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広島県協同組合連絡協議会

Hiroshima-ken Joint Committee of CO-OPERATIVES

私たちは、自立と協同の力を発揮することにより、

自然と調和した、人に優しい地域社会づくりに貢献します。

自立と個性を大切に、人とひととのつながりを深めます。

理念

協同組合は、相互扶助、自己責任、民主主義、平等、公平、連帯といった価値観にたち、

共通する経済的・社会的・文化的な欲求を満たすため、自立した人々が自主的に結

びついた組織です。

協同組合に集う私たちは、人間らしく、こころ豊かなくらしづくりのため、多くの協

同組合が手を結び、地域社会から信頼され続ける協同組合運動を展開します。

行動指針

1

私たちは、多様化するくらしの価値観に対応するため、自立した一人ひとりの

能力と個性を大切に、多くの仲間と手を結び合います。

協同組合メッセージを共有し、協同の輪を広げます。2

私たちは、健康なからだと豊かなこころが育まれる文化をつくるため、お互いの

協同組合メッセージを結び、人とひとが支え合える協同組合運動の輪を広げます。

自然や人に思いやりのある協同組合事業をおこないます。3

私たちは、活力ある豊かな地域づくりのため、地域で生産された産物を地域で

消費する「地産地消」に努め、環境に優しい協同事業を進めます。

地域の協同組合として、社会的責任を果たします。4

私たちは、子供たちに明るい未来と幸せを約束するため、協同組合がお互いに力

を合わせ、人々から期待される地域の協同組合として、社会的責任を果たします。

スローガン

HJC

Harmony
“調和した”

ＨＪＣが求める「調和した、楽しい、文化づくり」とは、

自然といのちが調和した中で、国や世代を越えた協同組合運動を通じて、

人々がこころ豊かにくらし、生きていることの感動を呼び起こすことです。

自然と人々が調和した

くらしを表します。

Joyful
“楽しい”

人とひととの楽しい

つながりを表します。

Culture
“文化づくり”

