
国際社会の

新しいものさし

ＳＤＧｓ
みやぎ生協の事業・活動と「ＳＤＧｓ」

エス・ディー・ジーズ

発行
みやぎ生活協同組合

監修
一般社団法人

ＳＤＧｓとうほく



「ＳＤＧｓ」って、なんでしょう？

ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）という言葉をきいたことがありますか？

Sustainable  Development  Goals　
＝ 持続可能な開発目標 のことです。

SDGs のスローガンは

「誰も置き去りにしない（No one will be left behind）」
「改革ではなく大改革を」

コラム 「仙台防災枠組」

　2015 年９月、国連で全世界が取り組むべ
き課題としてＳＤＧｓが採択されました。「貧
困や飢餓の廃絶」「地球環境の保全」「住み
続けられるまちづくり」など、2030 年まで
に達成させる、世界を変えるための 17 の目標

　ＳＤＧｓの前には、2000 年から 2015 年
までに先進国による途上国が抱える貧困や飢
餓などの問題に対する支援を行うということで
採択されたミレニアム開発目標：ＭＤＧｓ（エ
ム・ディー・ジーズ）がありました。

　2015 年 3 月に仙台市で「第 3 回国連防災世界
会議」が開催されました。2030 年までの15 年間
の国際的な防災枠組を策定するというものです。そ
れが「仙台防災枠組」です。実はこの仙台防災枠組
と SDGs はつながりがあります。SDGs17 の目標
11「住み続けられるまちづくり」は、災害から回復

参照「市民のための仙台防災枠組 2016-2030」
http://jcc-drr.net/wpJD/wp-content/uploads/2017/05/SFDRR_2a_2018.pdf

と169 の具体的なターゲットと指標を設定し
ました。目標達成に向けて、先進国も新興国
も途上国も、国や企業、NPO、各種団体、
市民一人ひとりに役割があり、それぞれの立
場でパートナーシップを築きながら協力しあう
ことが求められています。

　ＳＤＧｓはこれに加えて、1992 年の地球サ
ミットや 2012 年のリオ+20 などで議論され
てきた、生物多様性の保全やエネルギーの確
保、2015 年の国連防災世界会議で採択され
た仙台防災枠組という視点が入っています。

力が高い安全な都市や居住空間を作るという目標
で、「仙台防災枠組」に沿って総合的な防災計画や
災害リスク管理を実施することを進めています。ま
た、目標１「貧困をなくそう」でも、貧困層や脆弱
な状況にある人々に対して、極端な気候変動や災害
の影響を軽減するとされています。2015 年 9 月に
採択された SDGs のベースともいえる仙台防災枠
組については、「市民のための仙台防災枠組 2016-
2030」でわかりやすく解説されています。

開発・環境に関係する
世界の主な動き
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2030年に向けて、世界が合意した
「持続可能な開発目標」
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1 貧困をなくそう
あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終
止符を打つ

2 飢餓をゼロに
飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と
栄養状態の改善を達成するとともに、持
続可能な農業を推進する

4 質の高い教育をみんなに
すべての人に包括的かつ公平で質の高い教育
を提供し、生涯学習の機会を促進する

5 ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と
女児のエンパワーメントを図る

6 安全な水とトイレを世界中に
すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可
能な管理を確保する

8 働きがいも経済成長も
すべての人々のための持続的、包摂的かつ
持続可能な経済成長、生産的な完全雇用
およびディーセント・ワーク* を推進する

* ディーセント・ワーク：働きがいのある
  人間らしい仕事

7 エネルギーをみんなに
　 そしてクリーンに
すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可
能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを
確保する

3 すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生
活を確保し、福祉を推進する

9 産業と技術革新の基盤をつくろう
レジリエント * なインフラを整備し、包摂的で持
続可能な産業化を推進するとともに、イノベー
ション * の拡大を図る

* レジリエント：回復力に富む、弾力のある
* イノベーション：技術革新、新機軸

10 人や国の不平等をなくそう
国内および国家間の不平等を是正する

12 つくる責任 つかう責任
持続可能な消費と生産のパターンを確保する

13 気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響に立ち向かうため、
緊急対策を取る

14 海の豊かさを守ろう
海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保
全し、持続可能な形で利用する

