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理念・事業内容
組織概要・歴史・パルシステムグループ

　特集　　パルシステム東京の復興支援活動
	 	組合員参加の支援活動・役職員の支援活動・他団体との連携　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

未来につながる食
安全な「食」を取り戻すために
独自のガイドライン設定・放射能の自主検査・放射能についての情報発信

未来へ続く商品づくり
組合員とすすめる「食」づくり・組合員の声を活かす商品づくり
東京の地場野菜を応援・産直原料を使った加工品の開発

産地とつながる　
組合員と生産者を結ぶ・商品供給を通しての支援・産地と取り組む放射能対策

未来につながる環境
循環型社会をめざして
パルシステム東京エネルギー政策・脱原発社会の実現に向けて
環境マネジメントシステム・2011年度環境活動の目標と実績

一人ひとりのくらし方を見直す
環境キャンペーン・省エネのすすめ・廃棄物を減らす・環境出前講座の開催
石けん利用の呼びかけ・組合員によるＮＯ２（二酸化窒素）測定

身近なところで環境活動
生物多様性保全の取り組み・東京の森林保全

明日をつくる人
地域とつながる
くらしを見直す組合員活動・組合員の活動を支えるしくみ・市民活動を応援・消費者問題への対応
地域とのつながり・他団体とのつながり
福祉事業／デイサービスの拡充・グループホームの開設準備
　　　　　生協らしいボランティアの育成を・地域の見守り活動への参加

平和なくらしを守るために
平和について学ぶ活動・紛争・飢餓・貧困に対する支援活動・大規模自然災害に対する支援活動

運営・管理

資料
2011年度環境に関する監査所見
パルシステム東京エネルギー政策

パルシステム東京 TSUNAGU2012
対象期間　2011 年４月 1 日〜2012 年 3 月 31 日
対象範囲　パルシステム東京
　　　　　 配送センター（17 カ所）／陽だまり（11 カ所）／店舗（1 カ所）／エコ・ステーション（1 カ所）　各事業所の名称・所在地は裏表紙
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 「TSUNAGU2012」の発行にあたり、改めてこの1年を振り返りました。組合員の思いのこもっ
たカンパや物資を被災地に届け、組織の総力をあげて復興支援活動を続ける一方で、組合員や
生産者の不安に寄り添った放射能対策で社会をリードすることができたのは大きな成果です。
  また、12月には、持続可能な社会の構築に向けて、再生可能エネルギー利用のしくみを実現す
る「エネルギー政策」を策定しました。2012年度は、生命とくらしを守る脱原発運動を継続して
いくとともに、この「エネルギー政策」の具体化を検討していく年になります。
  今年は、国際協同組合年。パルシステム東京は、「協同の理念に基づく社会づくり」との生協の
原点に立ち返り、身近なコミュニティを足場に、共生社会の実現に向けて歩んでまいります。この
冊子が、事業や運動とともに、生協と社会を「つなぐ」一冊になりますように。

　3.11以降、パルシステム東京は組合員、役職員が一丸となって被災地、被災者への支援活動
に取り組んできました。被災地でのボランティア活動には、初めて組合員ボランティアが参加。協
同組合ならではの強い絆の力を発揮することができました。2012年度も被災者への継続的な支
援活動、特に福島の子どもたちへの支援活動を行っていきます。
　また、引き続き、食品の放射能対策を強化していきます。放射能にしきい値はありません。パ
ルシステムでは、生産者とともに放射能の低減対策を進めています。国よりも厳しい独自のガイ
ドラインを定め、自前の検査センターでの検査を強化しながら、組合員のみなさんに安全で安心
していただける商品をお届けするための努力を続けていきます。
　協同の力、食の安全・安心。東日本大震災から得た教訓とあわせ、パルシステム東京の理念を
役職員全員でもう一度しっかり共有し、パルシステム東京が一層、社会から信頼されるように進
んでいきます。

原点に立ち返り
共生社会の実現を

生活協同組合パルシステム東京
理事長　吉森 弘子

生協ならではの
力を活かして

生活協同組合パルシステム東京
専務理事　佐藤 功一

ＴＳＵＮＡＧＵ２012（環境・社会貢献活動報告書）発行にあたって
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生活協同組合

パルシステム東京は

食を中心に
「安全・安心なくらし」を
組合員にお届けする生協です。

パルシステム東京は、事業と活動を通して、
社会的な課題の解決や地域社会に貢献します。

「食べもの」「地球環境」「人」を
大切にした

「社会」をつくります

食べものの安全性にこだわり、
生活者のくらしと健康を守ります

日本の食料自給力を強めるため、
生産者とともに産直運動を発展させます

安全・品質・価格・産直・環境面で、
もっと優れた「商品」をつくります

女性の社会参加を応援します

平和、地球環境、福祉、たすけあいの
活動を広げ、地域社会に貢献していきます

2015 ビジョン ＞＞＞
パルシステム東京は、生活協同組合として、
組合員のくらしを多様に創造し、
一人ひとりが輝いているコミュニティづくりと
持続可能な資源循環型社会づくりをすすめます

くらし
●組合員の多様なくらしを、「安全」「安
心」な商品・サービスと事業・システ
ムで支えている

●組合員の活動のネットワークが多彩
に拡がり、多くの組合員の多様な参
加が実現している

パルシステム事業
食の安全・環境に配慮した商品やサー
ビスを組合員にお届けします。事業を
通じ、未来の食や農、環境を考えるく
らし方を提案します

福祉事業
福祉事業所『陽だまり』を拠点に、デ
イサービス、訪問介護、ケアマネジメン
トサービスなどを展開しています

店舗事業
江東区辰巳にある、地域密着型のお
店。店舗2階には、地域の方が利用で
きる、オープンスペースがあります

1

2

3
4
5

地域コミュニティ
●地域コミュニティの活性化と調和に
つながる事業のシステム・ネットワー
クをつくりだしている

●ＮＰＯや行政と連携し、地域コミュニ
ティのテーマとステージを「地域環境」
「地域福祉」「子ども」「高齢者」にひ
ろげている

社会
●農林水産業に協同参画し、『農都共
生』による活力のある地域をうみだ
している

●資源循環型社会システムづくりに、事
業・運動の両面から取り組んでいる

パルシステム東京が　めざすもの

パルシステム東京の　 事 業

パルシステム東京の　理 念

たつみ店『陽だまり』11カ所配送センター　17カ所

私たちは　ともに、くらし、つくる、平和なみらいにむけて
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生活協同組合パルシステム東京

1970年4月1日

理事長  吉森  弘子

専務理事  佐藤  功一

常務理事  辻  正一

業務執行理事  佐藤  健二

東京都全域（島嶼を除く）

682億600万円

1,903人（定時職員含む）

生協＝生活協同組合は、消費者が力を合
わせてくらしを守り、向上させていくため
の組織です。都内にもいくつかの生協があ
りますが、独自の方針や目標で運営されて
います。生活協同組合という大きなつなが
りはありますが、それぞれ別の組織です。

組織概要

名称

設立

役員

事業エリア

総事業高

職員数

パルシステムグループ

50

40

30

20

10

0

パルシステム東京組合員数

2009年度 2010年度 2011年度

（万人）

（2012年3月末現在）

39万人

41万
5,882人

あゆみ

1970年

1988年

1993年

1994年

1996年

1998年

1999年

2000年

2001年

2004年

2006年

2008年

2010年

2011年

辰巳団地生協誕生 タマ消費生活生協誕生

Ｅコープ誕生

ジョイコープ誕生

リユースびんの回収始まる

Ｅコープ、ジョイコープ、
下馬生協、小金井生協の統一で
「東京マイコープ」誕生

初のデイサービスセンター
『八潮陽だまり』開所

初の環境配慮型センター
「多摩センター」開設

商品カタログ
『マイキッチン』
『キナリ』
スタート

赤ちゃんのいる家庭
向けカタログ
『ヤムヤム』スタート。
３つの選べるカタログに。

インターネット注文開始

「東京マイコープ2015ビジョン」策定

「生活協同組合パルシステム東京」に
名称変更

パルシステム東京
創立40周年、組合員40万人に

「パルシステム東京エネルギー政策」策定

組合員30万人突破

　パルシステムグループは、商品開発や仕入れなどを担当
するパルシステム生活協同組合連合会、組合員にパルシス
テム商品やサービスを提供する会員生協、各種の子会社な
どで構成されています。
　パルシステム東京は組合員数、総事業高ともに、グルー
プ内で最大の会員生協です。

ＪＡＳ有機認証取得産地60産地433名
（認証面積967ha全国の約10％）

40万人

総事業高

組合員数

産直産地数

1,410 億1,000 万円

130 万人

378 カ所

産地
・

メーカー

パルシステム
生活協同組合
連合会

組合員会員生協
パルシステム

千葉

パルシステム
埼玉

パルシステム
茨城

パルシステム
福島

パルシステム
山梨

パルシステム
群馬

パルシステム
静岡

パルシステム
神奈川
ゆめコープ

生協＝生活協同組合は、消費者が力を合

「生協」「コープ」はそれぞれ違う

パルシステム
東京

理念・
ビジョン

商品開発・仕入れ
商品管理・物流などを担当

パルシステム商品やサービス
の提供、福祉事業や組合員
活動の支援などを担当
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震災後、パルシステム東京は商品供給の早期復旧
をはかる一方で、生活協同組合としての社会的な
責任を果たすために、積極的に被災地支援に取
り組みました。被災地や被災された方々の
ために何ができるのか、組合員が、職員
が、それぞれの立場で考えながら

行動した１年でした。

パルシステム東京の

復興支援活動

Data
で見る
復興支援
活動

●タオル

被災地・被災者支援カンパ1

●「生協の家」（阿賀野市）を、
   原発事故避難者に開放

● 配送センターなどで産直野菜のチャ
リティーバザーを実施。売り上げは
全額支援カンパへ

● 岩手、宮城、福島の3県から、都内に
避難されている方は、加入されると
パルシステム手数料が無料に

● パルシステム福島の組合員親子を、
東京に招き、休日を過ごしてもらう
企画を実施

1億5,359万1,406円
＊パルシステム・グループ全体で4億29万5,100円

物資支援カンパ2

2,383箱
（約190,640枚）

●石けん 1,196箱
（約598,000個）

●カイロ 764箱
（約152,800枚）

●食料品
調味料、レトルト
食品など

新潟県

東京都

10.5t米
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人と人のつながりを実感
野々山  理恵子　復興支援特別委員会委員長

　組合員を被災地支援に送り出すことについては、内部で
も議論になりました。「もし何かあったら…」と。けれどそ
れ以上に「被災地のために役に立ちたい」という組合員の

声は強く、パル・パラソルカフェには 35 人の募集に 130 人以上の応募があっ
たほどです。帰ってから地域で被災地支援のボランティアを始めた方も多く、新
しく一歩を踏み出すきっかけになったのではと思います。
　一番気になったのは、私たちの支援が本当に役に立っているのかという点でし
た。けれど「震災のことを人に話したのは初めて」「こんなに笑ったのはあれ以
来初めて」とおっしゃる方が多く、人と人とのふれあいの大切さを実感しました。
第三者だから気がねなく話せる、ということもありますね。
　今後は東京に避難されている方の、交流の場づくりなども検討しています。
せっかく支援に応募されたのに抽選にもれてしまった方も含めて、多くの組合員
の参加を期待しています。

公的支援が届きにくい場に
杉澤  芳隆　NPO「難民を助ける会」広報担当

　震災後しばらくは都内でも、被災地に届ける物資の調達
が難しい状況が続きました。そんなとき組合員さんから集
められたという、石けんやカイロなどの提供はとても役立
ちました。その後も調味料や米など、たくさんの食料品を

ご提供いただき、炊き出しや仮設住宅などでのイベントに活用させていただき
ました。
　被災地では今も多くの方々が、日常を取り戻す努力を続けています。当会は
障がい者・高齢者への支援と福島県での活動を中心に、今後も東北三県で復興
支援活動を進めてまいります。今後も支援を継続していきますので、変わらぬご
協力をお願いいたします。

組
合
員
参
加
の
支
援
活
動

役
職
員
の
支
援
活
動

他
団
体
と
の
連
携

ほぼすべての役職員が被災地へ
市嶋  淳一　人材育成課課長

  「復興支援プロジェクト」には、ほぼすべての役職員が参
加しました。被災地支援の体験を多くの仲間が共有したこ
とは、今後のパルシステム東京の活動の大きな力になると

思います。長期の支援期間に、多くの職員が参加したことで、業務にも少なか
らぬ影響が出ました。留守をしっかり支えてくれた職場の仲間や家族にも、感
謝の気持ちを持ち続けてもらいたいと思います。
　また、参加した職員からは「機会があったらまた支援に行きたい」という感
想が、多くありました。継続的な支援という意味で、ボランティア休暇のような
制度も検討していければと思います。