人に優しい文化を耕し

築くことを表します。



構成団体

広島県生活協同組合連合会 広島県漁業協同組合連合会

広島県信用漁業協同組合連合会 広島県森林組合連合会

広島県信用農業協同組合連合会

広島県厚生農業協同組合連合会

全国農業協同組合連合会広島県本部

全国共済農業協同組合連合会
広島県本部

広島県果実農業協同組合連合会
広島県酪農業協同組合

広島県農業協同組合中央会

日本労働者協同組合連合会
センター事業団中四国事業本部

歴史

昭和59年 7月 11日

日本協同組合連絡協議会（JJC）が国際協同組合デー（7月7日）にちなみ、各協同組

合が協同組合運動の意義を再確認しあい、連携・協力関係をいっそう前進させるため、

全国各地に呼びかけた「虹のキャンペーン」に応える形で、中央会は広島県における協

同組合間協同を推進するため、各協同組合の県連合会に呼びかけた。

「広島県協同組合代表者懇話会」を開催

〈懇話会出席者〉

◎信連 会長 三木 恭三　　　◎経済連 会長 片山 弘　　◎同栄社共済連 会長 行廣 守

◎厚生連 専務 上野 圭司　　◎広果連 専務 秋山 廣光　◎酪連 会長 山本 勉

◎信漁連 会長 大井 清蔵　　◎漁連 専務 長久 万蔵　　◎森連 専務 下江 一幸

◎生協連 会長 木村 冨十四　◎生協連 専務 冨田 巌　　◎中央会 会長 桑田 束稲

◎中央会 専務 菅 一市　　　◎中央会 参事 田頭 章夫

中央会は、懇話会で協同組合間協同を推進するため次の提案を行った。

「協同組合間協同を推進するにあたって」提携の視点

経済の急速な拡大が終わった後の我が国では今安定した潤いのある社会づくりへの気運が

高まっている。このことは我々の協同組合運動にとって、有利な社会環境がひらけつつある

と言えよう。

　この機にあたって、各種協同組合が相協力して、機能の相乗効果を求めることは、各組織

基盤強化の上で大きな意義をもつものと考える。

　このような考えのもとに、以下のような視点を手掛かりとして、相互に提携を深めてゆく

みちを見出していきたい。

1. 共通課題の視点

①食糧の生産・流通分野における資本企業のシェア拡大、これによってもたらされる

◎生産者手取部分の減少 ◎生活者支出の増大 ◎安全性への不安増大

②産業活動の無秩序な拡大、これに起因する一次産業の生産環境の破壊と生活環境の悪化

③協同思想の軽視風潮がもたらす

◎精神の貧困化 ◎教育のひずみ ◎富の偏在

2. 提携の視点

①運動上の提携

◎情報の交換 ◎イベントの共催 ◎広報活動の展開 ◎生活・生産環境の保全 ◎政策要求

②事業上の提携

◎食糧の生産と消費 ◎金融 ◎生活活動 ◎厚生

3. 組織づくりの視点

①広島県協同組合間協同推進協議会（仮称）の設置

懇話会では各代表から提携・関係強化に積極的な賛意と期待が表明され、連帯の輪を広げ

ていくことで全員の合意が得られた。以降、各団体で部長レベルの事務局担当者を決め、中

央会が事務局をもって組織づくりの準備を進める。

昭和59年 8月 10日

その議を経て「広島県協同組合連絡協議会（HJC）」を結成すること、及びその規約案な

どが決定された。

各団体の部長クラスで構成する「幹事会」を開催

昭和59年 9月 13日

第 1回委員会を開催し、役員が互選された。協同組合間協同活動の第一歩と考えられ

ていた組織づくりができ、この組織を中核として協同組合運動の飛躍的な強化を着実

に実現していく方途が講じられることになった。

「広島県協同組合連絡協議会（HJC）」が誕生

平成17年

「広島県協同組合学校’05」を開校（上期4回・下期1回 /開催）

「広島県協同組合連絡協議会20周年記念行事」を開催

平成19年

「協同組合学校’07」を開校（4回コース）

◎委員長/中央会会長 桑田 束稲

◎副委員長/漁連会長 三浦 裕直

◎副委員長/生協連会長 木村 冨十四

◎監査委員/酪連会長 山本 勉

◎監査委員/森連会長 安井 耕造



平成26年 3月

「協同組合学校」を開校

平成22年 12月

「2012年国際協同組合年ひろしま実行委員会設立準備会を立ち上げる

平成23年 4月

「協同と地域コミュニティの再生」をテーマに掲げ、協同組合組織にマスコミ、社会福

祉法人、NPO法人などの参加を得て設立する。

「2012 国際協同組合年ひろしま実行委員会」を設立

平成23年 7月

「2012 国際協同組合年ひろしま」キックオフ大会を開催

以降4つの研究会に分かれて学習・研究を重ねる。

◎第1分科会/食料自給に向けて地域で取り組む

◎第2分科会/環境・森林保全に向けてエネルギー自給に地域で取り組む

◎第3分科会/つながり（福祉）を地域で築く

◎特別研究会/平和に向けて地域から取り組む

平成24年 7月

「2012 国際協同組合年ひろしま記念大会」を開催

ＪＡや漁協、森連、生協連など約500人が参加。各分科会・研究会ごとに学習・研究

に基づいた行動計画を報告し、協同組合が担う役割について理解を深めるとともに今

後進めていくべき方向性を確認。

※各分科会・研究会の研究、学習成果や行動計画の具体化は、広島県協同組合連絡協

議会へ引き継がれることとなった。

平成27年 7月

「広島県協同組合連絡協議会（HJC）」設立 30 周年

協同組合組織の連携強化に向けたアピール採択。

※出典/「中央会30年史」「中央会60年史」より

平成29年

FM ちゅーピーラジオによる情報発信

平成30年 7月

「日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会センター事業団」が加入

HJC構成組織の役職員が、月替わりでＦＭちゅーピーラジオに出演。各組織が取組む

事業を通じて「協同組合」に関する情報を発信した。

災害発生時や防災にかかる協同組合の役割と連携について

　広島県協同組合連絡協議会講演会の開催にあたり、一言ご挨拶を申しあげま
す。本日はお忙しい中、先程の第 �� 回通常総会に引き続き、シンポジウムを開
催いたしましたところ、多数の方にご出席いただき、誠にありがとうございます。
　さて、���� 年に国際協同組合同盟（ICA）が毎年 � 月の第 � 土曜日を「国際協
同組合デー」と定めて、今年で �� 回目を迎えました。今年の世界共通のスロー
ガンは「協同組合は働きがいのある人間らしい仕事（ディーセント・ワーク）を
実現します」となりました。このテーマは、「持続可能な開発目標」（SDGs）の目
標 �「ディーセント・ワークと経済成長」に関するものとして選ばれました。また、
今年は、「ディーセント・ワーク」の普及に尽力し、国際協同組合同盟（ICA）とも
密接に連携している国際労働機関（ILO）が設立 ��� 周年を迎えるため、それも
反映したテーマとなっています。そして、こうした協同組合の意義を再認識する
日が「国際協同組合デー」といえます。
　一方、今年の国際協同組合デーである � 月の第 � 土曜日は、� 月 � 日であり、
西日本豪雨災害が発生してから１年を迎える日となります。復旧復興はまだま
だ道半ばではありますが、我々協同組合は、被災直後より組合員や地域住民の避
難生活の支援や、生活や生産基盤の復旧復興に取り組んで参りました。また、今
日に至るまで、各団体がそれぞれの組織の特徴を活かした支援活動に取り組ま
れ、組合員や地域住民から大きな信頼を寄せていただいていると聞いております。
　本日のシンポジウムでは、「災害発生時や防災にかかる協同組合の役割と連携
について」をメインテーマに、そうした各団体の復旧復興に向けた支援活動や

「防災」に対する取り組みについてご報告をいただくことにしております。また、
本日は、業務ご多忙の中お招きいたしました広島大学大学院　統合生命科学研
究科 准教授 細野 賢治様に加わっていただき、各方面からの示唆に富んだ鋭い
切り口から「今後、協同組合間協同で何ができるか」についてコメントをいただ
き、参加者一同で有意義な検討ができればと考えておりますので、よろしくお願
いいたします。
　最後に、本日ご参集の皆様のご健勝と、各構成団体、本協議会の益々の発展を
ご祈念いたしまして、甚だ簡単ではございますが、開会の言葉とさせていただき
ます。

「国際協同組合デー記念」 HJC シンポジウム「国際協同組合デー記念」 HJC シンポジウム

開会のごあいさつ

会長 忠末 宜伸 氏

広島県協同組合連絡協議会



西中専務　私たちの組織は酪農の専門農協として平
成 �年 � 月、ちょうど �� 年前に誕生しました。�� の
専門農協により合併したわけですが、�年前の豪雨災
害によって組合員から賞賛の声を逆にいただいたこ
とが宝になっています。
　酪農家が生産している生乳を県内から集荷してい
ますが、特に三原から世羅、あるいは上下、福山といっ
た地帯の東部地域、ここは日常約 ��t の生乳が毎日出

実践報告 〈西日本豪雨災害での対応と課題〉実践報告 〈西日本豪雨災害での対応と課題〉

『災害発生時や防災にかかる協同組合の
 役割と連携について』

広島県生活協同組合連合会   代表理事専務 高田 公喜 氏コーディネーター

広島県酪農業協同組合 　　  代表理事専務 西中  晃  氏パネラー

広島県漁業協同組合連合会 　　  専務理事 渡辺 雄蔵 氏

広島県森林組合連合会　　　業務企画部長　　　　山岡 健史 氏

日本労働者協同組合連合会
センター事業団中四国事業本部      本部長 竹森  鉄  氏

広島県農業協同組合中央会　　   常務理事 横山 英治 氏

高田専務　西日本豪雨災害からちょうど � 年になり
ますが、災害が起きたとき、協同組合の仲間としてど
んな取り組みや苦労があったのか、どんな課題がある
のかと疑問を持っていました。今回、一堂に会してそ
れぞれが取り組んできたことをもう一度おさらいを
する中で、将来に向けて私たちができることを少し
探ってみたい、このような趣旨で今日のシンポジウム
の開催に至りました。それでは、それぞれの団体の方
からご報告をいただきたいと思います。

