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北海道生協連は、
これからも平和で安心して暮らせる
地域の実現に向け貢献します。

会 長 ご 挨 拶

◎概要・体制・組織状況等（2021年6月末現在）

北海道生活協同組合連合会のプロフィール

北海道生協連合会　会長理事　 麻田 信二

　敗戦後の食糧危機を背景に生協運動が始まり、全道各地に炭鉱職域生協を中心に

発展し戦後第二の生協運動の高揚期を迎える中で、連合会づくりの気運が高まり、

1956（昭和31）年12月10日、道内120数生協中38単協を会員とした道生協連が設立さ

れ、65年の歴史を刻んできました。

　道生協連の65年の歩みを振り返ってみますと、中心になっていた炭鉱職域生協が

閉山と共に清算され、高度経済成長期に消費者運動と結びついた市民生協が全道各

地に誕生し、生協運動を発展させてきましたが、国際化、情報化、技術革新、少子

高齢化など社会が大きく変化する中、道内の市民生協は、経営危機や破綻を乗り越

えて、2007年に「コープ十勝」が「コープさっぽろ」に統合され、地域購買生協は、

「コープさっぽろ」と「生活クラブ生協」の2生協になり、生協法の改正などもあっ

て、道生協連の役割は大きく変化してきました。

　こうした中、2012年が国際協同組合年となり、2016年には、協同組合の理念がユ

ネスコ無形文化遺産に登録、国連が2030年を目標に、生協運動と共通する内容を持

つSDGs（持続可能な開発目標）を定めるなど、生協運動の重要性が高まっています。

　また、協同組合の理念を共有するJA北海道グループや北海道労働金庫、コープ

さっぽろなど16の団体が参加した「協同組合ネット北海道」が2020年に設立され、道

生協連はその事務局の一翼を担っていますが、連携活動のプラットホームとしての

活用が期待されています。

　これからも、「協同組合ネット北海道」の会員などと密接に連携し、生協運動の理

念や相互扶助の精神に理解を頂いている企業や団体などのご協力を得ながら、平和

で安心して暮らせる北海道の実現に向け貢献したいと決意しているところです。

　皆様方のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

2021年12月

　生協は、消費生活協同組合法に基づき、組合員が自ら出資し、自分たちの手で運営し、自分たちのよりよい
暮らしを実現するためにさまざまな事業や活動を行う組織です。
　北海道生活協同組合連合会（略称：北海道生協連）は、道内にある地域生協、職域生協、大学生協、学校生
協、医療生協、共済生協、住宅生協、高齢者福祉生協の21生協で作っている連合会です。
　消費生活協同組合法に基づき、当連合会は、共同互助の精神に基づき、民主的運営により道内の会員生協の
事業の発展を図り、かつ、生活の文化的経済的改善向上をはかることを目的としています。
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〒003-0803　札幌市白石区菊水３条４丁目１番３　こくみん共済coop北海道会館内

☎011-841-8601　　fax 011-841-8605 

麻田  信二

山口  敏文

平  照治 

13名

21会員（地域２、職域１、大学10、学校３、医療１、共済１、住宅１、福祉２）

1,882,837人（購買生協のみ）

8,293,277万円（購買生協のみ）

30,557,726万円（購買生協のみ）

北海道、コープさっぽろ及び労働金庫

名　　称 北海道生活協同組合連合会（略称：北海道生協連）

コープさっぽろ

生活クラブ

雄武町・神恵内村・標津町・滝上町・西興部村　除く174市町村

釧路市、釧路町と新たに協定を締結しました

生　協　名 内　　　容

◎災害等緊急時における物資供給等に関する協定

2005年11月22日

2005年12月16日

2014年  3月17日

北海道と道連

コープさっぽろと道連

労働金庫と道連

基本協定、確認書締結

道と道連の基本協定、確認書の発動に際し、
その業務委託に関する覚書

緊急災害対策等の相互連携に係る基本協定

締結年月日 締　結　先 締 結 内 容

道・道連・コープさっぽろとの災害時における応急生活物資供給等に関する基本協定について

コープさっぽろ

生　協　名 内　　　容

●災害時における消費生活安定及び応急生活物資供給に関する協定について

●高齢者見守りに関する協定について（2020年5月現在の実績）

札幌市・留萌市・江別市・富良野市・美唄市・帯広市・石狩市・砂川市・北広島市・旭川市・
釧路市・苫小牧市・稚内市・遠軽町・美幌町・網走市・訓子府町・北見市・紋別市・根室市・
岩見沢市・様似町・登別市・幕別町・浦河町・白老町・羅臼町・函館市、ほくと市、七飯町の
区市町村行政との協定32、行政以外との協定3

※監事含む
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169,735

193,592

278,210
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567,420

780,700

1,019,640
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■地域購買生協
■職域生協
■住宅生協
■共済生協
■医療生協
■福祉生協
■学校生協
■大学生協