●物資輸送など

人の支援3 車両

8台
職員

33名

●復興支援
　プロジェクト参加者

役職員

474名

●被災地で活動した
　組合員ボランティア のべ98名

● 支援活動に取り組む団体を通じて、食料や物
資を提供

●「いわて生協」の移動販売支援に職員を派遣

岩手県

● 支援活動に取り組む団体を通じて、食料や
物資を提供

●「あいコープみやぎ」の炊き出し支援などへ
職員を派遣

●「みやぎ生協」の店舗再開支援などへ職員
を派遣

●「復興支援プロジェクト」で役職員232名
が石巻市、登米市などで支援活動

● 組合員ボランティアが仮設住宅で、交流の
場「パル・パラソルカフェ」を運営

宮城県

● 支援活動に取り組む団体を通じて、食料や
物資の提供

● 会津若松市内の仮設住宅での、雪かきや
対面販売の支援に職員13名を派遣

福島県

●「復興支援プロジェクト」で、コア提携
産直産地でもある旭市に、職員242名
が農作業などの支援

千葉県
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支援カンパ

のべ8万7,738名から1億5,359
万1,406円のカンパ（パルシス
テムグループ全体でのべ25万
933名、4億29万5,100円）が集
りました。カンパ金は被災各県
が設置した、義援金配分委員会
に贈呈しました。

被災地・被災者
支援カンパ

震災直後に被災地で不足している「タオル、石けん、カイ
ロを送りたい」という組合員の声からスタート。予想を超
える物資が集まり（6
ページ 参 照 ）、支 援
活動に取り組むＮＰ
Ｏや社会福祉法人な
どを通じて被災者へ
届けました。

物資支援
カンパ

集ったタオルなどの物資は、組合員も協力して
発送準備（江戸川センターでの作業風景）

  いわて生協支援に出発する配送トラック
（パルシステム東京本部前で。2011.3.23）

　震災後、被災地では、支援物資が届かな
いなどの混乱が続きました。その中で全国の
生協の、組織力を活かした支援活動は、社
会的に高く評価されました。
　パルシステム東京では日本生協連＊の要
請に応え、震災後4日目に被害状況を把握す
る先遣隊に職員を派遣し、スムーズな支援体
制作りに貢献。その後も被災生協に、支援
のため職員と車両を派遣し、移動販売や店
舗再開などの支援に参加しました（7ページ
参照）。

吉沢智・組織部スタッフ

パルシステム東京の商品調達力を活か
し、被災地で炊き出しなどの支援活動
を行っている団体へ、米10.5ｔ、調味
料、レトルト食品などを提供しました。
写真はパルシステム東京提供の物資を
被災地に届ける、ＮＰＯ「国境なき子ど
もたち」スタッフ。

全国の生協とともに

　現地まではいわて生協のトラックが誘導、地
元では組合員理事さんが待っていて、場所の
設定や販売、住民への呼びかけと、ひじょうに
効率のよい支援活動ができました。生協の組
織力のすごさを痛感しました。
　現地ではいわて生協はもちろん、北海道か
ら九州まで全国の生協が協力して支援活動を
行いました。中には配送トラックのガソリンま
で持ち込む生協もあり、日ごろから災害支援
体制を、きちんと作ることの重要性を強く感じ
ました。（岩手県大槌町でいわて生協の移動販売支援。

2011.3.23～25）

日常的な災害支
援の

体制づくりを

物資の提供

震災発生後、数多くの組合
員から、「自分たちにできる
ことはないか」という問い合
わせが寄せられました。パ
ルシステム東京では組合員
の“力”を活かす、支援活動
を行っています。

＊日本生協連:日本生活協同組合連合会。
　各地の生協が加入する全国連合。全国357の生協が加入。

物資輸送や人員派遣など、
生協の組織力を活かした支
援活動を展開しました。

平和カンパや大規模災害カ
ンパなどで、日常的なつな
がりのある団体の支援活動
と連携し、さまざまな支援
活動を行っています。

組合員
参加の

支援活動

役職員の
支援活動

他団体との
連携
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商品代金に支援金を上乗せした
商品を組合員におすすめしまし
た。36品目、34の被 災 産地や
メーカーに6,473万7,243円（パ

ルシステム・グ
ループ全体）を
送りました（17
ページ参照）。

「“食べる”で支えあう」
  キャンペーン

震災は被災地の地域のつながりや、コミュニケーションの場も崩壊させました。
復興に地域コミュニティの力は欠かせません。仮設住宅で新しいつながりを作る
お手伝いをしました。

パル・パラソルカフェ
宮城県東松島市の仮設住宅で、軽食など
の提供や傾聴活動のためのカフェを7回開
設。組合員ボランティアと役職員のべ123
名が参加

宮城県南三陸町被災者
支援ボランティア活動
初めて組合員の宿泊を伴う支援活動を実施。
軽食などの提供や傾聴活動を行う「ふれあい
喫茶」を運営し、組合員35名が参加

宮城県登米市、南三陸町の仮設住
宅や、災害ボランティアセンターで、

「ふれあい喫茶」の運営など。登米
市では津波で流されて汚れた写真を
洗浄して展示する「想い出探し隊」
に参加（東京災害ボランティアネッ
トワークと連携）

岩手県石巻市で炊き出しや清掃など、現
地のニーズに応じた支援活動を実施。写真
はパルシステムに練り物を供給する、高橋
徳治商店の清掃活動（ピースボートのプロ
ジェクトと連携）。高橋徳治商店は10月に
工場を再開。『えびしんじょすり身』などの
人気商品が復活

例年行っている職員研修を復興支援に変更。日帰りから最大４泊５
日のプログラムに、474名が参加しました。

千葉県旭市の津波被害や原発事
故の風評被害に悩む産地に、収穫
などの農業支援。津波被災者に震
災の時の話を聞く会も実施

太陽光パネルなどの自然エネルギー設
備を、被災地の仮設住宅などに設置す
るプロジェクトに協力しました。のべ
2,934名の組合員が、268万7,950円
のカンパ。パルシステム東京も同額の
マッチングギフト＊を贈呈しました。

盛岡市の被災者支援団体「SAVE IWATE」
と連携。被災者が手縫いしたぞうきんを、
3センターで販売しました。2,737枚分、
547,400円が作り手の収入に。

つながりをつくる

復興支援プロジェクト

生田英雄・狛江センター供給リーダー

　すでにパルシステム東京から２班が清掃活動に
入り、ガレキやヘドロの撤去は終わっていました。
けれど自分たちが担当する冷凍ラインは、まだ惨憺
たる状態。
　東京駅に集合した仲間は、他センターからの参
加で全員初対面。「自分たちにできるだけのことを
しよう。来た証を残して帰ろうぜ！」と、ピカピカに
なるまで磨きました。
　東京に帰ってから、高橋徳治商店の『えびしん
じょすり身』などが復活したことを知って、ホントに
うれしかった。これからも、みんなでできる「買って
応援」を、ぜひお願いしたいです。（宮城県石巻市、高

橋徳治商店で清掃作業。2011.10.10～12）

来た証を残し
て帰ろう！

つながり・ぬくもりプロジェクト 復興ぞうきん

復興支援
活動

＊マッチングギフト:寄せられたカンパ金額に、カン
パを募った団体が一定の比率の金額を上乗せし
て寄付する制度。
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パルシステム東京は創立以来、組合員、生産者とともに
農薬や化学肥料を削減し、安全・安心な食づくりをすすめてきました。
しかし、東日本大震災と東京電力福島第一原発事故は
パルシステムの食づくりの現場にも大きな打撃を与え
小さなお子さんをお持ちの方はじめ、多くの国民が不安な日々を過ごしています。
パルシステム東京は組合員や生産者とともにその事実を受け止め、
安心できる食べものや農地を取り戻すために全力を尽くしています。

未来に
つながる食

産地で収穫体験（千葉県旭市で）
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Food that will be connected in the future

原発事故で放出された放射能は、広い範囲の環境を汚染し、
かつてない食品汚染を引き起こしました。パルシステムは「放
射能の被曝はできるだけ少なく」を大前提に、独自ガイドライ
ンの設定や自主検査の充実に努めるとともに、組合員への正確
な情報提供を行っています。

将来にわたって安全・安心な「食」を取り戻すためには、消費者
と生産者がお互いの立場を理解し、力を合わせることが何より
大切です。パルシステム東京は組合員と生産者をつなぎ、被災
した産地やメーカーの復興を支援し続けます。

安全な「食」を
取り戻すために1

東日本大震災と原発事故の打撃、そして低下を続ける食料自給
率。日本の食づくりは、これまでにない危機に瀕しています。
パルシステムは国産品を中心に、利用することが未来の食づく
りにつながる商品開発に力を注ぎ、積極的に組合員におすすめ
しています。

未来へ続く
商品づくり2

産地とつながる3
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原発事故による放射能汚染はパルシステムがこれまで培ってきた、
安全・安心な「食」づくりの基盤を、根底から揺るがすものでした。
パルシステムはできる限りの対策を行い、安心できる「食」と「農」を取り戻します。

安全な「食」を取り戻すために1

　パルシステムの商品は、可能な限り独自ガイドライン
に沿ったものをお届けしています。ガイドラインはできる
だけ放射能を減らすため、生産者、メーカー、取引先と
話し合いながら決めたものです。今後も状況に合わせて
見直し、さらに数値を引き下げていきます。また、検出さ
れた数値がガイドライン以下であっても、できる限りの低
減策をとります。
＊ガイドラインを超える放射能が検出された場合は、お届けを中止。低
減策をとって、ガイドラインを下回ることが確認されるまで、供給を停
止します。

　パルシステム商品検査センターの放射能測定器２台
（うち 1 台はパルシステム東京が購入）で、できるだけ
多くの商品を検査するように努めています。正確な検査
には時間がかかるため、乳幼児が多く食べる食品、水
産物、きのこ、東日本で生産される農畜産物とその加
工品などの検査を優先的に行っています。組合員の不安
に応えるため、外部査機関への委託も継続し、検査数、
検査品目の拡大に努めています。

大学などの研究機関や
行政などの検査でも使
われる、ゲルマニウム
半導体検出器 2 台で、
検査

2ℓの検査容器に、細
かくした食品を詰めて
検査（東京都稲城市の
パルシステム連合会商
品検査センター、放射
能検査室で）

独自のガイドライン設定

放射能の低減をめざし、政府基準より厳しい、
独自のガイドラインを設定しました。

放射能の自主検査

2台の放射能測定器で、
自主検査を行っています。

放射能自主検査の件数1

3,231検体
（2012 年 3 月末現在）

飲料水、飲料　
牛乳・乳製品
乳幼児用食品
米
青果、肉類、卵
魚介類
その他の食品
海藻類、きのこ類

１０ 飲料水、飲用茶のみ

５０
牛乳、乳児用食品

１００
一般飲料、乳製品

を含む

摂取量の多い食品、乳幼児用食品は特に厳しく

一般食品は
50Bq/kg以下に

海藻類、きのこ類は、
生産の状況を確認しな
がら、引き続き検討

パルシステム 政府の基準

５０

１００

Data
で見る
パルシステム
東京

青果
魚介類
肉類
乳幼児用食品
米
牛乳・乳製品
卵
飲料水・飲料

824
188
110
141
126
112
63
67
　

きのこ類
海藻類
その他の食品
土壌
たい肥
その他

（たい肥原料ほか）

75
15

626
725

55
104

内訳

１０

単位　Bq/kg
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　注文する時に検査結果がわかるよう、お知らせチラシ
やホームページで放射能検査の結果を報告しています。

「パルシステム放射能対策」のページ

カタログと一緒に配付する
「カタログ掲載商品の放射能情報」

ホームページには
品目別の一覧表も掲載

1 

安
全
な「
食
」を
取
り
戻
す
た
め
に

5企画／参加者

102名

「食べものナビゲーター」

ホームページ
「放射能に関するQ&A」

●パルシステム
　東京主催

●組合員
　主催

29企画／参加者

871名

パルシステム 検索
http://www.palsystemco.jp

＜ホームページ＞

検査結果のお知らせ

検査結果はすべて組合員に公表します。

放射能についての情報発信

正確な情報発信に努めます。

　経験したことのない広範囲な放射能汚染に、社会全
体が不安に覆われています。誤った情報に振り回される
ことなく、一人ひとりが日本の「食」をどうするのか、冷
静に考えていくことが求められています。パルシステム
東京では専門家を招いての講演会や学習会のほか、さま
ざまな媒体を通じて情報を発信し、組合員に判断材料
を提供しています。