■広島県酪農業協同組合の実践報告

てきますけど、未曾有の豪雨に見舞われ、関連会社の
山陽乳業への道が閉ざされました。また、集乳業務を
委託している運送業者の車両がすべて浸水の被害に
あい、集乳ができない。実は朝 � 時半から集乳車両が
動きますが、「さてどうしたものか」と電話が朝 �時過
ぎに私の方へかかってまいりました。職員に緊急連絡
をし安全確認の上、職場に集合しようと呼びかけ、そ
れぞれ組合員の酪農家に電話をいれ、通じるところ、
通じないところがありましたが、まず周辺はどうか、
一方で職員も全員来れるかどうかということで、身の
安全を確保しながら集まり、災害対策本部を立ち上げ
ました。
　結果、一滴の生乳も廃棄することなく約 ��t を集乳
できました。多いところでは � 日約 ��t の生乳を出荷
されます。手分けしてあらゆる力を結集して集乳業務
にあたりました。深夜を徹して集乳し、三次に生乳を
備蓄するクーラーステーションというのがあって、一
旦ここに集めるのですが、これが �、�日延びていくと、
乳はタンクに貯められるけど次の乳業工場に送れな
い。中国生乳販連という組織がありますけど、協同組
合の力を発揮して結果的に生乳を一滴も捨てること
なく、山陽乳業以外の乳業にも引き受けてもらい、こ
の近くでは大山乳業を含めて送ることができました。
　酪農家からは集乳時間が遅れるので「早くしてく
れ」、「どうなっているのか」とお怒りとも、悲痛な声と
もとれる声がありました。「もうしばらく待ってくださ
い。広酪としても頑張ってます」と伝えましたが、「わし
らも頑張っているんだ、何とかせえ」と生々しい声があ
る中で対応してきました。昨今、改正畜安法という法
の下で自由に乳の売り先が選べるというようになっ
てますけど、今回のことで組織力が発揮できたという
点は、生乳出荷先として広酪を選んでいただいた組合
員の方に多少なりとも応えられたかなと思いました。

広島大学 大学院 統合生命科学研究科 准教授 細野 賢治 氏コメンテーター

広島県酪農業協同組合

西中 代表理事専務

広島県生活協同組合連合会

高田 代表理事専務

「一滴の生乳も廃棄しないため、
  あらゆる力を結集」

■広島県漁業協同組合連合会の実践報告 されてましたが江田島までの道中は片道 � 時間を超
える道路事情でした。
　各団体でも独自に対応がとられまして、信漁連につ
きましては衛生関係物資のハンドソープや飲料水、軍
手などの提供を行い、土砂流入によるゴミ処理の作業
にかかる処分費用の負担も行なっております。漁船保
険組合においては、大量のゴミや流木が海に流入し、
漁船や網などが被害にあうことを防ぐため、海上清掃
作業にかかる費用の助成をしました。一方漁業施設の
被害については牡蠣の抑制棚が被害にあいました。黒
瀬川の下流では阿賀、広地区の牡蠣の生産者が抑制棚
がそこに展開していますが、壊滅的な被害を受けたと
いうことで、国や県などによる西日本豪雨災害にあっ
た生産者にグループ補助金を活用した復興支援を利
用した、施設の建て直しも現在実行されています。
　このような災害をきっかけに、大規模災害に関する
危機管理体制の構築の必要性を感じ、今、大規模自然
災害に関する危機管理マニュアルを作成しています。
　西日本豪雨災害では未曾有の大被害をもたらしま
したが、漁業に関しては悪いことばかりではありませ
んでした。広島湾において牡蠣の種とり作業である採
苗作業がこの時期にあるんですが、平成に入ったとき
から採苗が不調な年があり、平成 �� 年は過去に例が
ないほどの不調で行政を含む関係機関で対策が行わ
れました。窒素、リンという栄養が大量に海に流れ込
んで、牡蠣の採苗につきましては �� 年ぶりとなる大
量採苗になりました。また、県の東部では片口鰯漁が
�億円を超える水揚げで、�年ぶりにちりめん漁が復
活したということです。今後の自然災害に対する対応
について、検討事項はありますが自然を生業として
いる団体ですのでしっかり対応していきたいと思い
ます。

広島県漁業協同組合連合会

渡辺 専務理事

「被災地の生活衛生面を考え、
  所有するトラックで水を配送」

渡辺専務　昨年の � 月 � 日から断続的な集中豪雨が
発生しましたことは、ちょうど � 年前ということで、
記憶の方も新しいんじゃないかと思います。私ごとな
がらこの時期、� 月 �� 日から � 月 � 日まで入院して
おりました。テレビなどを通じて被害の実態が明らか
になるにつれ、ただごとではないということが伝わっ
てきました。組合員に直接的な被害状況の確認を行う
ことと関係施設の被害状況の聞き取りを行い、ライフ
ライン、道路事情の確認をし、今現在連合会として何
ができるのか考えました。
　組合員には直接的な被害はほとんどなかったんで
すが、個人では家屋への被害、床上浸水などがありま
した。呉・江田島地区及び尾道・三原地区については
断水による影響がありまして、それが確認されこの時
期 � 月ということで夏場による影響があるというこ
とで、水の供給がないと生活衛生面に多大な影響が考
えられることから、所有している �t トラックに搭載
された �t 水槽を利用して、広島市水道局の協力のも
と月曜日より江田島地区へ水道水の配送を行いまし
た。しかしながら道路が至るところで寸断され、国道
�� 号線は不通になっておりまして、熊野道路が解放