15 陸の豊かさも守ろう
陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用
の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対
処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物
多様性損失の阻止を図る

17 パートナーシップで
      目標を達成しよう  
持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、
グローバル・パートナーシップを活性化する

16 平和と公正をすべての人に
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を
推進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供
するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で
責任ある包摂的な制度を構築する

11 住み続けられるまちづくりを
都市と人間の居住地を包摂的、安全、
レジリエントかつ持続可能にする



　皆さんは、商品やサービスをどのよう
に選んでいますか？この商品はどんな作
られ方をしているのだろう、この商品を
買うことにどんな意義があるのだろうと
思いをはせるお買い物が「エシカル消費」。

「エシカル」は「倫理的」という意味。
生協では、「地域」「社会」「環境」「人々」

　コープ商品は、生協のお店、共同購入
で扱っているプライベートブランド（ＰＢ）
です。「ＣＯＯＰ」マークが目印で、メンバー
の声から生まれた商品です。
　コープ商品が生まれた１９６０年代、高
度経済成長の日本では物価の高騰や食品
事故、公害、環境汚染などが問題になっ
ていました。そんな中、「より良いものを
安く」という全国の生協組合員の声に応
えて「コープ商品」が生まれました。その
後も、急速に使用が広がった食品添加物

　みやぎ生協の産直は、「自然と人」、「人
と人」とがお互いを大切に思いやる気持
ちのつながりで結びついています。「海の
恵み」「山の恵み」「里の恵み」「人の恵み」。
その恵みに感謝を込めて、顏とくらしの見
える産直「めぐみ野」と名前を付けました。
　今から 49 年ほど前に、メンバーのみな
さんや生産者の方々と始めた「顔とくらし

　「古今東北」は、 東日本大震災からの
復興を「食」をとおして支援する取り組み
です。東北 6 県から集めた 選りすぐりの
食材や加工品をお届けします！ 震災から
の復興のためにも、地元で愛されてきた
伝統的な食文化を再発見し、多彩な食文
化が出会うことで生まれる新たな食の楽
しみを提案していきます。

(１) 健全な日本型食生活の確立と食料の安全性を高めます。
(２) 食料自給率の向上をめざし、宮城県と日本の農・水・畜産業を守り、
　　発展させる国民合意の運動を進めます。
(３) 産消提携活動に積極的に取り組みながら、宮城県と日本の
　　経済と文化の発展、自然環境の保全に寄与します。

１. だれ（生産者）がどこ（産地）で作ったかがわかること。
２. どのように（栽培・飼育）作ったかがわかること。
３. 生産者とみやぎ生協のメンバーの交流があること。

に配慮してモノやサービスを買うことを
「エシカル消費」と表現して、積極的に
応援しています。実は、「コープ商品」「め
ぐみ野」や「古今東北」をはじめ、みや
ぎ生協のご利用そのものも「エシカル消
費（誰かの笑顔につながるお買い物）に
つながっているのです。

への不安の声に応えて食品添加物をなる
べく使わないコープ商品を生み出したり、
環境を考えて再生紙で芯を省いたトイレッ
トペーパー「コアノン」などが生まれました。
　「コープ商品」は、組合員の願いによっ
て開発され、単に “ 売れるもの ” “ 低価格 ”
というだけでなく、環境配慮や食品の安
全性などにこだわることで組合員のくらし
を豊かにし、さらに社会を変える役割を
果たしています。

の見える産直」。それは、生産者と消費者
の食に対する思いを直接結ぶことで、共に
幸せを分かち合う「産消直結」への取り組
みでした。
　みやぎ生協の顔とくらしの見える産直「め
ぐみ野」は生産者と消費者の共通の願い
を実現するために、次のような基本的な
立場で提携活動をしています。