放射能関連の講演会・学習会2

未来に
つながる
食

放射線医学総合研究所
の崎山比早子研究官の
講演会（2011.9.6）

組合員向け機関誌『わいわい』

を べる食ををを旬
vol.12

放射能に挑む

シリーズ

　玉ねぎと人類のつきあいは長く、古代エジプトのピラミッド建設で

は労働者のスタミナ源として配給されていたとか。滋養強壮効果が、

期待されていたということでしょうか。いまの時期登場する「新たま

ねぎ」は、秋に種まきしたものを春に収穫したもの。乾燥させずにそ

のまま出荷するため、水分が多くて柔らかいのが特徴。辛みが少な

く、甘み、みずみずしさも満点なので、サラダなど生食にも適します。

●生で食べてもおいしい

　玉ねぎ独特の辛みと香りを引き出す成分は硫化アリル。疲労回復

や集中力、体力のアップが期待でき、血液をサラサラにする働きが、

脳血栓や動脈硬化を予防するといわれています。

●栄養は…

新玉ねぎ

Point
NGIK

OO

組合員が開発に協力
き ん らぴ ご ぼ う

そのまま食べるだけでなく、食パンにきん
ぴらとチーズをのせて焼いたり、卵焼きの
芯にしたり、ご飯に混ぜておいなりさんの
具にしたり、いろいろな食べ方ができます。
少量使いきりサイズなのでお弁当にも便利！
手で開けやすい包材にもこだわりました。

ベテラン主婦が大集合！
ベテラン主婦が大集合！

今月の
イチオシ商品

90g  お試し価格158円税込　4月1回、コトコト、きなり

❶新玉ねぎはみじん切りにするか、すりおろす。
❷ 玉ねぎ以外の調味料をあわせてよく混ぜ、❶の玉ねぎを加えてさらに混ぜる。

材料2カップ：新玉ねぎ２個、酢 75cc、オリーブオイル（サラダ油可）75cc 、みりん 

50cc  、日本酒 50cc  しょうゆ30cc、塩小さじ1 、コショウ少々

いつもの和風ドレッシングに、新玉ねぎを加え

るだけでグレードアップした味わいに。多めに

作り冷蔵庫で保存しましょう。

オニオンドレッシング

　「この仕事を始めて40年余り。今が最大の試練かもしれない」と語る

飯泉さん。谷田部産直の生産者グループは、原発事故が起きるとすぐに

栽培中の原木をシートで行ったため、昨年まで原木しいたけの放射能は

検出限界以下でした。　しかし、2月の定期検査で2011年に植菌したものから、28bq/kgの

セシウムが検出されました。「パルシステムのガイドライン以下の数値で

すが、この値がゼロになるよう取り組みを続けます」。具体的には原木の

洗浄や、ほだ木の管理、さらにカリウムを散布してセシウムを吸収しない

ようにするなど、考えられる限りの対策を続けています。
　さらに、新たな原木の調達も大きな課題です。
これまで最大の原木産地だった福島県の森林の
多くが放射能で汚染されたため、岩手、山梨、
埼玉、茨城県などで、150bq/kg以下の原木を
調達。高圧洗浄機で水洗いし除染して使用する
ことにしました。

東電福島第一原発事故で放出された放
射能は、かつてない食品汚染を引き起
こしました。食の安全を取り戻すため、
最前線で苦闘するパルシステム産地や
メーカーなどをレポートします。原木しいたけ生産者 飯泉孝司さんJA谷田部産直きのこ部会

「ヘルシー菜♪おいしい和」のメンバー

　飯泉さんの農園ではいち早く「しいたけ原木洗浄器」を特注、効率よく

原木を洗浄できる体制を整えました。「これで原木のセシウムは30～

40％ほど減らせます。除染した原木に植え付けたしいたけの収穫は、早

くて今年の秋。原木からしいたけへの移行率はよくわかっていませんが、

とにかく厳重に検査して安心して食べられるしいたけをお届けしたい」と

話します。

　事故後、原木の洗浄、洗浄した原木が再汚染しないよう保管するハウ

スの建設、産地で自主的に行っている放射能検査など、多額な対策費用

が重くのしかかります。　「東電からの補償はどうなるか、まだ決まっていません。しかしパルシ

ステムさんからの支援には、本当に感謝しています。大手百貨店を含め

一般向けの出荷は、原発事故以来、取引停止が相次ぎ、昨年の出荷量

は半減しました。けれどパルシステムは検査で問題ないなら、と通常通

りの取り扱い。その上、放射能対策にと補助金まで検討していただき…」　今回の事故で東日本の原木しいたけは、激減すると言われます。それ

でも飯泉さんが原木にこだわるのは「味のよさはもちろんだけど、原木し

いたけは地域の環境保全型農業を支える要だから」。

　必要な原木を山から切り出すことは、適度な間引きになり、森林を健

全に育てるために欠かせない作業です。さらに栽培後の原木は、菌床栽

培きのこの培地や良質な堆肥に使われます。
　その営みが原発事故で、危機に瀕しています。「なんとしてでも守らな

ければ…」という強い思いを支えるのは、谷田部ではこの仕事を続けた

い若者が育っているという事実。「彼らがいなかったら、あきらめていた

かもしれない」と飯泉さんはつぶやきます。
　原木しいたけ生産者、飯泉さんの闘いは、これからが正念場です。

　
　だしの味を効かせて素材そのものの風味を生かした『きんぴらごぼう』

は、家庭の手作りに近い切り方や味付けを目指しました。原料の国産ごぼ

うは、皮付きで太めにカットして、風味、歯ごたえを楽しめます。人参も国

産原料。こんにゃくは存在感がある黒こんにゃくにしました。

　あともう一品ほしいときの、和惣菜に最適です。
商品開発チームが満足の味 『きんぴらごぼう』の開発に協力したのは、組合員の商品開発チーム「ヘ

ルシー菜♪おいしい和」のメンバー。パルシステムならではの味をと、メー

カーに率直な意見を伝えて何度も試食。1年がかりで、だれもが「おいし

い！」という味に仕上げました。

あともう一品ほしいときに便利な和惣菜

「ヘルシー菜♪おいしい和」のメンバー

「ヘルシー菜♪おいしい和」のメンバー

人生最大の危機　本当の試練はこれから

難しい汚染されていない原木の調達

パルシステムと続けてきてよかった

それでも原木…にこだわる理由

1日約1000本の洗浄が可能。
排水はセシウムを吸着するフィ
ルターを通して処理。

後列中央が飯泉さん



14

農薬や食品添加物などに頼らない食べもの…パルシステム東京がおすすめする商品には、
組合員と生産者がともに築き上げてきた歴史があります。その伝統は今も受け継がれ、

「つくる人」と「食べる人」を結ぶさまざまな取り組みとなって、商品づくりに活かされています。

未来へ続く商品づくり2

  「100 万人の食づくり運動」
　パルシステムグループ全体で、4年にわたって取り組んで
いる「100万人の食づくり運動」は、お米中心の日本型食
生活で食料自給率の向上を目指し、日本の「食」と「農」
を守ろうというものです。養成講座を修了した組合員の食
育リーダーやＰＬＡ（下
Data参照）を講師に、
多くの組合員が自主的
に学習会や試食会など
を開催しています。
　また、小学校などへ
お米の出前授業を実施
しています（29ページ
参照）。

  ＴＰＰ反対署名
　「食」を巡る環境は、厳しさを増しています。ＴＰＰ問
題もそのひとつ。パルシステム東京は食とくらしを守る
立場から、ＴＰＰ参加に反対を表明。2 万 3,327 筆（パ
ルシステムグループ全体で 5 万 5,948 筆）の反対署名
を集めて内閣府に提出しました。

  商品会議
　商品と組合員の結びつきを深めるための会議です。よ
りよい商品づくりを目指して、組合員の代表と、パルシ
ステム東京、パルシステム連合会役職員が直接意見を
交換します。

  商品開発チーム
　組合員が開発段階から商品づくりにかかわり、声を反
映させた商品を開発します。2011 年度は「ヘルシー菜
♪ おいしい和」チームのＰＢ商品『きんぴらごぼう』、「こ
めぱん☆くらぶ」チームの『米粉ろりんの豆乳くりぃむぱ
ん』の商品化が実現しました。

組合員とすすめる「食」づくり 組合員の声を活かす商品づくり

「食」にかかわる学習会
Data
で見る
パルシステム

東京

組合員の食育リーダーは組合員向けに
食育出前講座を行うほか、教育機関や
地域のイベントなどでも活躍中

都内２ヵ所で行われた
ＴＰＰ学習会には、約
160 名が参加。配送セ
ンターのセンター長も
反対署名への協力を呼
びかけ

「こめぱん☆くらぶ」は、アレルギーのある方
も食べられるクリームパンを商品化（商品開発
チームの報告会で）

登録者数18 名

●食育リーダー
　養成講座を修了した組合員が、
　地域に食育を広げる

●ＰＬＡパルシステム・ライフ・アシスタント
　養成講座を修了した組合員が、
　組合員の視点で商品の価値を伝える

24企画／参加者

359名

●パルシステム東京主催

登録者数9名

パルシステム商品のよさを伝えるため、
多くの組合員が活動しています。

組合員が積極的に商品づくりに
参加できる場を、設けています。
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  19品目の商品化を実現
　産直原料を使った加工品の開発は、生産量の増加は
もちろん、産地の新たな雇用の創出にもつながります。
パルシステムは地元生産者や農協、行政などと協力して、
16 品目の商品開発を実現したほか、既存商品の原料を
産直品に変更する取り組みも
進めています。

  コア提携産直産地＊同士が連携
　（株）うなかみの大地（千葉県旭市）とよしかわ杜氏の
郷（新潟県上越市）が協力し、それぞれの特産、落花生と
青大豆を主原料にした豆
菓子を商品化しました。

  都内４生産者と産直提携
　都市化が進んだ東京で「地産地消」を実現するには、
さまざまな障害があります。組合員・役職員と地場生産
者の長年にわたる交流の結果、都内の４生産者とパルシ
ステム東京、パルシステム連合会の3者で産直協定を締
結しました。地場野菜の供給は多摩地区の一部に限ら
れていますが、東京で「地産地消」を拡大する基盤がで
きました。

  登録地場野菜の利用拡大
　立川センターの登録地場野菜の利用を、これまでのグ
ループ利用のみから個配の組合員に拡大。またＪＡ東京
むさし（小平市）産のブルーベリーと梨の取扱センターを
増やすなど、東京の地場野菜が少しずつ広がっています。

2 

未
来
へ
続
く
商
品
づ
く
り

東京の地場野菜を応援 産直原料を使った加工品の開発

地場野菜の生産者と一緒に活動する委員会で
は、種まきから収穫までを体験する企画を実施
（加藤ファーム /小金井市で）

地場野菜生産者や
コア産地などを紹介する、
地域限定版「産直通信」

産直原料を使った
主な開発商品（11年度）

九州産塩さば切り身

産直米のチキンライス

うらごし野菜コーン
皮がもちもち！
にらまんじゅう
産直米の杵つき切り餅
コア・フード釧路の
天日干しししゃも、
同天日干しししゃも（オス）
産直もずくスープ

こんせんロールケーキ
産直大豆のみそ
エコ・産直発芽玄米
岩手ひとめぼれ

シーボーン昭徳
ＪＡこまち
ＪＡ北いぶき
ＪＡさらべつ
産直（豚肉・鶏肉）
栃木元気会（ニラ）
ＪＡ花巻

釧路市漁協

沖縄県恩納村漁協

根釧地区限定
ＪＡおとふけなど

ＪＡいわて花巻

寒さば
あきたこまち
きらら397
コーン

豚肉、鶏肉、ニラ

もち米

ししゃも

もずく

生クリーム
大豆

玄米

商 品 原 料 産 地

＜リニューアル＞

未来に
つながる
食

地産地消をすすめます。 産直原料を使った商品開発を進め、
産地の活性化に貢献しています。

＊コア提携産直産地:パルシステム
東京と協定を結んで、交流を深
めている産地。千葉県旭市、新潟
県上越市、青森県藤崎町。
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大震災と原発事故で大きな被害を受けた東北・北関東は、日本の「食」を支えてきた地域です。
パルシステム東京は被災産地やメーカーの復興を、商品を供給する事業と組合員活動の両面から
継続的に支援しています。被災産地の復興なくして、未来につながる「食」づくりはありません。

産地とつながる3

  産地交流
　多くの組合員が産直産地で、米づくりや野菜づくりなど
の農作業を体験しています。組合員と生産者が直接交流
し信頼関係を結ぶことで、商品への理解も深まります。

組合員と生産者を結ぶ

Data
で見る
パルシステム

東京

組合員と生産者がお互いの思いを理解し合い、
一緒に安全な「食」を取り戻すために、
さまざまな取り組みを行っています。

農作業体験は「つくる」ことを知る、はじめの
一歩（コア提携産直産地、青森県藤崎町で）

エコ・チャレンジ『つが
るロマン』の公開確認会
（JA 津軽みらい／青森
県）には、パルシステム
東京から組合員・役職員
19 名が参加。多くの生
産者や専門家も参加し、
情報交換の場にも