「避難所での生活用品の整理に役立つ
  スギの間伐材を使った“組手什”を配布」

■広島県森林組合連合会の実践報告

広島県森林組合連合会

山岡 業務企画部長

山岡部長　広島県林業関係団体の � 団体で森林林業
の立場から何か支援ができないかということで、緑の
募金事業を活用し、国土緑化推進機構と連携して、国
産スギの間伐材を使用した組手什（くでじゅう）を
使った組立棚を提供しました。平成 �� 年 � 月から ��
月にかけて、配布希望のあった熊野町、坂町、三原市の
各避難所に配布しておりました。組立棚は大と小が
あって、� 月 � 日に熊野町の町内避難所に大を �� 個、
� 月 �� 日に坂町の小屋浦避難所に大を �� 個と小を
�� 個、�� 月 �� 日に三原市の沼田西町仮設住宅に小
�個を配布しております。
　組手什という言葉がなかなか耳慣れないんですが、
木材の窪みと窪みを組み合わせて、重ねていくことで
一つの大きなモノが出来上がる組立棚です。大の出来
上がりサイズは高さが ��cm、長さが ���cm、棚の奥
行きは ��cm です。小は長さが ��cm のものを作製
して配布しています。
　組手什で出来上がった棚は、避難所で生活されてい
る方の生活用品や身の回りのものなどを整理するた
めに活用され、また、隣の方との間に設置することで
プライベートの確保にも役立っておりました。この棚
は部材の組手同士を組み合わせるだけの棚なので、釘
を使わないため工具を必要とせず、組み立て時に大き
な音を出すこともないことから、避難所で休まれてい
る方もおられるなか、スムーズに作製することができ
ました。作製した棚は組み直しも自由にできるので、
避難所の方の要望や避難所の条件によって大きさの
違う � 種類の棚を設置しました。避難所で使わなく
なった場合、仮設住宅や学校、公民館などで再度棚や
下駄箱に再利用することが可能です。
　広島県林業関係団体の � 団体の職員と広島県林務
関係職員のOBも加わっていただき、資材の搬入から
棚の組み立て、設置までを行いました。
　広島県森林組合連合会では県内の林道が豪雨によ
り災害を受けたため、その測量の補助として流木の撤

去整備を平成 �� 年 � 月から � 月に行いました。また、
旧安芸郡管内の市町と連携して民家に流れ込んだ流
木の撤去、県道に倒れそうな流木の伐採などを平成
�� 年度末までに行うなど、さまざまな支援に取り組
みました。

日本労働者協同組合連合会
センター事業団中四国事業本部

竹森 本部長

「東北の震災時の経験を活かした、
  ボランティアセンターの立ち上げ」

■日本労働者協同組合連合会
　センター事業団中四国事業本部の実践報告

竹森本部長　豪雨災害に関して、大きく分けて �点取
り組んでいます。一つは被災した組合員ですとか関係
する機関、団体への物資の直接的な提供。� 点目は土
砂の撤去を含めたマンパワーの支援、� 点目はコー
ディネートしていく活動です。
　南区似島地域での活動ですが、私たちワーカーズ
コープは �年前から広島市から委託される形で、地域
でそして、協同で街づくりとか地域おこしをしていく
団体を立ち上げているんですが、似島で「サンセット
ビューにのしま」という団体を立ち上げています。
　�月�日、災害が起こったあと、週明けの月曜日だっ
たのですが、サンセットビューの方に連絡をすると、
土砂災害でひどい状況だということで、現地にすぐ向
かいました。そのときにボランティアセンターの立ち
上げも進んでいないにも関わらず、島外から支援をし
ようとする人たちが集まりだしていました。その人た
ちがどこで土砂を撤去すればいいのか、そして皆様も
活動をされている中で感じられていたと思うんです
が、酷暑であったので体調管理をどうするか、そうい
うコーディネートする人材が島内にいないというこ
とが分かりました。そのとき、似島にいたワーカーズ
コープのメンバーの中に東北の震災の時にコーディ
ネートを経験した人がいたので、そこでボランティア
センターの立ち上げを早期に行わなければいけない
ということで、事務局を社協さんともお話をして立ち
上げました。最盛期には ��� 名弱の方が島外からボ
ランティアに来られました。
　�点目は、介護や子育ての事業を県内で行なってい

広島県農業協同組合中央会

横山常務理事

「ＪＡグループの総力を挙げて
  農業関連の復旧や地域の生活を支援」

■広島県農業協同組合中央会の実践報告

るんですが、そこで被災した組合員に、物資を届ける
ということや土砂が流入した家の土砂を撤去すると
いう取り組みを行いました。安芸区では体験農園をや
るということで立ち上げた団体のところの土砂を撤
去したりもしました。
　似島での活動で感じたことを挙げると、災害ボラン
ティアや NPO 支援センターの経験のある職員がい
たために、ボランティアセンターの立ち上げや受け入
れ体制が整ったというところがあるんですが、実はそ
の他にも区単位のボランティアセンターは立ち上
がっていたんですが、地域単位ではボランティアが必
要なのに受け入れられない状況があるなかで、ボラン
ティア支援センターを立ち上げるマンパワーが不足
していたのではないかと思いました。現地に行ってみ
ると支援するにも、必要な物資がほとんどない。ス
コップがない、手袋がないという状況。水がない、飴が
ない。それを島外から持ち込まないと、ボランティア
の人たちの受け入れ体制を整えることができない。
　似島は、平日の日中は現役世代の人たちは島外に仕
事に出ていかれます。島の中は高齢者の人たちばっか
りになってしまう状況を目の当たりにして、そこの支
援ということも復旧後には考えていく必要がありま
す。ワーカーズコープでは、被災後の地域活性化支援
計画として「にのしまハウス」と名付けて似島の空き
家を活用して地域の人たちの活動する場所を作ろう
という取り組みも考えています。