みやぎ生協の事業・活動がＳＤＧsと
関連していること-1-

　みやぎ生協は、「協同の力で、人間らしいくらしを創造し、平和で持続可能な社会を実現
する」ことを理念としてかかげ、事業・活動をすすめています。この理念は「SDGs」の掲げる
目標とつながっているとも言えます。みやぎ生協の主な事業・活動は、「SDGs」が採択
される以前から取り組みを実践してきたといえます。「SDGs」のつながりを皆さんとみて
みましょう。

エシカル消費

みやぎ生協の利用をとおしてできるエシカル消費・その一

みやぎ生協の利用をとおしてできるエシカル消費・その二

みやぎ生協の利用をとおしてできるエシカル消費・その三
「コープ商品」

「めぐみ野」

「古今東北」

「めぐみ野」３つの基準

顏とくらしの見える産直「めぐみ野」は
みやぎ生協の産直のブランド名です！

「古今東北」は、“ 東北の震災復興と地域復興応
援に賛同する人々の思い”と“ 時をこえたおいしさ”
を伝えるブランドです。
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▲「めぐみ野」米稲刈り交流

▲ 湯通し塩蔵わかめの生産者・阿部さん



2011年 5月から被災された方々に寄り添う活動
に取り組んでいます。仮設住宅や災害公営住宅
の集会所、店舗など県内 8カ所（2019年1月
現在）で一緒にお茶とおしゃべりを楽しむ活動
に継続して取り組み、コミュニティづくりにつな
げています。

「せいきょう便」は、2011年から被災した地域
で買い物に困っている方への支援のために運行
を開始。現在は、高齢化が進行した団地や
山間地域などにも拡大し運行中です。

太陽光発電や風力発電、木質バイオマス発電
事業のほか、事業用電力を再生可能エネル
ギー割合の高い電力へ切り替えを行いました。
コープでんき東北によるでんき販売事業も開
始しました。

宮城県をはじめ県内すべての市町村と協定を
結び、宅配などの業務をとおして見守り活動
を実施しています。

メンバーどうしの助け合い活動として 1985 年
に設立。会員は利用会員・活動会員・賛助会
員があります。活動は高齢者だけではなく、
障がいや病気の方、また若い子育て家庭も対
象に支援が行われています。

健康バランスに配慮したお弁当などを、専任
スタッフが月曜日から金曜日まで、ご自宅にお
届けします。

お取引様の食品企業等から余剰食品の無償提
供を受け、社会福祉に寄与する団体・組織へ
無償で提供しています。食品の無駄をなくすと
ともに、誰でも安心してくらせる地域づくりを目
指しています。

事業からの廃棄物のリサイクルセンターでの
再資源化、牛乳パックやアルミ缶などのリサイ
クル回収を推進しています。

「安心して暮らせる地域づくり」に向けて、宮城県を
はじめ、仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市、富谷市、
白石市、利府町、七ヶ宿町と締結しています。

生活困窮支援団体や福祉施設等から要望が
高い「カップ麺」「レトルト食品」（メーカー不
問）、こども食堂や児童養護施設などへは調
味料やお菓子などを店舗で購入し、ご寄附し
ていただく取り組みを行っています。

アルミ缶売却益や募金の「ＣＯＯＰ緑の基金」
を活用し、県内 12 カ所の “ こ～ぷの森 ” をメ
ンバーとともに育てています。

「すくすくばこ」や「ココイククラブ」、「子育てひ
ろば」や「子育てサークル」、個人宅配料金割引

「ママ割」、入院やケガに備える「ＣＯＯＰ共済」
と多彩なメニューがあります。

店舗でのレジ募金、募金箱では、ユニセフ・
COOP 緑の基金・盲導犬・コープフードバンク
への募金に通年取り組んでいます。また災害発
生時には緊急募金も行い被災地への支援を行っ
ています。「ふれあい便」は、17 店舗から週 2 回、お店の