  生産者を講師に迎える学習会
　組合員が産地をひんぱんに訪問するのは、難しいもの
です。2011年度は震災と原発事故の影響を受けた生産者
を招き、被害状況の報告や対策を聞いたほか、『こめたま
ご』や国産レモンの生産者などに、商品開発の苦労など
を聞きました。

千葉県旭市
3企画／参加者 147名
新潟県上越市
9企画／参加者 176名
青森県藤崎町
6企画／参加者     91名

7企画／参加者 265名

10企画／参加者 198名

●コア提携産直産地
　 協定を結んで交流を
　 深めている産地

●うなかみの大地

●そのほかの産地

産地交流企画1

生産者消費者協議会の交流会には、全国 58
産地から108人の生産者と103人の組合員が
参加。震災後の生産者の取り組みや、TPPに
ついての考え方を話し合った

  公開確認会
　監査人資格をもつ組合員が産直産地を訪ね、
生産者と組合員それぞれの視点から、生産や流
通のデータ、情報を確認します。より信頼性の高
い農産物づくりを目指すパルシステム独自のしく
みで、毎年、組合員向けに監査人養成講座を開
催しています。
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産
地
と
つ
な
が
る

商品供給を通しての支援 産地と取り組む放射能対策

  「“食べる”で支えあう」キャンペーン
　被災産地やメーカーへの支援金を、商品代金に上乗
せした商品の利用をおすすめしました。対象品目は36
品目、34団体に送
られた支援金は、
6,473万 7,243円
に達しました。

  コア産直提携産地＊旭市（千葉県）の支援
　津波被害を受けた千葉県旭市にある、パルシステム東
京の子会社（株）うなかみの大地を通じて、産直交流を実
施。復興支援プロジェクトでは、役職員が草取りや収穫・
出荷作業などの農作業を手伝い、旭市の生産者を支援し
ました。

東日本産地や被災メーカーの商品を、
積極的におすすめしています。
多くの組合員が利用することで、
復興への足がかりとなっています。

キャンペーンカタログ

  「震災復興基金」を設立　
　パルシステムグループ全体で資金を出し、「震災復興基
金」を設立。産直産地での土壌の放射能検査や放射能低
減などの取り組みを経済面でも支えています。補助総額
は1億3,120万1,844円（2011年度）。

  放射能対策についての情報提供　
　パスシステムでは生産者向けに学識経験者や専門家を
招いて、放射能対策についての学習会を開催。産地間の
情報交換のサポートなども行っています。

田植え前にセシウムの吸
収を抑えるカリウムを散
布（ＪＡみどりの／宮城県）

きれいな農地を取り戻すため、
放射能対策に取り組む産直産地を
積極的に支援しています。

2011年度
監査人講習会
3企画／参加者 38名

2011年度
公開確認会
5企画／参加者 18名

 102名

人参の収穫作業

5企画／参加者 58名

産直講座2 公開確認会3

 83名

初級監査人
取得者

中級監査人
取得者

未来に
つながる
食
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地球温暖化や資源の枯渇、減少する生物多様性など、
私たちを取り巻く環境問題は、日々、深刻になっています。
そして東京電力福島第一原発事故による放射能汚染。
今や CO2 削減だけでなく、エネルギー調達のあり方を抜きに、
環境を語ることはできなくなりました。
パルシステム東京は、再生可能エネルギーへのシフトを進めながら、
脱原発社会を目指します。
そのために、環境保全型農業の推進や、環境配慮型商品の普及などを通して、
組合員のくらし方を見直す提案を行っていきます。
パルシステム東京の組合員が増えることで、環境に配慮した社会が広がるよう努めています。

未来に
つながる環境

すすきが原を守るため、外来植物の抜き取り作業（練馬区光が丘公園で）
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身近なところで
環境活動

都市化の進む東京で、身近に自然を感じる機会は減っています。
しかし少し関心を向けてみると近所の公園や空き地にも、小さな
自然は残っています。見過ごしがちな自然に目を向けることが、
地域の環境、ひいては地球環境へ目を向けるきっかけになります。

3

一人ひとりの
くらし方を見直す

循環型社会を
めざして

資源やエネルギーを大量消費し、豊かで便利なくらしを求める時
代は終わりました。パルシステム東京は安全・安心な食を次世代
につなげるために、生産者とともに環境保全型農業を進めてきま
した。エネルギーについても持続可能な社会を目指し、自然の力
を最大限に活かす再生可能エネルギーへの転換をすすめます。

1

水、空気、土…環境の問題は、私たち一人ひとりの生命に深く関わっ
ています。私たちのくらしが地域や地球の環境へ直接結びついて
いることを理解し、くらしの場から環境を守るための行動を起こ
すことが求められています。

2

Environment that will be connected in the future
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東京電力福島第一原発事故は、原子力に依存してきた日本のエネルギー政策の転換を、社会全
体に迫るものです。パルシステム東京は脱原発の立場で、再生可能エネルギーを基盤とする社
会づくりをめざす「エネルギー政策」を策定し、今後の事業や活動に反映させていきます。

パルシステム東京エネルギー政策

「パルシステム東京エネルギー政策」は、再生可能エネルギーの拡大と
エネルギー自給率 100％の社会づくりを目指すものです。

Ⅰ．生協自らが消費者として選択する
　１．地球温暖化防止を大きな目標に掲げ、省エネ

ルギーをすすめCO2と温室効果ガスを削減し
ます

　２．脱原発の立場で再生可能エネルギーを選択
し、将来的にはエネルギー自給率100％をめ
ざします

Ⅱ．生協自らが事業者として行う
　１．地球温暖化防止をめざし、CO2を削減し、省

資源、省エネルギー型の事業を行います
　２．生協事業の使用電力を、再生可能エネルギー

に転換します
　３．環境に配慮し、再生可能エネルギーを活用し

た生産や輸送をコンセプトにした、新たな商
品開発を実現します

　４．組合員の家庭における再生可能エネルギーの
推進やCO2削減を実現します

　5．生産から消費、廃棄にいたるエネルギーのプ
ロセスに総合的に関与し、環境負荷を低減す
る具体的な事業モデルに取り組みます

　６．地域社会や生産者と連携し、安全で生産コス
トの安い再生可能エネルギーに効率よく転換
する仕組みづくりを支援します

　7．最新エネルギー情報の収集と調査に努め、事
業への有効な導入の検討を行ないます

Ⅲ．生協自ら地域・社会に運動をおこす
　１．生産者や社会へ働きかけ再生可能エネルギー

による日本のエネルギー自給率の向上を率先
してすすめます

　２．国のエネルギー政策の転換をめざし、国や自
治体に対し、情報公開の要求や政策提言を行
い、安全性経済性の観点からも原子力発電の
停止を求めます

　３．確実かつ有効な情報等をわかりやすく提供
し、地域社会や家庭での省エネ活動支援や暮
らし方の見直し提案を広げます

（抜粋・全文は37〜39ページ）

　再生可能エネルギーの可能性を考える「スウェーデン
の事例から日本でエネルギーの選択をどう実現するか」
の学習会や、チェルノブイリ、福島の現地取材に取り組
むジャーナリスト、広河隆一氏の講演会など、さまざま
な視点での学習会を開催しました。
　また、脱原発一千万人署名は84,128筆を集め、「さよ
うなら原発一千万人署名市民の会」（取りまとめ団体）へ
届けました。

脱原発社会の実現に向けて

パルシステム東京は、阻止ネット＊の活動を通して、「さような
ら原発1000万人アクション」に参加。脱原発署名などに取り組
み、国のエネルギー政策の転換や脱原発を提案しています。

＊阻止ネット：「六ヶ所再処理工場」に反対し放射能汚染を阻止するネットワーク。
　パルシステム連合会が呼びかけ団体のひとつ。

「さようなら原発 1,000
万人アクション全国一
斉行動 in 東 京」の集
会とパレードに、組合
員、役職員 82 名が参
加。集会に先立ち脱原
発の街頭署名を実施

循環型社会をめざして1
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環境マネジメントシステム

　目標未達成の項目は見直しを、達成項目はさらなる取
り組みを行い、継続的な改善を目指します。パルシステ
ム東京は2007年度から自己適合宣言を行い、活動への
評価は、環境監査委員会（組合員、有識者・学識経験者
などで構成）が実施しています。

パルシステム東京環境方針にそった目
的・目標を設定して、環境マネジメントシ
ステムを推進し、環境に配慮した事業活
動を進めています。

森林保全プログラムのテスト展開

間伐材を使った割り箸を、
パルシステム東京の独自品ちらしで供給

目標

実績

初回利用人数の向上

目標 68,207人

実績
67,873人

2011年度環境活動の目標と実績
　くらし方の見直しをすすめる活動は、震災の影響で４、５
月にかけて、組合員活動が制限されたため、参加組合員数
が減少しました。今後は認知度を広げる工夫などの取り組
みを強化していきます。詳細は以下の通りです。

事業全体のＣＯ２排出量は、震災後の
省エネや節電対策の結果、前年比約
10％の削減を実現しました。

環境方針①　CO2排出総量の削減に取り組みます

ＣＯ２排出量

実績
5066t

電気使用料 5,902,625kwh
目標
6,277,652kwh

施設ガス使用量 86,560m3

車両燃料使用量 1,142,107ℓ
エコ・アクション・
カレンダーの普及

申込目標 4,500人

実績
3,466人

環境キャンペーンの
参加組合員を増やす

目標 14,000人

実績
6,007人

石けん商品の
利用を増やす

目標 812,661点

実績
792,069点

事業活動による
廃棄物の削減

目標 98.5t
実績
96.4t

リユースびん
回収率の向上

目標 63.2％
実績
58.6％

リサイクル
回収率の向上

目標 74.4％
実績
72.9％

目標

実績

生物多様性保全活動への参加を増やす

７企画を実施

目標 5297t

2011年度　目的目標と実績 目標達成 未達成

環境方針②　くらし方の見直し運動を、組合員参加で広げます

環境方針③　日本の食料自給率向上に取り組みます 環境方針④　環境に配慮した商品づくりと普及につとめます

環境方針⑤　森林を守る運動を進めます 環境方針⑥　生物多様性の保全に取り組みます

（牛乳パック、卵パックを除く）
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　エネルギーや資源を使う事業活動は、ＣＯ２や廃棄物
を排出し、環境に影響を与えます。エネルギーや資源を
浪費せず、ＣＯ２や廃棄物を
減らす対策を続けています。

パルシステム東京
の

減らす対策を続けています。

目標
102,589m3

目標
1,166,090ℓ

冷凍 冷蔵

CO2

ゴミゴミ
容器包装

Nox
PM

CO2

電気

施設ガス

事業と環境

NOx  窒素酸化物　　PM  粒子状物質
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  エコ・アクション・カレンダー
　くらしの中の行動が、環境にどのような影響を与え
ているかを、具体的に知ることができます。登録者数
3,466 人。

省エネのすすめ

一人ひとりのくらし方を見直す2
リユース・リサイクルの実践や石けん関連商品の利用、産地の環境に配慮した産直野菜を選ぶ
ことなどが、環境を守ることにつながります。環境に配慮した商品の普及や、組合員向けに環境
関連のイベントや学習会などを開催し、組合員がくらしを見直すきっかけを作ります。

　パルシステム東京は毎年６、7月を、環境キャンペーン
月間に設定し、環境に配慮したくらしの見直しなど環境
関連の取り組みを強化しています。2011年度は東日本
大震災の影響で、環境出前講座の中でも「省エネ講座」へ
の関心が高く、企画数、参加者とも昨年度の4倍を超え
ました（32企画／参加人数433名）。

環境キャンペーン

『「いのちの循環」を守るために、今あなたができること』をテーマに、
組合員の環境意識を高めるキャンペーンを展開しました。

省エネアドバイザーか
ら、さまざまな節電ア
イデアを聞く学習会

いまここから、
「くらし直し」をはじめましょう！
パルシステムでは2005年以来6年間にわたり、「エコ・アクション・カレンダー」を
通じて、生活のなかのエネルギーの無駄を見直し、より環境に負荷をかけない社会に
向けて力を合わせることを呼びかけてきました。
東日本大震災によって、くらしの基本が改めて問われた2011年。今年度の「エコ・
アクション・カレンダー」は、もう一度わたしたちのくらしを見直す原点に立ち返ります。
一人ひとりの力を積み重ね、1年を通して大きな力とするために。
今年も「エコ・アクション・カレンダー」の取り組みをすすめていきましょう。