よると約 ��� 億円余りの被害があったということで
す。
　ＪＡグループとしましては、緊急対応として厚生連
病院から緊急医療チーム DMAT の出動であったり、
ライフラインとしての移動金融店舗、移動購買車両の
対応、もちろん支援物資の提供、パンや水、軍手、ス
コップなども必要に応じて対応させていただきまし
た。また、全国からもこれまでの東日本大震災や熊本
地震といったときもＪＡグループで支援隊というの
を組んでいますけども、広島においても他県から延べ
��� 名、本県と合わせて ��� 名の農業関連の復旧作業
の支援をさせていただきました。義援金も HJC の構
成団体からも頂戴し、全国から � 億 �,��� 万円余り
の支援金をＪＡにお配りしたとともに県域の支援策
についても活用させていただきました。
　このたびの災害は、広範囲でありました。人命が優
先されるので、農地、農業関連の復旧・復興は遅れて
おります。今日の新聞にもありましたように、農業関
連の復旧に向けた工事の着工率が � 割にも達してい
ないということです。市町によっては �％というとこ
ろもあります。予算についても国の方は � 年計画とい
うことで、長期的なスパンで復興支援をしていく必要
があるんじゃないかと感じています。
　ボランティアの派遣についても、被災地にはいろん
なニーズがありますけど、「うちの方はまだ大丈夫だ
から、よそを優先させてください」とマッチングがう
まくいかず、全国の方から「ボランティアを派遣する
ぞ」と言われても、マッチングのジレンマを感じまし
た。
　暮らしの面でいうと、役職員は地域の中の消防団で
あったり、自治体の役員というものをされている方が
多いので、組織を超えて地域の中での支援として活動
してましたが、とりわけＪＡには女性部という組織が
ありまして、暮らしの中で単位ＪＡ域を超えて安否確
認であったり、困りごとの確認をされていち早くＪＡ
域を超えてタオルを送ろう、炊き出しをしようと高齢
者の集会所への配食をされ、協同組合間の連携ができ

横山常務　県内 ��ＪＡと連合会、中央会、広酪さんを
含めましてＪＡグループ広島として取り組んできた
ことをお話させていただきます。農業関係につきまし
ては広範囲に被害がありまして、田んぼや畑への土砂
の流入、農地が �,��� ヶ所以上、農道や水路、溜池、公
共農業施設が �,��� ヶ所以上とさまざまな被害があ
りました。組合員さんの農業倉庫であったり、農機具、
ビニールハウスなどの被害を含めますと、県の集計に



たのでないかと思っています。
　ＪＡ呉の天応支店では � 階を無料託児所として開
設し、紙芝居で楽しませるなど、「子どもおたすけ隊」
として地域の暮らしを支援しました。このような協同
組合間の連携は普段から近所づきあいのようなおつ
きあいがないと、お互いが助けを求めたり援助したり
が難しいんじゃないかと思います。普段から HJC の
協同組合間、地域においての連携の必要性を感じてい
ます。

■広島県生活協同組合連合会の実践報告

「二次被害を防止、ボランティアの
  健康管理を担う看護師を派遣」

高田専務　広島県と災害時における物資調達に関す
る協定を結んでおりまして、協定に基づいて �週間ほ
ど私どもの職員を県の方に派遣しました。物流関係は
トラック協会さんが対応されました。物資を調達する
専門家として協力をさせていただきました。全国の生
協の仲間から � 億 �,��� 万円余りの義援金が集まり、
広島県に贈呈させていただきました。
　初動対応ですが、災害時の支援として全国から看護
師が駆けつけてくれました。��℃を超える酷暑の中、
ボランティアの方も全国から来られて休みもしない
で作業をしてもらっている、これを誰も止めることが
できないわけです。そうすると二次被害が起こる可能
性があるということで、そのボランティアの方の健康
管理のために、看護師の方を送り込んでいただきまし
た。先ほどからあるようにボランティアの受け入れが
非常に大変なので、ボランティアセンターの運営ス
タッフとして職員を派遣しました。
　災害にあった多くの地域では、水はどうなんだ、食
料は足りているのかと、緊急の物資はお届けしました
が、日常生活を送っていくために欠かせない食料品、
日用品をお届けするために、移動販売車は今も活躍し
ています。さらに、広島県でも関連死が �� 人いらっ
しゃり、生協の店舗で健康チェックにも取り組みまし
た。これは医療生協から来ていただくことで対応し、
非常に喜んでもらいました。仮設住宅で炊き出しを
やったり、年末には仮設住宅にお餅やミカン、折鶴カ
レンダーを届けるなどの取り組みを行いました。

高田専務　� 年経って災害を振り返ってみて現場で
はいろんなジレンマがあったかと思います。ジレンマ
というのは「こうすれば良かったんじゃないか」、ある
いは「こういう教訓があるんじゃないのか」、そういっ
たことを、皆さんから一言ずつコメントをいただきた
いと思います。

西中専務　ライフラインの機能が滞った場合、電波が
届かない状況、携帯電話、スマホもですけどそんな中、
身の安全をどういう風に確保していけばいいか。集乳
車両に職員がいっしょに乗務する際に、知らない道を
走るリスク、その辺りをどうすればいいのかというの
が今後の課題です。
　実は私も救援物資を送るために道路を走っている
最中、後ろで土砂が崩れたというのをまざまざと体験
しています。本郷に向かうフライトロードですけど、�
月 � 日は通れたが、その翌日まで晴れ間だったのに道
路が陥没していました。ややもすると、走っていて陥
没したら命に関わることになりますのでその時、本当
に走らせても良かったのかどうかは、後になってみな
いと分からないことがあります。

災害支援活動でのジレンマについて

高田専務　同じことが生協でもありました。いち早く
組合員のところに物資を届けるということが使命な
んですけど、それを届ける危険性を今回ほど感じたこ
とがないというのがジレンマでしたね。

すが、坂町の小屋浦の方へ行きましたけど、資材だけ
でも �t 車 � 台分くらいになります。組み立ても一つ
あたり � 人組で �� 分から �� 分、大きいものを作れ
ばそれ以上もかかるということで、人がそういう緊急
のときに集まりにくいということで、作製時に人が不
足していると感じました。早くというかなるべく同じ
時期に作らないと、避難をされている人から「私はま
だもらえないのか」との声があがってきます。一生懸
命作りながらも少し迷惑をかけたのかなと感じてお
ります。

高田専務　日常から人の体制はギリギリの状態でさ
れていると思うのですが、ましてやこういう大きな災
害が起きたときに多くの方が求めることに対して、そ
れが充分にできないし、大きなジレンマになるという
ことですね。