商品をスタッフがお買い物を代行しご自宅まで
お届けするサービスです。高齢者の方の見守り
などの活動も担っています。

みやぎ生協は「協同の力で、人間らしいくらしを創造し、平和で持続可能な   社会を実現する」ことをめざして、様々な活動に取り組んでいます。

くらしのサポート

お買い物支援

温暖化防止環境の取り組み

地域での支え合い・助け合い
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ボランティアセンター

移動店舗「せいきょう便」

再生可能エネルギーの活用

地域見守り協定

こ～ぷくらしの助け合いの会

夕食宅配

フードバンク

リサイクル活動

包括連携協定

フードドライブ

“ こ～ぷの森 ”
子育て応援

募金活動・災害支援

お買い物代行「ふれあい便」

▲ お茶とおしゃべりを楽しむ「ふれあいカフェ」活動

▲ 移動店舗「せいきょう便」（小型車）

▲ 秋田県にあるみやぎ生協の風車

▲ 子育てひろば

みやぎ生協の事業・活動がＳＤＧsと
関連していること-2-



国内外の企業も様々な形で SDGs を活用した取り組み
を行っています。第１回「ジャパンＳＤＧｓアワード」では、
パルシステム生活協同組合連合がＳＤＧｓ推進副本部長 

（内閣官房長官）賞を受賞しています。
SDGs の活用によって企業が期待できるポイントは、
　１. 企業イメージの向上　
　２. 社会課題への対応
　３. 生存戦略になる
　４. 新たな事業機会の創出
とされています。

ANA ホールディングス 就航先のカンボジアの
遺跡修復を支援するほか、機内食の調達で透明
性を確保
CITIZEN  エシカルな時計シチズンL は「紛争
鉱物を使わない時計」をうたい、CO2 排出量を
公開したり、紛争鉱物を使わないと宣言している

IKEA 2020 年には、事業で消費するエネルギーの
100％に相当する再生エネルギーを生産し、イケア
で使用する木材のすべてをよりサステナブルな調達
先から仕入れる
KIRIN ホールディングス 生産量が減少していた国産
ホップを安定調達、そのホップで差別化商品を開発
LEGO 2030 年までにレゴブロックの素材に ABS
(石油由来のプラスティック)を使うのを中止し、持続
可能な新素材に変える
伊藤園 緑茶事業で産地育成を手掛けるほか、茶殻の
リサイクルシステムを構築

スターバックスコーヒー 2020年までにペーパーカッ
プをはじめ使用する主な紙を FSC 認証紙や再生紙
を使用したものにする
住友化学 アフリカでの現地生産で雇用を創出、女性
の就労環境整備や教育支援を実施
吉本興業 所属するお笑い芸人を活用して、楽しめる
SDGs 啓発コンテンツを発信
ワコール ワコールの店で配布されている回収用
バッグに入れて不要になったブラを持参したものを
地球にやさしい産業用固形燃料に変える

※紛争鉱物：武装勢力が鉱山を奪い取り、不当に
採掘した鉱物のこと。採掘で生活してきた地域住民
が暴力に苦しめられ、女性のレイプ被害も多い

コラム「企業の SDGs の活用事例」 >> SDGs 活用事例
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わたしとSDGs みやぎ生協の事業・活動とSDGs
あなたが個人的に関わりたいゴールは何番ですか？
関心のある番号を1つ選んで、その理由を書いてみましょう。

あなたが関わっているみやぎ生協の事業や活動をいくつか書き出してください。
その事業とつながる SDGs のゴールは、何番になるか選んでください。（複数可）
また、その理由も書いてみましょう。

1 2
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例えば  ・食品ロスをなくすシステムが地域で実践されている
　　　  ・災害に強いコミュニティの仕組みが整っている

例えば  ・こども食堂に家庭菜園の野菜を提供している
　　　  ・町内会の資源ごみ回収に協力している

例えば  ・ソーラーパネルを屋根に設置する
　　　  ・近所に引っ越してきた外国人と積極的に関わる

あなたが住む町の2030年のことを考えてみましょう。 あなたがすでに実践していることは？

あなたがこれからチャレンジしたいことは？