□ 月 提出締切週 ポイント獲得週

□ 2011年8・9月分 10月3日～10月7日 10月24日～11月4日

□ 2011年10・11月分 12月12日～12月16日 1月16日～1月27日

□ 2011年12月・2012年1月分 2月6日～2月10日 2月27日～3月9日

□ 2012年2・3月分 4月2日～4月6日 4月23日～5月4日

□ 2012年4・5月分 6月4日～6月8日 6月25日～7月6日

□ 2012年6・7月分 8月6日～8月10日 8月27日～9月7日

エコ・アクション・カレンダー
2011.8～ 2012.7

エアコン室外機に直接日光が
当たらないよう工夫する 1 2 3 4

洗濯ものはまとめて洗う 1 2 3 4

買い物袋を持参する 1 2 3 4

冷蔵庫にものを 
詰め込みすぎない 1 2 3 4

むやみに殺虫剤を使わない 1 2 3 4

農薬や化学肥料に頼らずに
栽培された農産物を選んでいる 1 2 3 4

シャワーは不必要に
流したままにしない 1 2 3 4

生ごみは水分をよくきって
出している 1 2 3 4

環境や肌にやさしい
石けんを使う 1 2 3 4

河川や水辺を汚さない 1 2 3 4

8月
8・9月分の締切週は10月3日〜10月7日です。　※ポイント獲得週：10月24日〜11月4日

身近な電気の使い方を見直そう。
エアコン、冷蔵庫、テレビ、照明。この4つの家電製品は、一般的な家庭の
消費電力の約 80％を占める電力消費の「四天王」。不要なときはスイッチ
をOFFに！　身近なところから電気の使い方の見直しをすすめましょう。

エコライフチェック

わが家のエコ・アクション
世帯人数別

電気使用量の
パルシステム平均値

1人
204
[388]

3人
338
[453]

5人
391
[573]

2人
300
[428]

4人
362
[497]

6人
479
[769]

1：いつもやっている
2：だいたいやっている
3：ときどきやっている
4：やっていない

合 計

リユース・リサイクル チェック

日 月 火 水 木 金 土 紙パック リユース
びん

プラスチック
の袋

商品
カタログ

ＡＢパック
ヨーグルト
カップ

たまご
パック

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 9/ 1 9/ 2 9/ 3

エネルギーチェック

記 入 欄

電気使用量  kWh

電気料金  円

対象日数  日間

昨年の電気使用量  kWh

昨年の対象日数  日間

 組合員名：

 組合員番号：

 住　　　宅：

 世帯人数： □  オール 電化 □   太陽光 発電

□ 戸建　□ 集合

人

エコ・アクション・
カレンダー

  省エネアドバイザー制度
　パルシステム東京の省エネアドバイザー養成講座を修
了した組合員が、無料で組合員の家庭の状況にあった
省エネ法をアドバイスする制度です。東京都などと連携
して活動しています。

  省エネ診断
　アドバイスを希望する組合員の家庭への訪問診断 24
件、簡易診断 22 件を
実施。

  節電・省エネ学習会（上記参照）
　省エネ出前講座に253名が参加。また省エネアドバイ
ザーは内部研修、東京都研修などに参加し、くらしに役
立つ節電、省エネ法について学ぶ。

家庭での資源やエネルギーのむだ使いを見直し、
環境に負荷をかけないくらしを呼びかけました。

毎月の電気使用量やリユース・リサイクル品の返却
数などを記入して提出すると、CO2 排出量や環境
問題ごとの注意点をグラフにして返却される
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廃棄物を減らす

３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル＊）、２Ｒ（リデュース・リユース）
をすすめ、資源節約や廃棄物の削減に貢献しています。

リユース・リサイクル商品は、
利用、回収、再利用すること
で、資源循環につながる

  ３R のすすめ
　容器包装の減量化やリユースびんの使用、たまごパッ
ク・プラスチック袋などのリサイクルに取り組み、廃棄物
削減に努めています。
　パルシステム東京では2008年度以降、リユース・リサ
イクル品の回収率が低下しています。わかりやすい広報
を徹底し、日常的に組合員に接する配送スタッフの教育
にも取り組みます。
＊３R：「リデュース・ごみを出さない」「リユース・再使用する」「リサイクル・

再資源化」の頭文字をとったもの。

  ２Ｒ促進法制定に向けた国会請願の取り組み
　新たに資源化するためにエネルギーを必要とするリサ
イクルより、２Ｒ（リデュース・リユース）を優先していま
す。
　2013年度に予定される「容器包装リサイクル法」の見
直しを前に、リデュース（ごみを出さない）、リユース（再
使用）を促進する「容リ法を見直し２R促進法の制定を
求める国会請願」の署名活動に取り組みました（容器包
装の３Ｒを進める全国ネットワーク主催）。
　全国から集った39万4,165筆の請願署名（パルシステ
ム東京は1万5,121筆）は、8月31日、衆参両院の環境委
員会で、全会一致で採択されました。

洗浄して繰り返し使用
するリユースびん。しょ
うゆ、ジャム、酢など、
大きさの違う8種類の
びんを使用

リユース・リサイクル回収率

●リユースびん

●紙パック（牛乳など）

●商品カタログ

●注文用紙●ABパック

●資源プラスチック

●たまごパック

58.6%

91.0%

75.8%

86.9%

61.9%

 96.0%

75.9%

85.8%

回収率 前年

31.4%

36.8%

82.7%

31.2%

 40.3%

87.4%

回収率 前年Data
で見る
パルシステム

東京
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　委員会の環境関連の取り組みを充実するために、8講
座を開設しました。講師は養成講座を修了した組合員の
ＰＬＡ（パルシステム・ライフ・アシスト）など。

  石けん学習会
　年々利用率が落ちている石けん商品の利用を増やす
ために、「石けんの使い方」や「重曹・クエン酸など環境
負荷をかけないお掃除」などの、出前講座を開催。使い
勝手のよさや環境への影響をアピールしました。また配
送センターで「石けん学習会」を実施し、配送スタッフか
らも石けん利用を呼びかけました。

  赤ちゃん石けんプレゼント
　環境キャンペーン期間中に、ご家庭に赤ちゃんがいる
組合員に、石けん商品をプレゼントしました。赤ちゃん
の誕生をきっかけに、石けんのよさを知ってもらうため
で、838名の応募がありました。

環境負荷が低く肌への影響も少ない
石けんの利用を呼びかけています。

環境をテーマにした学習会の
講師を派遣します。

環境出前講座の開催 石けん利用の呼びかけ

石けんの基礎とくらしの
中の有害物質について
の学習会をセンターで
開催、のべ99名が参加石けんの上手な使い方講座

自然派おそうじ講座
生ごみ削減講座 ― 家庭でできる堆肥づくり
もったいないを考える講座 ― ふろしきを使おう
もったいないを考える講座 ― 布ぞうりづくり
地球温暖化防止講座 ― 省エネ講座
地球温暖化防止講座 ― 緑のカーテン講座
地球温暖化防止講座 ― 手作りキャンドル
＊ピンク字は環境キャンペーン期間中のみ

　毎年6月と12月に一斉に実施。1979年度から組合員
活動として継続しています。ＮＯ２の測定を通して、身近な
環境を知り、大気汚染を減らすくらし方を考えます。

組合員が測定カプセルを自宅そばに設置し
て、ＮＯ２を測定。大気の汚染度を調べます。

組合員によるNO2（二酸化窒素）測定

環境出前講座リスト

ＮＯ２カプセルの申し込みは 875 件

容器包装を減らすため、
ふろしきを活用する講座
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身近なところで環境活動3
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日々のくらしの中や身近な地域で取り組みやすいテーマを選び、参加できる
環境企画を行っています。身近で取り組める環境テーマが、地域全体や日本、
そして地球環境の保全につながることに気づく機会を提供しています。

生物多様性保全の取り組み

組合員の環境保全などへの貢献や生物多様性保全の啓発、環境保全
活動体験、専門性のある他団体とのネットワーク構築をめざしています。

  生きものモニタリング調査

 　東京大学保全生態学研究室と連携し、組合員が身近
なチョウの写真撮影や行動観察をした記録を、データ
ベース化するモニタリング調査です。2009年度から継続
し、2011年度は183名の組合員が5,112件を報告。

  侵略的外来種の駆除
　地域の生態系を守るためには、繁殖する外来植物の
駆除が必要です。平井川流域（あきる野市）と光が丘公
園（練馬区内）で、地元のＮＰＯ団体と協力し、オオブタ
クサやセイタカアワダチソウなど外来植物の抜き取りと、
生きもの調査を実施しました（写真は18、19ページ）。

  東京の緑を守る
　東京で最も生物多様性が残されている、横沢入（あき
る野市）で観察会を開催。地域の生態系を守る緑地帯
の保存について考えました。

生きものモニタリング
の研修会では専門家が
チョウの観察や写真の
撮り方などをていねいに
説明（東京大学構内で）

組合員の調査員が、都内で絶滅したと
考えられていたアサマイチモンジを撮影

  間伐材を使った割り箸の商品化
　森林の保全には、間伐材の利用を進めることが効果
的です。多摩地域の間伐材を原料にした割り箸の供給を
企画し、621セット（100膳入り）の受注がありました。
今後は、組合員が利用しやすい商品として展開すること
を検討しています。

東京の山間部の現状を知り、森林の持つ多
様な役割を学び、森林の未来の姿を考えます。

東京の森林保全
都内唯一の木材市場、
多摩材木センターを見学

間伐材を原料にした割り箸

絶滅危惧種のヤマアカガエルを発見

人工の小川の問題点や、
生物多様性保全などに
ついて学ぶ

東京大学・パルシステム東京
協働プロジェクト
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多くの人がくらす、大都市、東京。
隣りにくらす人を知らないのは珍しいことではなく、

「地域社会の衰退」という言葉さえ、使い古されたものになってしまいました。
そして、東日本大震災の発生。
私たちは改めて日常的な人と人のつながりが、緊急のときにも、
大災害からの復興にも、大きな力を発揮することを痛感しました。
パルシステム東京はこれからも地域再生に向けて、さまざまな取り組みを続けます。

明日を
つくる人

お米の出前授業で地域と新しいつながり（狭山ヶ丘幼稚園／東大和市で）
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A Circle of People Linked with Local Communities

平和なくらしを
守るために

地域とつながる
生協のさまざまな活動を広めるため、組合員は地域でさまざまな
活動を行っています。そこから始まる人と人のつながりが、地域
を活性化させることを願って、パルシステム東京は組合員の活動
を応援し、パルシステム事業、福祉事業などを進めています。
また、地域で活動する市民団体や行政などとの連携も、新しい可
能性を生み出しています。

1

食の安全も次世代につなげる環境も、平和なくらしがあってこそで
す。平和に慣れた私たちは、ともすればそのことを忘れがちですが、
東日本大震災は日々の何気ない営みの尊さを、改めて私たちに突
きつけました。
地球上にくらすすべての人々が、平和に穏やかにくらせるよう、パ
ルシステム東京は歩みを続けます。

2
ⓒパレスチナ子どものキャンペーン
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子育て、高齢者問題、防災等々… 行政だけでは対応できない
地域の課題を解決するため、生協への期待が高まっています。
パルシステム東京の事業や活動も、「地域づくりに貢献する」ことを基本にしています。

地域とつながる1

　組合員の活発な活動は、地域の活性化につながりま
す。2011年度も各地域で、組合員が自主的に行う活動
が活発に行われました。
　統一テーマとして取り組んだ「100 万人の食づくり運
動」の関連イベントは、地域の方々にお米を中心にした

「食」の重要性を伝えました。
　このほかにも、防災や放射能関連の学習会、省エネ講
座など、組合員の活動は多彩。震災を契機にくらし方を
見直す内容が目立ちました。

くらしを見直す組合員活動

組合員の自主的な活動は、くらし方を
見直すきっかけを地域に広げています。

組合員の活動を支えるしくみ パルシステム東京は組合員がスムーズに
活動できるように、支援体制を整えています。

Data
で見る
パルシステム

東京

配送センターでも「100
万人の食づくり運動」。コ
ア提携産直産地、新潟
県上越市の武将隊など趣
向を凝らしたパフォーマ
ンスも（江東センターで）

「今聞きたい放射能のこ
と」には子育て中のマ
マが多数参加（いきい
きママ委員会）

保 育
活動に参加中の組合員のお子さん（1
歳半〜就学前）を、組合員の保育スタッ
フが保育。

保育スタッフ
のべ

3,087名

  エリア・コーディネーター
委員会に担当コーディネーターを配置
し、組合員活動をサポートする。

47名

  人材バンク
資格やスキルを持った組合員が講師と
して登録。学習会などの講師に。

講師登録者数

227名

利用者数

168件

委員会数1

（1998年〜2011年）

171委員会 のべ1,599名

委員会で企画したイベント2
約 860企画 ／
　　  参加者 のべ17,000名

保育付きイベント3
1,326企画 ／
　　　 参加者 のべ3,659名

お米の体験学習の開催4
●小学校 7カ所 ●幼稚園・保育園 6カ所
●児童館 1カ所（2回）

バケツ稲の配付先5
●小学校 4カ所
●幼稚園・保育園・子育て広場 15カ所

●学童クラブ 1カ所

●高齢者福祉施設 6カ所

市民活動助成基金6
6,375万3,033円

毎月1回の全員研修

153 団体

ホームページでも講師を探したり
講座内容を知ることができる
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　子育て、高齢者介護、地域の環境保全…だれもが安心
してくらせる社会を作るため、地域では多くの市民団体
が活動しています。けれど、その経営はどこも苦しいの
が実情。市民活動助成基金は地域に貢献する市民活動
を、経済面で支援する制度です。パルシステム東京の剰
余金で運営され、2011年度は13団体に、総額約413万
3,200円を助成しました。