竹森本部長　自分たちだけで解決しようとしていた
なとすごく感じています。「困った」と他の団体さんに
発信できずにいました。ボランティアの人たちはやる
ぞという気持ちで来られていますので、健康度外視で
やられている中で、生協さんの看護師を �名でも応援
で来ていただいてですね、医学的な見地からそれは身
体に悪いからダメなんだよとお話ができていたら、ま
た違っていただろうなと思います。
　畑の流木についても、重機が入れられないので撤去
できなくてチェーンソーで切らないと運びだせない
んですけど、そのとき例えば、森林組合さんにお願い
してチェーンソーが使える人に来てもらって切って
もらうことができれば、もっとスムーズになっただろ
うし、困ったことを発信できるようになれば、もっと
具体的で能動的な活動、そして、連携ができたのかな
と思いました。

渡辺専務　私の方では水を供給したりしたわけです
が、市の方へは飲み水、ペットボトルなどは対応して
いますが、食器を洗ったり、洗濯をしたり、トイレの問
題とかそういう水が重要だと認識しました。それと、
水って本当に重たいんですね。住民の方がバケツとか
いろんな容器を遠いところから持ってくるんです。そ
れを今度は自分の家に運ぶのがまたすごく大変だっ
たなと感じました。危機管理に対する初動体制を日頃
から考えておかないと対応できないなと思いました。

高田専務　リスク管理ということと、もう一つは発生
した後のクライシス管理の両方が求められるのが災
害だと思います。予防については後ほどご意見をいた
だきたいと思います。

山岡部長　私も組立棚を実際現場で作製したわけで



にくいんですが、そこで例えば「流木については森林
組合さんに電話してみよう」とか「看護師さんがいた
らいいな、生協さんに頼んでみよう」とか、そういう発
想になるように普段から関係性をもっておくのが大
切だと感じました。
　HJC さんは昔から関係性を大事につなげて活動を
されていて、これは全国でも稀な取り組みだとお聞き
しているんですけど、それでも緊急時になると「自分
たちだけで何とかしよう」となってしまうので、そこ
の関係性をどう広げていくか、ネットワークをどうつ
くっていくかを考えていく必要があるのかなと思い
ました。

ち協同組合がこのようなテーマでシンポジウムを開
くのは初めてです。協同組合のネットワークを通じて
いろんなことが考えられるんじゃないかと発想を持
たれているんじゃないかと思っています。その点につ
いて、こんな課題があるということでも結構ですし、
あるいは具体的なご提言など、それぞれ一言いただけ
ればと思います。

横山常務　協同組合間の連携については、身近なとこ
ろでできるところを一つずつ積み重ねながらやって
いけばいいと思います。今回思ったのは、大きく構え
過ぎかもしれませんが、水害について山に雨が降って
川下に流れていくわけですが、山でも保水能力があっ
たり、田んぼに流れてそこがダムの機能を果たしたり、
あるいは川から海へ流れていって涵養していくとい
う機能、それぞれに多面的な機能があるわけです。
　HJC を構成している森林組合さん、漁協さん、農協、
また、我々も消費者の面、労働者の面もあるというこ
とで、「HJC の構成団体が互いにどんなことを今やっ
ているのか」、自然災害を未然に防ぐ意味でも、中山間
地域が荒廃していってますけど、そういったことをお
互いが協同作業で「現状どうなっているのか」、「そこ
へ手を入れたらこういうことがあるのではないか」と
相互理解をしていくような取り組みを、大きく構えず
小さなことを現場に出て行ってやることが大事でな
いかと思います。
　今日はＪＡビルの中で議論をしていますけど、それ
ぞれの現場に行ってこういう議論を現地を見て、実感
しながら進めていけたらいいのではないかと思いま
す。

高田専務　はい、ありがとうございます。具体的な連
携ということで水をキーワードにしながら協同組合
間でいろんな取り組みができるんじゃないかという
ご提言でした。それに関連したコメントを、漁連さん
いかがですか。

広島大学 大学院
統合生命科学研究科

細野 准教授

高田専務　連絡協議会らしい発言を聞けるように
なってきました（笑）。さらに期待を高めて、中央会の
横山常務さんお願いします。

横山常務　ＪＡグループとしては営農復興を � 日で
も早くということで取り組みました。農家組合員の中
には「田んぼを早く復旧したい」と言われる方もおら
れますし、「いやいや今それどころじゃない、家の方が
大変なんだ」とか、いろんなニーズがあって…、中央会
の方では営農の方に力点を置きすぎていたところも
あります。暮らしのところをもう少し支援できればと
感じています。例えば、給水車から先の自宅までの水
を運ぶとか、暮らしの視点をもう少し入れておけばよ
かったんじゃないかと思いました。
　営農の復興ですが、「今年は売れないけど来年はど
うなるのか」、「収量は落ちるんじゃないのか」、その辺
のケアを考えた営農復興計画を示して、農業をやめる
人が一人でも少なくなるような施策をもう少し早く
まとめられればよかったのかなと思います。

高田専務　広大准教授の細野さん、ここまで聞かれて
何かコメントをいただきたいのですが…。

細野准教授　皆さんのお話をお聞きして、いくつか整
理をした方がいいなと思ったのが、災害発生時の初動
の対応です。先ほど高田専務が組合員に支援物資を届
ける際に二次被害のリスクがあるという点で、やはり
自分の身を守るというのと、それと同時に助け合いと
いうのが大きなジレンマになるんだというご指摘を
されました。このようなことから、災害発生時にどの
レベルでどういう対応をするのか、事前に皆様で考え
ておいた方がいいのかなと思います。
　また、先ほどワーカーズの竹森本部長さんがおっ
しゃった、問題を自分たちだけで解決しようとして他
者に相談する発想がなかったことも注目したいです。
普段おつきあいしていても、緊急時には「あ、あの人も
しかして知ってるんじゃないか」という発想にはなり

