基本理念

私たちは協同の力で、 人・食・環境を大切にする 持続可能な社会をつくります。

◆あいコープみやぎ行動理念

・より自然で安全な食べ物にこだわり、生活者の暮らしと健康を守ります。

・日本の食糧自給率を高めるため、生産者と共に産直運動を発展させます。

・被害者にも加害者にもならず、環境に負荷をかけない暮らし方を広げます。

・人と人の輪を大切にして、誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組みます。

・安全・品質・価格・産直・環境面で優れた商品をつくります。

・組合員と職員がいきいきと参加し、活動できる組織づくりを進めます。
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社会福祉法人みんなの輪の紹介



生協の目的＝社会を変える

「誰もが安心して暮らせる地域社会を作る」

ための、ひとつの手段として

2002年 社会福祉法人「みんなの輪」の設立

38

社会福祉法人みんなの輪の紹介



◆業務委託内容

・野菜小分け

・お料理キット最終セットアップ

・食肉加工 スライス/包装

・リユース瓶整理

・蓄冷材作業

・施設清掃/草刈り

・配送資材清掃

・etc…

◆商品供給内容

・パン製造

・農産品生産

・畜産事業

・ジャム製造

・焼き菓子製造

・石けん製造

・こんにゃく製造

・etc…

パン製造 畜産事業

粉せっけん製造

ジャム製造

約120名の障がい者への就業を支援

「社会福祉法人みんなの輪」との連帯
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あいコープの紹介

生活協同組合あいコープみやぎ

◆宮城県仙台市宮城野区品の出町3-4-17

◆無店舗型宅配専門

◆組合員数 14,000人

◆事業高

40

「社会福祉法人みんなの輪」との商品連帯



みんなの輪 パン工房わ・は・わ
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◆原料肉買取価格の見直し

◆飼料価格、生産コストの高騰

◆農場管理レベルの向上

◆アニマルウエルフェアの推進

～妊娠ストールの廃止～
42

今後の課題

ご清聴ありがとうござ
いました！
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おわり

ご清聴ありがとうございました！