  小学校や幼稚園などとのつながり
　小学校、幼稚園などからの要請に応え、地域でお米
の出前授業を行っています。
　バケツで米作りを体験できるお米の授業は、子ども
たちに米作りの苦労や、農業の重要性を伝えられると
好評。昨年に続いて開催を求めるところも増えました。
　講師は職員や、食育リーダー、ＰＬＡ（14 ページ参照）。
生産の現場から離れた東京で、食と農の重要性を地域
に伝えています。

1 
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草の根の市民活動を応援します

よりよい地域社会を作るために活動する
市民の団体を、経済面で支援しています。

　経済情勢の悪化で多重債務や振り込め詐欺などが、
社会問題になっています。生活サポート生協・東京と連
携し、消費者がトラブルに巻き込まれないための知識を
身につけるための学習会を開催しました。
　また、「くらしの相談ダイヤル」を設置し、くらしの中
で起こるさまざまな問題に対応しています（相談件数／
317件）。

消費者問題への対応

消費者被害を防ぐための学習会や、
電話相談を開設しています。

「お金について考えよう」
公的な保険制度やお金
の管理の基本など、社会
人として知らないと困る
ことを知る若者向け講座

地域で活躍するＮＰＯや行政、教育機関などとも連携し、
パルシステム東京の理念である「食べもの、地球環境、人
を大切にする社会をつくる」取り組みを進めています。

地域とのつながり

明日を
つくる
人

団体の活動内容や助成金
の使途を報告する市民活
動助成基金報告会

職員が先生役。小学校で
お米の授業
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  いなぎめぐみの里山（稲城市）
　「農と緑の創生」をキーワードに、里山を保全する
NPO と連携し、農業体験などのイベントを、年間通し
て開催しています。都市部でも組合員が身近に自然を
感じ、里山保全の大切さ、土に触れる楽しさを実感で
きる人気スポットになっています。
　たけのこ掘りや野菜収穫など季節ごとに農業体験が
できるほか、野菜の植え付けから収穫までの作業や里
山管理を行う年間企画も充実。多くの組合員がそれぞ
れのニーズに合わせて、里山を利用しています。

  地域のＮＰＯと連携（足立区）
　組合員（ネットワーク推進会議＊メンバー）からの提
案で、足立センターと子育てサロンなどを運営するＮＰ
Ｏ法人との連携がスタートしました。地域の子育てサロ
ンでパルシステム商品の試食会を実施。新委員会の立
ち上げや新規組合員の加入にもつながりました。

  パルぷらす＠たつみ（江東区）
　人々の出会いが地域の活性化につながることを願っ
て、江東区たつみ店2階にオープンスペース「パルぷらす
＠たつみ」を設けました。地域の人のニーズを聞きながら
企画を実施しています（利用者数2,950名）。
　10のサークル・グループ・団体が登録し、定期的にさ
まざまな活動をしています。また、お店の利用者や地域
の人々が知り合うきっかけになるよう、午後のひとときを
ゆったり過ごす憩いの場としても開放。お茶を飲んだり
手仕事をしたり、定期的に開催する試食会や食事会に参
加したり、地域の方たちが、思い思いに過ごせる場を提
供しています。

他団体とのつながり

いなぎめぐみの里山
Data
で見る
パルシステム

東京
約36企画／参加者1,766名

●単発の農業体験など

自分で掘ったさつまいも
の味は最高! 食への関心
も深まる

＊ネットワーク推進会議：パルシステム東京が地域とつながるため、地域
の課題解決に取り組む人や団体などと連携し、新たな関係づくりや行動
につなげる場。エリアごとにテーマを設定し、地域での活動に活かす。

にぎやかなキッズルームで、
足立センター職員や委員、エ
リア・コーディネーターなど
が、パルシステム商品や委員
会活動などをていねいに説明

パルシステム東京
コミュニティー・
ワーク連絡会
パルシステム東京に関係するワーカーズ（働く人
たちの協同組合で、メンバー全員が出資、労働、
経営にかかわる組織）や、NPO 法人などのネッ
トワーク組織。いなぎめぐみの里山、人材バンク、
エリア・コーディネーターなどの運営団体も加入。

20団体

年間会員企画16企画　参加者863名

「パルぷらす @ たつみ」
まつり。組合員や地域の
方で大にぎわい



31

福祉政策の策定準備

福祉事業

  

  高齢者介護『陽だまり』デイサービスの拡充
　江東区東雲にデイサービス『東雲陽だまり』を、新規
開設しました。高齢化が進む、隣接の辰巳地区に開設
している『辰巳陽だまり』デイサービスの、利用待機者
の緩和に貢献しました。

  生協らしいボランティアの育成を
 『陽だまり』を中心にしたボランティアグループの設置
を目指して、ボランティア事前学習会を開催、9名が登録
しました。また、委員会主催で介護予防や認知症サポー
ター養成などをテーマに、「福祉出前講座」を開催。高
齢者福祉が抱える課題は、だれもが抱える身近な問題
であることを訴えました。今後も、さらに多くの組合員
が参加できるよう、企画を増やしていく予定です。

●デイサービス

●訪問介護

●ケアマネジメント

●福祉用具貸与

8カ所

7カ所

6カ所

1カ所

31,923名

66,786時間

6,547名

1,847名

事業所数 利用者数／利用時間

「誰もが安心して人間らしいくらしを続けていくことができる
地域づくり」を実現するため、地域の人々や団体、企業、行政
等と協働し、福祉の視点を取り入れた地域づくりに積極的
に関与することを目指します。 利用者と一緒に昼食を作ったり、家族的な雰囲気

で運営される『東雲陽だまり』（江東区）

1 

地
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る

明日を
つくる
人

夏休みには「子どもボラ
ンテア体験」も（中野陽
だまりで）

上町陽だまり（世田谷区）
の認知症対応型デイサー
ビス

  

  認知症対応型グループホームの開設準備
　パルシステム東京では現在、2カ所の『陽だまり』に、
認知症対応型のデイサービスを設けています。家族の
負担が特に大きい認知症高齢者の介護は、地域や社会
で支えるしくみが必要です。中野区内で認知症対応型グ
ループホームの開設準備を進めています（2013年4月に
開設予定）。

  地域の見守り活動への参加
　配送中に安否確認をするなど、事業を活用した見守り
活動を進めています。杉並区では東京都内の他生協とと
もに「福祉のまちづくり・杉並」に、北区では「北区高齢
者地域自立支援ネットワーク」推進事業へ参加。生協が
地域社会の確かな担い手になることを、目指しています。

来店して商品を選んでいただくほか、
電話や FAX での注文も受付

江東センターや福祉
事業と連携し、高齢
者や障がい者など買
い物に出にくい方を
対象に、「まごころ便」
や「御用聞き」などを
実施。くらしやすい
地域づくりに貢献し
ています。

たつみ店（江東区）の取り組み
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いのちの大切さ、平和の尊さを次世代に引き継ぐために、日本生協連や東京都生協連、
NPO などとも連携しながら平和活動に取り組んでいます。

平和なくらしを守るために2

　2011年度は震災や原発事故に関連する、さまざまな
学習会が、組合員を中心に開催されました。放射線量測
定や脱原発と自然エネルギーの学習会、クリスマス平和
コンサートなど内容は多岐にわたり、年度末には平和や
国際交流の大切さを、さまざまなテーマから学び、交流
し、伝えるために「平和のつどい」を開催。また、日本生
協連などの企画にも参加し、他団体との情報交換・交流
を図りました。

平和について学ぶ活動 「さよなら原発 1,000
万人署名」呼びかけ人
の一人落合恵子さんを
招いた学習会

アジア最 大の 米 軍 基
地がある沖縄の現状を
語る「命を守る会」具
志堅徹さんの話を聞く

（「沖縄戦跡・基地めぐ
り」名護市辺野古キャ
ン プ・シュワブ 前 で、
2012.3.27〜 29）

・平和のつどい  エコ＆ピースDay「さようなら原発」映画とルポライター鎌田慧氏講演のつどい／参加者171名
・ピースカフェ  35企画（27委員会／参加者634名）
・落合恵子講演会「震災後の生き方を考える」／ 参加者140名
・ピースアクション in Tokyo（東京都生協連主催）／参加者17名
・ヒロシマ行動／参加者6名
・沖縄戦跡、基地めぐり／参加者6名

　　　            ＜抗議文＞
核兵器の廃絶を求める立場から、アメリ
カ合衆国へ核実験に対する抗議文を提出
しました。2011.5.26、7.28、2012.1.12

主な平和企画
2011年度

大規模災害緊急支援カンパ3

●タイ・カンボジア洪水支援
　シャンティ国際ボランティア会

●トルコ東部大地震
　難民を助ける会

●大規模災害緊急支援カンパ累計

40万円

●平和カンパ累計

1億 485万8,936円
（1996 〜2011 年度）

書き損じはがき回収キャンペーン2

換金総額1,226万9,143円／ 5,691人

3億2,351万9,860円
（1996 〜2011 年度）

平和カンパ1

737万7,206円／のべ  9,877人

2011年度

40万円

Data
で見る
パルシステム

東京

「どこでもピースカフェ＊」では、年間
を通して身近な地域で、平和につい
て語り合う機会を増やしました。

＊ピースカフェ：委員会が主催し、平和について地域で気軽に語り合う会。都内の平和関連施設の見学や、平和活動をするNPOなどの話を聞くなどの企画も。
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紛争・飢餓・貧困に対する支援活動

 

  平和カンパ
　平和カンパは紛争や貧困など、厳しい状況下にいる世
界の子どもたちを支援するため、組合員にカンパをお願
いするものです。1966年から毎年行われ、2011年度は
集まった約737万円を６団体へ贈呈しました。贈呈先団
体とは東日本大震災被災者支援や、大規模災害に対す
る支援活動でも連携するなど、継続的な協力関係がで
きました。
　また、東日本大震災ではこれまで平和カンパで支援し
てきた国々から、日本の被災者にと支援金や多くのメッ
セージが届けられました。生協の「助け合い」の精神
が、国境を超えて広がっています。

  書き損じはがき等回収キャンペーン
　世界の貧困や飢餓に直面する人々の自立支援を行う、
国際NGOハンガーフリーワールドの取り組みに協力。組
合員から書き損じや未使用のハガキ、切手などを回収。
換金総額約1,227万円分の物品を集めました。

贈呈先の団体にカンパの
使途や現地の状況などを
聞く報告会

世界の紛争・貧困・飢餓・食料問題などに目
を向け、平和カンパや書き損じはがきなどの
回収キャンペーンを通じて、問題解決に取り
組む団体の活動を支援しています。

パルシステム東京は、東日本大震災直後から被災地に入り、さまざまな支援活動に取り組んでいます。それととともに、被災地支援カンパも実施。

組合員の善意の力は、１億5000万円（パルシステムグループ全体では４億円）を超えるカンパ金となりました。パルシステム東京は、長期にわたる

覚悟をもって、今後も震災被災地への支援も続けていきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  組合員活動コールセンター

TEL：03-6233-7607　HP：http://www.palsystem-tokyo.coop 「平和の取り組み」アイコンをクリック！

お問い合わせ

チェルノブイリ 小児ガンに苦しむ子どもたちへ 109916
パレスチナ 孤立したガザ地区の子どもたちへ 109924
アフガニスタン 地域医療を待ち望む子どもたちへ109932
フィリピン 虐待や貧困で苦しむ子どもたちへ 109941
カンボジア 学びの場を待ち望む子どもたちへ 109959
イラク 白血病等の治療を受ける子どもたちへ 109967
６つの全てのプロジェクトヘ