渡辺専務　片道 � 時間、当初は � 往復位できるかと
思っていたんです。とてもじゃないけど � 日 � 往復、
道路事情が悪い。基本的な復旧はまだまだというとこ
ろでしょうか。

高田専務　森林組合さんはいかがですか。

山岡部長　皆さんのいろんな意見を聞かせていただ
いたんですけど、先ほどの「流木の処分を森林組合に
頼めばよかった」と、それぞれの団体さんがそれぞれ
得意の分野をお持ちだと思うんです。どなたか窓口が
しっかりしておれば、横のつながりのネットワークづ
くりにつながります。組手什であれば機械も工具を使
わず作れるものでしたから、誰でもできます。それら
の情報が共有できれば一番いいのかなと感じます。

高田専務　突然のフリでしたがコメントいただき、あ
りがとうございます。被災された皆さんの日常生活と
いうのは新聞などで報告があるように道半ばです。仮
設住宅からなかなか出られないという方が大勢い
らっしゃいます。なんとか普段の生活に早く戻ってい
ただくために、引き続き支援活動が必要ですし、また、
私たち協同組合として、地域づくりや地域貢献という
視点での取り組みが大事だと思います。
　先ほどからいろんな意見をいただきましたが、私た

協同組合の役割と連携について

高田専務　全国からこの初動対応のときの水をです
ね、特に夏場ということで、一番必要とされるのがま
ず水です。そういうところを連携してできるようにな
れば本当に喜んでもらえる取り組みになると思いま
す。続いてワーカーズさんはどうですか。



竹森本部長　災害が起こったときに感じたのは、地域
のリーダーとなる組織がないなと感じました。そこの
中核になる人材を含めてなんですけど。少子高齢化が
進んでいく中で、担い手をどう作っていくのかが大き
なテーマだなと思って、今こそ地域の協同体づくりを
協同組合として取り組んでいくべきじゃないかなと
大きく感じています。

リーを持っていますので、早く段取りができます。
　もう一つ大事なことは復興にあたられた特に女性
の方のトイレの問題です。実体験として申しますと、
私たちの関連会社山陽乳業が浸水して役職員総出で
復旧作業に取り組む際、水がない「トイレが欲しいで
す」との要望を受けました。作業以前に、「とても今の
状態で復旧作業に入れません」ということで、私たち
の方で三次から数台のトイレを持って行きました。こ
れはレンタルです。それと発電機、高圧洗浄機、このよ
うなあらゆる資材提供ということで協力できる可能
性があるんじゃないかと思います。

高田専務　ここで、いいご提言をいただきました。私
も皆さんの発言を受けて思ったのは、協同組合がそれ
ぞれ持っている資源インフラがあるんですけど、まだ
まだ共有化されていない。あそこに言えばすぐに調達
できたのに、という情報交換がまだまだ不十分という
ことを認識しました。持っている資源を有効的に活用
できるようなネットワークづくりが課題だろうと思
います。
　もう一つは情報センター機能が必要じゃないかと
思うんですね。今どんな状況に置かれているのか、状
況を知るだけでも動きが変わってくる、そんなことが
実はあったんですね。私ども連合会でも情報を流しま
すが、それに対して応えてもらえる。例えば医療セン
ターでは「看護師を派遣しましょうか」と。情報を発信
する機能が大事です。結果的には地域のニーズ把握に
もつながっていくんじゃないかと思いました。

高田専務　大事なご指摘ですね。私たち協同組合は共
助の組織ですから、ちょっとしたボランティアの組織
をネットワーク化できることがあれば、災害の初動を
かなり協力的にできるんじゃないかと思いますね。山
岡部長さんご提言とかございますか。

山岡部長　基本が助け合いということですから、助け
合わないと、協同組合の理念ですのでそれぞれの立場
でそれぞれが何かができることを考えていかなけれ
ばいけない。初動のときに何ができるかということが
頭に浮かばない、対応できないというか、そういうこ
ともあると思います。連絡を密にして声をかけること
で、対応できて助け合えると思います。

高田専務　では、渡辺専務さん。

渡辺専務　協同組合のネットワークとしてどういう
ことができるかということです。各組織で強みがあり
ます。それをどういう風に利用しあって、すぐに対応
はできないかもしれないですけど、一回落ち着いたあ
とに冷静に考える、事前の話し合いも必要でしょう。

西中専務　協同組合の連携は、ネットワークというの
がポイントということで理解しております。私たちも
何ができるのか、先ほど水というのがキーワードにな
りました。仮にどこかの拠点、例えばワーカーズさん
がボランティアセンターを立ち上げたとして、そこで
「水が必要なんです」、「量はこれだけいるんだ」という
ことでメッセージを寄せていただくと、タンクロー

細野准教授　本日の HJC シンポジウムでは、災害発
生時や防災にかかる協同組合の役割と連携について
考えるということで、壇上におられる皆さん方が、実
際に起こった出来事についてどのように考えてどの
ように行動されたかということを生々しく報告して
いただきました。かなり具体的に行動されておられ、
また、皆さんそれぞれが協同組合の精神に基づいて行
動されているなと強く感じました。協同組合の精神の
一番大事な理念の一つに相互扶助というものがあり
ますが、皆さんはそれを念頭に置かれて行動されてお
られ、基本理念を外さない行動というのが状況をより
よい方向に導いていくのだなと感じました。協同組合
であることの重要性がここで発揮されているのかな
と思いました。
　皆さんの発言の中の情報をつきあわせて、分かった
ことがいくつかありました。まずはそれぞれの団体が
それぞれの強みを持っておられる。しかしながら、そ
れを緊急時に機能的かつ効率的に活用するための情
報共有がいま一歩十分ではなかったということです。
それと同時に、まずは自分の身を守るのが最も大事な
のですが、その次に社会とか地域とかそういうところ
に自分たちの力をどう利用してもらうか、また自分た
ちの強みをどう発揮するかという視点が必要だと感
じました。
　協同組合間での情報共有の必要性ですが、横山常務
が「近所づきあいの感じで関係性をもっていくことが
大事だ」というご指摘でした。そのためには、平常時か
ら勉強会などでの顔合わせが大事だと思いました。そ
れこそ飲みニュケーションもいいと思うんです。何か
が起こったときにすぐに電話できるというのは、普段
から親しい関係をもってる人たちだったら「そうだ！
あそこに電話すれば大丈夫だ」と思えるわけで、「あそ
こに電話すると断られるんじゃないか…」と躊躇して