109975

2011年度贈呈先プロジェクト名と6ケタ番号（一口 200円）

●パルシステムをご利用の方は…
＊送り先を右の表から選び、6ケタ注文番号でお申し込みください。

　複数、選べます。＊７月４日（月）～７月29日（金）の間に提出する注文用紙の「6ケタ商品注文欄」

　にプロジェクト別6ケタ番号（右表）と、注文数に口数（複数可）を

　お書き込みください。インターネット注文も、

　「6ケタ商品注文欄」で受け付けます。
＊カンパは一口200円。お一人何口でも受け付けます。

●たつみ店をご利用の方は…
＊７月４日(月)～７月29日(金)の間に、店内に

　設置する募金箱にカンパ金をお入れください。

＊金額はいくらでも結構です。
＊店舗での総額を６等分にし、それぞれのプロジェクトに送ります。

パルシステムをご利用の方は

カンパの方法

それぞれのプロジェクトを裏面で紹介しています。▶▶

平和カンパ
２０１１年度

子どもたちのためのプロジェクトを応援します

写真はパレスチナ・ガザ地区の子どもたち。
2年前の空爆で心に傷を残しながらも、日本へのメッセージを掲げ、祈りをささげています。

困難な時は「お互い様」。お互いに助け合いの気持ちを持ったこの地球で生きる“みんな”です。

世界中の子どもたちの命が脅かされることのないように、人や国の結びつきを大切に、

今年も平和カンパに取り組みます。
どうか、息の長い支援と連帯を！

３月11日の東日本大震災には、
「今こそ日本に恩返しをしたい。
助けたい」と世界中から善意の支援が寄せられました。地球上に、人への思いやり、やさしさの小さい灯がともっているのです。

ろうそくを灯しながら、日本へのメッセージ
を掲げる子どもたち

募集期間７月４日(月)▼7月29日(金)

平和カンパ子どもたちのためのプロジェクトを応援します

あなたも貢献できるチャンスです！

　国内では東日本大震災被災者支援カンパ（6ページ参
照）。海外ではタイ・カンボジアの洪水と、10月下旬に発
生したトルコ東部地震の支援活動をする2団体に、総額
80万円のカンパを送りました。

大規模自然災害に対する支援活動

予測不能な大規模災害（地震、台風、洪水等）
に対する「大規模災害緊急支援カンパ」
を実施、支援活動に取り組む NPO など
の活動を支援しています。
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・日本国際ボランティアセンター
・JIM － NET （日本イラク医療支援ネットワーク）
・シャンティ国際ボランティア会
・チェルノブイリ子ども基金
・パレスチナ子どものキャンペーン
・国境なき子どもたち

平和カンパ贈呈団体（6団体）
2011年度

被災者に物資を届ける
NPO「難民を助ける会」
のスタッフ（トルコ、ハ
イダラベイ村で）

ろうそくを灯しなが
ら日本へのメッセー
ジを掲げるパレスチ
ナの子どもたち
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機関運営

　パルシステム東京は生協法に
基づいて、以下のような組織で運
営されています。組合員の思いを
受け止め、事業と運動を一体的に
進めるため、理事会・監事会に多
くの組合員が参加していることが
特徴です。

内部統制システムの推進

コンプライアンスの推進

　組合員と社会に信頼される健全な組織体制を整備する
ために、「内部統制システム基本方針（組織体制の整備と
運用を効率的に行うために必要な基本方針）」（2009年
12月制定、2012年3月改定）に基づき取り組んでいます。
リスクマネジメント
　パルシステム事業における重点リスクに対応する共通
マニュアルを作成。
規程類の整備
　主管部署ごとに優先順位をつけて規程の見直しを実施。

　法令・内部規則だけでなく、倫理面でも組合員・社会
の期待に応えられる行動や判断を行うための指針とし
て、行動規範を定めています。

行動規範カード
　「パルシステム東京行動規範」の本文を掲載した「行動
規範カード」を役職員が携帯。カードには「行動規範」
のほか、「コンプライアンス相談窓口連絡先」「こころと

財務報告の信頼性確保
　業務の透明性と財務報告の適正確保を目指し、業務
処理マニュアルの整備、業務進捗管理、作業漏れを防ぐ
ためのチェックリストの整備を実施。
内部統制の決議の見直し
　「機関設計の変更」と「業務内容の大幅な変更」の視点
から見直しを実施。
　2012年度は委託先を含むパルシステム東京で働く職
員全員に、「内部統制システム基本方針」が周知できる
教育体系の構築を目指します。

からだの健康相談窓口」「交通事故発生時の対応」「災害
発生時の安否連絡手段」などを掲載。
相談窓口（ヘルプライン）
　職員からの相談案件に対応するほか、違反行為の防
止や、迅速な是正を目的に設置。
コンプライアンス委員会
　専務理事の諮問機関として常勤役員、労働者代表、外
部有識者で構成。特に外部有識委員（弁護士、大学院教
授、コンプライアンス専門家）の意見・具申は、効果的な
牽制機能となっている。

第20回通常総代会を6月
12日に開催。総代510名
のうち、当日出席287名、
書面出席171名で、５議案
すべてを可決しました

組合員

生協の最高議決機関。組合員の代表である
総代が、事業計画や方針などを審議し議決
する。総代定数510名（2011年度）

総代会

理事会 監事
第9期理事30名
総代会の決定に基づき、具体的な政策
を検討・決定し、事業活動を執行する。
理事長、理事22名は組合員から選出

第9期監事5名
理事の職務執行を監査（会計監査、業
務監査）する。監事3名は組合員から選
出。会計監査は外部専門機関に委託

運 営・管 理
パルシステム東京は
生協法に基づいて
運営と管理に
あたっています。
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働きやすい職場環境の構築

ワ－クライフバランスの取り組み
　仕事と家庭（プライベ－ト）の両立のために、毎月「男
女平等参画推進事務局会議」を設け、改善の進捗や事
例報告などをニュ－スにし、長時間残業改善に取り組ん
でいます。
　2011年度はモチベ－ションを高めるためや、女性管理
職を増やすことも視野に入れ、パルシステム事業部門と
連携し、供給と営業を混合して行う新たな業務の提案を
まとめました。また、女性職員が自由に参加し、育児と
仕事の両立の経験を話し合う『ママト－ク』を開催しま
した。

教育・研修プログラム
　パルシステム東京の理念・ビジョンの浸透を図り、日
常の業務に活かすためにさまざまなプログラムを行って
います。
● 産地一泊研修
　全役職員参加の体験型研修として、新潟、秋田、青森3県
の4産地に156名が参加。

● 復興支援プロジェクト（6～9ページ参照）
　東日本大震災の被災地でボランティア活動を実施。

● 初期教育研修
　理念の解説ならびに業務の基礎知識習得を目的として、正規
雇用職員だけでなく、パルシステムの配送委託協力会社社員
にも実施。

7
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残業 削減
ちょっとした意識で、くらしを変えよう ！
一日１５分の残業削減で社会も、環境も、そしてあなたの暮らしも大きく変わります！　

削減したあなたの１５分、何をしますか？

あなたの
15分
コメント

野口 卓哉江東センター センター長

清水 結花デイサービスセンター八潮陽だまり 施設長

塩田 秀信多摩センター 副センター長

長屋 豊
パルシステム事業・活動本部
執行役員 本部長

　　「食器洗いをします。」わが家では
子ども達の夕食➡お風呂➡歯磨き➡就寝と
いうサイクルです。食器洗いは子ども達が寝
静まった後にやります。子ども達が寝付く前に帰ると、興奮させてしまい寝てくれない？・・なんて心配はありますが、普段は奥様に任せっきりになっている家事を、チョットでも手助けができればと思います。

ここには、
あなたの15分コメントを
　　記入しましょう！

2011年度のテーマは、「残業時間を13％削減しよう！」です。

13％とは、2009年度→2010年度残業が増加した分です。

この13％を削減するためには、1人が、毎日15分早く帰るだけで、13％削減できる

のです！！　2010年度は、会議メンバーを中心に、組織内にいくつかの手法を検討

し、提案しました。
【配送センター〈営業含む〉】1. チーム構成人数八王子Ｃで実験的に行い、成功し、理事会でも提案が通り、2011年度より導入。

2. 月1日空き日設定年間営業日のうち、年間12日の配送空き日を各月に1日ずつ設けます。空き日は供給

リーダーが代配、有給休暇や振替え休日の取得や各種研修の参加にあてる事とします。

3. シフト勤務
管理者及び内勤者のシフト勤務を義務付けます。管理者同士、各リーダー間にてそれ

ぞれ、月合計10回以上の導入を目標として設定することで大きく残業が削減されます。

4. 夜アポ（定時職員）人員配置　年間で、職員一人当たりの夜アポにかかる時間は、平均141.6Hです。夜アポの定時

職員の人員を増加させることで、定時職員の雇用枠の増加とあわせ、正規職員は夜ア

ポ分の残業が削減され、効率的にワークシェアが実現できます。

【本部】
5. 月1回 ノー残業デイの設置本部の各フロアー、部署ごとに月1回ノー残業デーを実施するだけで、こんせん牛乳

8,422本分が買えます。

男女平等参画推進会議では、
残業削減対策も行なっております。

　猫のトイレ
掃除を丁寧
にやります。
そして今まで
より15分早く
寝ます。

子どもが空手をやっているので出来るだけ稽古を一緒にやります。全国の頂点まで後少し！　そのためにも、15分は子どものために使いたいです。

１５分早く帰れたら…「心と体のリフレッシュ ！ がしたいー」 まずアロマの香りで精神をリラックス！ そのあとは…ストレッチをして足浴 ！  明日を頑張るためにちょっとだけ、自分に贅沢な時間を過ごしたいなって思います…。

5人の子どもの　ママです ！

全職員に男女平等参画を
アピールする冊子を配付発行/201

1年8月○
日

発行
生活協同

組合パルシ
ステム東京

男女平等
参画推進

事務局

責任者

佐藤功一
　専務理

事

委員長

宇野 裕子

事務局

福田 哲哉
　柿本 真

理

メンバー

廣川 菊枝
　大田 敬

子　鎌形
 剛　市嶋

 淳一

渡辺 日出
幸　的屋

 勝一　山
口 歩子　

森 未来 　
　　　

問い合わせ

人事部　
TEL. 03-

6233-76
18

仕事も遊びも

ガンバリ
マッス！

届けたときの

笑顔が
力に

子ど
もと

汗を
流す
ぞ！

労働安全衛生の取り組み
　安全で働きやすい職場環境をつくるため、各事業所で
月１回の「安全衛生委員会」を開催。産業医による職場
巡回など、健康管理、労働災害防止のための改善を実施
しています。また、労働安全衛生法に基づき、衛生管理
者の資格取得もすすめました。

障がい者雇用
　知的障がいをもつ職員が、配送センタ－の倉庫業務や
事務所内での事務業務を行っています。入協前に、イン
タ－ンシップや就職を見据えた実習・職場体験などを行
い、仕事のイメ－ジや職場環境を体験した上で採用、職
員向けの研修なども実施しています。
　2011年度の障がい者雇用実績は229名（年間のべ人
数）、法定雇用率1.8％を満たしました。

健康に関する取り組み
　定期健康診断（二次検診含む）の実施と、専門家（看
護師）によるフォローをきめ細かくおこないました。
● 特定保健指導
　メタボリックシンドロームに着目し、日本生協連保健組合の担
当者と連携して、対象者に食事指導、運動指導などを実施。

● 女性セミナー
　女性職員を対象に、女性特有の疾病に着目したセミナーを
開催。

● 日本生協連保健組合の「健康づくり月間」
　ウォーキングやマラソンの大会に職員が参加、職場ぐるみ
の健康づくりなど、積極的に健康の維持増進に努める。

メンタルヘルスに関する取り組み
　メンタルヘルスや健康について、職員のさまざまな相
談に、産業カウンセラーと看護師資格を有する産業保健
スタッフが対応。専門性を生かし、職員の心と体の健康
管理を支えています。
　メンタルヘルス不調者・休職者へのカウンセリングや
復職支援プログラムを作成し、産業医・現場の責任者・
産業保健スタッフなどが連携をとり、復職に向けた支援
を実施しています。

運営・
　管理

宮城県石巻市で
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　2011年度は、通常の環境管理活動に加えて、大震災