高田専務　今までの論議を踏まえて、もう一度皆さん
からこんなことを HJC で考えた方がいいことや、要
望など一言ずついただきたいと思います。

横山常務　身近なところで県域の団体もそうですけ
ど、地域ごとの協同組合が本当の近所づきあいができ
るような連携、普段から積み重ねて緊急時の連携と
いったものができるんだろうと思います。今日のシン
ポジウムを契機として、それぞれの団体の各会員組織
において連携が広がっていくことが必要なんだろう
と思います。

HJC のこれからに向けて

竹森本部長　今日、繰り返し言われていることですが
情報の発信、集約ということを協同組合間連携の中で
できていくとよりお互いが知り合えて親近感が湧い
て、近づいていくんじゃないかと思います。

山岡部長　やはり情報の共有化、発信・受信そのシス
テムができれば、それぞれの得意分野でそれぞれがで
きることがあるんじゃないかと…。横のつながりの大
切さを感じました。

渡辺専務　確かに、横のつながりが不足していると思
います。そこは今後の課題として早急に改善できるよ
うに取り組んでいきたいと思います。

西中専務　皆さんのご意見の通りだと思います。情報
の発信、集約を元に行動するというコントロール機能、
そういうものが果たせられたらと感じました。



しまわないためにも、やはり関係性を普段から築いて
いく必要があると思います。
　それと皆さんそれぞれの経験から蓄積されている
ノウハウを皆さんで相互に共有することが大事だと
思います。ワーカーズの竹森本部長さんの発表の中で、
ボランティアセンターを立ち上げたときに、東日本大
震災の経験がある人材がおられたということで、立ち
上げに力を発揮されたとおっしゃっていて、ここが大
事だと感じました。皆さんでノウハウを共有するとい
う点で、HJC でぜひ、例えば「ボランティアセンター
をどうやって立ち上げたのか」という勉強会から始め
てはいかがでしょう。また、先ほど横山常務が提案さ
れましたけど、水をキーワードにしての勉強会もいい
ですね。こういうところから始めることが重要です。
最終的には協同組合の精神として、自分たちだけがい
いということは、ここにおられる方は絶対思っていな
いはずです。それを意識的に行動していただくような
環境づくりというのが、ネットワークづくりの一番大
事なところだと思います。

高田専務　まとめていただきありがとうございまし
た。HJC というのは �� 年余りの歴史がございます。
歴史を重ねるのと並行して大事なのは、具体的な地域
貢献ができる、見えることを私たちもやっていかない
といけません。HJC は全国のフロントランナーです。
ベースをいかに具体的な連携協定、具体的な取り組み
に活かしていくかが私たちの責任と思っております。
　協同組合のネットワークについて昼夜問わず話し
合って、�年後には「こんなことをするようになった
のか」と、諸先輩方からも言っていただけるような幹
事会を形成するという決意をあらたにして、締めたい
と思います。（一同拍手）

　HJC は �� 余年の歴史があり、発足した当時は規制緩和が進み、農産物の輸入
自由化、そして地域では過疎化も進み、新しい社会問題が起きた頃でした。発足
直後は、バブルが崩壊し、経済、あるいは地域社会をどのように再生していくの
かといった課題がたくさんありました。その都度、HJC は話し合いながらやっ
てきたつもりです。
　実は自然災害を対象にしたシンポジウムは今日が初めてです。裏を返せば、近
年いかに大規模な自然災害が多発しているのか、もう日常化してきているのか。
長期間、しかも広範囲ということで大変な状況です。一方、協同組合自身も自分
たちの事業をどう継続するのかという課題があります。地域社会の一員として
私たちは活動していますのでどう貢献していくのかと、２つの課題があります。
　今日話を聞いて思いましたが、それぞれ協同組合が資源を持っています。その
さまざまな力を日常的に発信、共有することが大事です。日頃から具体的な活動
を認識していれば対応が違ったものになります。HJC 内での連携はやってきた
つもりでしたけど不十分でした。昨年の豪雨災害ではそれぞれが縦割り的にそ
れぞれの現場で対応したというわけですが、協同組合運動の理解促進、協同組合
間の相互連携というHJC の重要な方針を携えて行動しなければなりません。
　今回、水というキーワードがありました。私たちは生命を維持する上で水はと
ても大事ですし、一方、水がひとたび荒れると人々の命を奪うものにもなります。
そういう水をテーマに自然災害に対してどう連携し関わっていくのか、協議を
重ねるということを事務局がやってくれることを信じております。細野先生も
おっしゃいましたけど、全国の中で広島の活動は先進的だと言われても、私たち
広島にいる人間はあまり感じたことはありません。ただ信頼関係が重要だとい
うことは常日頃思っています。それぞれ悩みを発信したり、共有化するというこ
ともあります。先ほど飲みニケーションという話がありましたけど、�� 回会っ
て協議することも大事ですが、�回の食事会、飲み会でグッと親しくなる体験を
何回もしております。そういう意味では心を割って話し合える、相談できる人間
関係を日常的に、土壌を作っておくことは大事です。
　今日のシンポジウムは、私も勉強することが随分ありました。何度も言うよう
ですがこのようなシンポジウムは初めてです。本日、問題提起があったというこ
とで理解していただき、皆さんも自分の組織に持って帰って今日話されたこと
を報告したり、自分たちで何ができるかということを考えて、そして、HJC の事
務局にもご意見をいただければそれを集約したいと思います。来年はガラッと
変わるという発言がありましたけど、「希望をもってこの �年間で変わるぞ」と、
いい意味で進化することを確認し合い、閉会の挨拶にさせていただきます。今日
はどうもありがとうございました。

閉会のごあいさつ

代表理事会長 岡村 信秀 氏
広島県生活協同組合連合会