と原発事故の被災地・被災生産者等の支援と放射能

汚染への対応という未曾有の危機対応を迫られた年で

した。困難な状況の中で、パルシステム東京は、食品

の残留放射能について国の暫定基準より厳格な自主

基準値を設定し、農畜水産業と消費者の双方に関わる

組織として、消費者を守り、かつ被害に苦悩する被災

地の生産者等の支援活動を遂行されたことは高く評価

されます。

　当該年度は、供給量の増大にもかかわらず、切迫し

た状況の中で、電力、燃料等の総使用量が削減された

ことも評価できます。しかしながら、CO2等排出目標設

定については、前年度との比較などしか示されていない

ので、今後に向けて過去の経緯を検証し、長期的な目

標、トレンド等を展望することが必要だと思われます。

　2007年度以来のISO14001自己宣言による環境監

査は根づいたと思われますが、半面、2009年度から環

境目的の設定が変わっていないなど停滞感も免れず、

社会状況の変動に対応し切れていない面も散見されま

す。とりわけ、生物多様性を目標として組み込みながら

も、その具体的な活動目標が生き物モニタリングなどの

イベントや啓発活動が中心で、扱う商品自体の生物多

様性への影響評価にまで踏み込んでいないこと、フー

ド・マイレージ（POCO）指標や商品の環境配慮基準

の問題提起はあったものの、その具体化が足踏みして

いること、PRTR（有害化学物質排出移動登録）法で

多くの合成洗剤がその有害物質として対象物質に指定

され、石けん使用推進の根拠がより明確になっている

にもかかわらず、啓発に生かされていないこと等が課題

となっています。パルシステム連合会とも連携して、これ

らの課題に取り組んでいただくことが期待されます。

　リユース・リサイクル率の低迷、マニフェストの記入漏

れなど、長年、改善が進んでいない点については、例年

のキャンペーン通りでは次年度も同じような結果となる

のは目に見えており、視点を根本的に変えて原因分析

を深め、ビンのデザインや表示の変更、電子化などを

進める必要があります。

　原発事故を契機として、パルシステム東京の環境目

標としての再生可能エネルギー推進の意義はますます

大きくなりつつあります。自治体等との連携を含め、そ

の社会的な広がりに期待します。

　こうした課題を追求し、パルシステム東京の存在意

義をより強く訴える上で、組合員や社会に対する啓発

活動、広報活動が依然として不足していると思われま

す。ネットなど、新たな広報手段も含めて、今後の充実

が求められます。

2011年度

環境活動に関する監査所見
環境監査委員長　寺田 良一

資　料 環境活動と
エネルギー政策
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資料

エネルギー政策策定にあたっての背景と目的
　パルシステム東京は、『「食べもの」「地球環境」「人」

を大切にした「社会」をつくります。』を理念とし活動して

きました。2008年２月から「六ヶ所再処理工場の本格

稼動の中止を求める運動」を、他団体と連携してすすめ

ました。組織内では、委員会活動や現地視察、学習

会の開催を通して論議を深めてきました。

　2010年度には、理事会がエネルギー政策検討プロ

ジェクトを設置し、エネルギー政策骨子を合意しました。

　3月11日の東日本大震災の地震と津波は未曾有の被

害をもたらしました。その影響による東京電力福島第

一原発事故は、放射性物質の暴露による、水・農作物

への影響、また町ぐるみの避難と、国民の暮らしを根

底から揺るがす深刻な事態をもたらし、日本社会のみ

ならず世界各国に大きな衝撃を与えました。現在も、

住民の避難生活、放射性物質による被ばくや汚染へ

の脅威を解消する見通しは立っていません。

　今回の事故がはっきりと示しているのは、巨大電源

に頼った、一極集中型のエネルギー供給の限界と、地

震の多い国土に安全性の検証と民主的論議が不在の

まま進められた、原子力依存型エネルギー政策の根

本的な問題点です。私たちは、この経験に学び、地域

の生活や地球環境を犠牲にしてきた経済発展とその

手法を見直します。現状の枯渇性燃料（化石燃料か

ら、ウランまで）の輸入に頼った脆弱なエネルギー政

策からの転換と、地震の多い我が国でもリスクが少な

く、生物や、森林や、農地や水資源を損なうことの少な

い再生可能エネルギーを基盤とした社会へ大きく舵を

きっていくことを緊急課題とします。

　私たちは、食の安全をまもり、農業の振興を願って、

パルシステム東京エネルギー政策
資料

産直を発展させ、40年にわたる生協運動を継続してき

ました。今回の放射能による打撃を乗り越え、私たち

の理念にあるように、持続可能な社会をめざし、地域

社会の再構築を支援し、自然の力を最大限に生かす

再生可能エネルギーへの転換をすすめます。

Ⅰ．生協自らが消費者として選択する
 １．地球温暖化防止を大きな目標に掲げ、省エネルギー

をすすめCO2と温室効果ガスを削減します

　・「地球温暖化」と「生物多様性の大幅な減少」は人

類の存続にかかわる世界の安全保障問題です。そ

の認識を深め、事業においては、環境を損わない

消費行動へのインセンテイブとなることを念頭にお

いて、組合員の毎日の生活が、その消費行動によっ

て、多くの資源の節約や、再生可能エネルギーを最

大限利用するくらしの選択となることを目指します。

 ２．脱原発の立場で再生可能エネルギーを選択し、将

来的には自給率100％をめざします

　・原子力発電は地震の多いわが国においては、今後

も、放射能汚染を伴う甚大な事故の可能性がある

こと。コスト面の考え方でも大幅な見直しが必要で

あること。放射性廃棄物の長期にわたる増加と管

理という重大な課題を、子孫に遺す問題点があるこ

と等々の理由から、脱原発の立場で、太陽、風力、

地熱、小水力、バイオマスなどの熱源をいかし、地

域社会の経済にも有益な再生可能エネルギーの拡

大を選択し、将来は再生可能エネルギーによる自

給率100％の社会を目指します。



38

用したハウス栽培の産直野菜や、畜産の糞尿で製

造した液肥やバイオ発電を利用した商品群を開発

します。

　・生活提案として、省エネ電球、コンパクト蛍光灯、Ｌ

ＥＤ電球などを供給することで、それらを選択した

組合員自身の具体的な省エネルギー推進につなげ

ます。

 ４．組合員の家庭における再生可能エネルギーの推進
やCO2削減を実現します

　・省エネ家電購入や太陽光・熱利用設備導入の商
品・サービスを検討します。

　・集合住宅や、ビルの屋上等を利用した、太陽光・熱
利用設備を設置した地域発電所を検討します。

　・配送センターや生協事業所を中心としたスマート
グリットの試験運用に取り組みます。

 ５．生産から消費、廃棄にいたるエネルギーのプロセス
に総合的に関与し、環境負荷を低減する具体的な
事業モデルに取り組みます

　・再生可能エネルギーは、市場のニーズに対応できな

い現状があり、生協自らが発電する可能性や、生産

地域との連携による発電等も検討します。産地への

脱化石燃料による生産の仕組みを提供し、バイオ

マスや、自然エネルギーの安価な温熱料での生産を

支援します。これにより生産者・消費者の関係づくり

と地域経済の活性化につなげ再生可能エネルギー

拡大の基盤とします。

 ６．地域社会や生産者と連携し、安全で生産コストの安
い再生可能エネルギーに効率よく転換する仕組みづ
くりを支援します

　・地域や、都市の団体や、個人の資金を再生可能エネ

Ⅱ．生協自らが事業者として行う
 １．地球温暖化防止をめざし、CO2を削減し、省資源、

省エネルギー型の事業を行います

　・事業における車両燃料使用状況は、配送トラック

での消費が95％であり、燃料消費削減をはかるた

めエコドライブ運動強化や、アイドリングストップ装

置の装着をすみやかにすすめます。

　　車両燃料については、東日本大震災の影響による

脆弱なインフラや危機管理の課題に対して、自家

供給の面から電気自動車、バイオ燃料の利用等を

検討し、代替エネルギーにシフトします。

 ２．生協事業の使用電力を再生可能エネルギーに転換
します

　・事業で使用する再生可能エネルギーの調達と拡大

　　パルシステム東京の事業所で使用されるエネル

ギーは、「電気（冷凍冷蔵設備など）」「車両燃料」

が全エネルギー構成の96％にあたります。目標とし

ては、5年間かけて、生協事業として消費する電力

の30％を再生可能エネルギーに転換します。そのた

めに、グリーン電力証書の購入、電力の購入先の

変更、再生可能エネルギーによる発電などの検討

をおこない、利用できる再生可能エネルギー環境

を整備します。

　　　配送トラックのＥＶ化は、社会的にまだ実用化の

段階に至っておらず、今後、生協間の連帯、自動車

メーカーとの協力関係の構築などを含めた調査研

究をすすめます。

 ３．環境に配慮し、再生可能エネルギーを活用した生
産や輸送をコンセプトにした新たな商品開発を実現
します

　・間伐材や、自然エネルギーなどの地域の熱源を利
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ルギー社会の構築を目的として活用する手法を模索

します。施設を持つ地域に雇用の創出や地域社会

の再構築につながる地元企業や、ＮＰＯとの連携を

伴う展開をめざします。

 7．最新エネルギー情報の収集と調査に努め、事業への
有効な導入の検討を行ないます

Ⅲ．生協自ら地域・社会に運動をおこす
 １．生産者や社会へ働きかけ再生可能エネルギーによ

る日本のエネルギー自給率の向上を率先してすす
めます

　・組合員・生産者・役職員がおもいをひとつにし、再

生可能エネルギー利用の仕組みを社会に広げる運

動を展開していきます。

　・消費者が電力を選べる社会を実現するための運動

展開をはじめます。

　・グリーン金融の促進をはかり、再生可能エネルギー

の導入が地域経済の活性化につながる制度を研究

します。

資料

 ２．国のエネルギー政策の転換をめざし、国や自治体に
対し情報公開の要求や政策提言を行ない安全性、
経済性の観点からも原子力発電の停止を求めます

　・原子力発電は、地震の多い我が国にはきわめて不

適切な発電方式であり、コストが開示されない非民

主的な発電であることに加え、事故が起こったとき

の被害には、救済の方法さえ確立していない現状を

広く訴えます。その責任と対策はいやおうも無く次世

代に押し付けられるものとなっているため、社会的・

倫理的な立場から原子力発電の停止を、国に求めて

いきます。停止の期限や、その撤退までの手順と費

用を示すことも国へ求めていきます。

　・我が国では、大口の契約事業者しか電力の自由化

がなされていません。しかし、消費者には、選択する

権利があり農産物や衣服にも環境に配慮した商品

を選択し購入することができるように環境に負担を

かけない方法で発電した電気を選択・利用できるよ

うな法の改正や仕組みを自治体や他団体と連携し

た運動を検討していきます。

 3 ．確実かつ有効な情報等をわかりやすく提供し、地域
社会や家庭での省エネ活動支援や暮らし方の見直
し提案を広げます

むすび
　私たちはこのエネルギー政策を次世代への責任を果たす新たなスタートとし、パルシステム東京の理念の

具現化をめざし、持続可能な社会の構築にむけて、政策提案･事業活動･組合員のくらし提案・地域支援を

展開していきます。

　将来的には100％のエネルギー自給率をめざし、再生可能エネルギー利用の仕組みを実現します。

　パルシステム東京はこれからもずっと、命や環境を大切にすることを最優先にしてエネルギーを選択し、

持続可能な社会を支える生協として活動します。



施設名 所在地 施設名 所在地 施設名 所在地

1. 本部・事務所

　本部

　エコ・ステーション
（LPGガス・ステーション）

資料受付センター

2. 店舗

　たつみ店

3. パルシステム配送センター・営業所

　江東センター

　港センター

　池尻センター

　足立センター

青梅センター

八王子センター

立川センター

多摩センター

東村山センター

府中センター

世田谷センター

大田センター

練馬センター

江戸川センター

狛江センター

板橋センター

三鷹センター

4. 福祉事務所

　地域福祉部

　愛宕陽だまり

　江戸川陽だまり

　辰巳陽だまり

　中野陽だまり

　東村山陽だまり

　府中陽だまり

　八潮陽だまり

　上町陽だまり

　狛江陽だまり

　東雲陽だまり

5関連部著

　パルぷらす＠たつみ

新宿区大久保 2-2-6

東村山市恩多町 1-10-1

東村山市恩多町 1-10-1

江東区辰巳 1-1-34

江東区南砂 2-36-1

港区港南 5-5-12

世田谷区池尻 2-23-4

足立区中央本町 4-3-3

青梅市新町 3-11-1

八王子市高倉町 4-7

立川氏西砂町 6-16-7

多摩市南野 1-2-5

東村山市恩多町 1-10-1

府中市新町 2-29-4

世田谷区北烏山 7-21-11

大田区仲池上 1-31-1

練馬区田柄 4-38-5

江戸川区松江 2-10-18

狛江市和泉本町 4-5-24

板橋区舟渡 3-20-28

三鷹市下連雀 6-15-18

新宿区大久保 2-2-6

多摩市愛宕 3-2

江戸川区松江 2-10-18

江東区辰巳 1-1-34

中野区東中野 4-7-9

東村山恩多町 1-10-1

府中市新町 2-29-4

品川区八潮 5-2-2

世田谷区世田谷 2-8-2

狛江市和泉本町 4-5-24

江東区東雲 2-4-3

江東区辰巳 1-1-34
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