全
道
に
ひ
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る

暮
ら
し
の
輪

①コープさっぽろ本部
②生活クラブ生活協同組合
③北海道勤労者住宅生活協同組合
④北海道労働者共済生活協同組合
⑤北海道医療生活協同組合
⑥さっぽろ高齢者福祉生活協同組合
⑦北海道電力生活協同組合
⑧北海道学校生活協同組合
⑨北海道大学生活協同組合
⑩北海学園生活協同組合
⑪酪農学園生活協同組合
⑫札幌学院大学生活協同組合
⑬北星学園生活協同組合
●北海道教育大学生活協同組合
　⑭札幌キャンパス
　⑮岩見沢キャンパス
⑯生活協同組合連合会大学生協
　事業連合北海道地区

全道にひろがる暮らしの輪

　北海道生活協同組合連合会には21の会員生協が加盟し、全道でおよそ188万人以上の組合員が参加し、
生協活動をの輪を広げています。

※北海道内の総世帯数の約67.5%が地域購買生協の組合員世帯となっています。

●北海道生協連加盟単協分布図（2021年３月31日時点）　

●事業高の推移（地域購買生協のみ）　

●組合員数の推移（地域購買生協のみ）　

【北海道のデータ】
面積：78,421.39㎢（2020年10月1日現在） 
推計人口：5,228,885人（2020年10月1日現在） 
人口：5,381,733人（2015年10月1日現在） 
市区町村数：35市（10区）129町15村／計179市町村 
政令指定都市：札幌市 
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札幌地区

苫小牧地区
⑰コープさっぽろ
　苫小牧地区本部

帯広地区
㉖コープさっぽろ帯広地区本部
㉗帯広畜産大学生活協同組合

㉘コープさっぽろ釧路地区本部
㉙北海道教育大学生活協同組合
　釧路キャンパス

室蘭地区

旭川地区

⑱コープさっぽろ室蘭地区本部
⑲室蘭工業大学生活協同組合

⑳コープさっぽろ函館地区本部
㉑北海道教育大学生活協同組合
　函館キャンパス

●

㉒コープさっぽろ旭川地区本部
㉓あさひかわ福祉生活協同組合
㉔上川地区学校生活協同組合
㉕北海道教育大学生活協同組合
　旭川キャンパス

㉚コープさっぽろ北見地区本部
㉛網走四地区学校生活協同組合
北見工業大学生活協同組合

北見地区

函館地区

5,657

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1995 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 （年）

10,286

38,419

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1995 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 （年）

82,970

1,503,905

1,668,366
1,776,926

1,882,837

1,825,336

66,820

836,159

14,303

25,636

8,721

4,878

3,210

4,167

5,231

19,684

13,016

15,795

5,908

533,795

1,777

1,492,280

コープさっぽろ

生 活 ク ラ ブ

北 海 道 大 学

北 海 学 園 大 学

酪 農 学 園 大 学

札 幌 学 院 大 学

北 星 学 園 大 学

北海道教育大学

北 海 道 学 校

北 海 道 電 力

北 海 道 医 療

北海道勤労者住宅

北海道労働者共済

さっぽろ高齢者福祉

組合員数

札幌地区 （人）
169,213

4,224

764

174,201

コープさっぽろ

上 川 地 区 学 校

あさひかわ福祉

組合員数

旭川地区 （人）

72,198

2,130

2,280

76,608

コープさっぽろ

北 見 工 業 大 学

網走四地区学校

組合員数

北見地区 （人）

272,937

272,937

コープさっぽろ

組合員数

その他 （人）

92,121

92,121

コープさっぽろ

組合員数

釧路地区 （人）

136,657

8,129

144,786

コープさっぽろ

室 蘭 工 業 大 学

組合員数

室蘭・苫小牧地区 （人）

66,912

2,262

69,174

コープさっぽろ

帯 広 畜 産 大 学

組合員数

帯広・日高地区 （人）

129,148

129,148

コープさっぽろ

組合員数

函館地区 （人）

釧路地区

※北海道教育大学の数値には岩見沢・函館・旭川・釧路キャンパスの数値（人）も含んでいます。

249,582

256,278 264,152
280,849 286,613

259,772

285,112 281,804

305,577

256,238

1,375,801

1,404,950

1,428,569

1,556,740

1,722,849
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全道にひろがる暮らしの輪

　北海道生活協同組合連合会には21の会員生協が加盟し、全道でおよそ188万人以上の組合員が参加し、
生協活動をの輪を広げています。

※北海道内の総世帯数の約67.5%が地域購買生協の組合員世帯となっています。

●北海道生協連加盟単協分布図（2021年３月31日時点）　

●事業高の推移（地域購買生協のみ）　

●組合員数の推移（地域購買生協のみ）　

【北海道のデータ】
面積：78,421.39㎢（2020年10月1日現在） 
推計人口：5,228,885人（2020年10月1日現在） 
人口：5,381,733人（2015年10月1日現在） 
市区町村数：35市（10区）129町15村／計179市町村 
政令指定都市：札幌市 
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㉖コープさっぽろ帯広地区本部
㉗帯広畜産大学生活協同組合
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㉙北海道教育大学生活協同組合
　釧路キャンパス

室蘭地区

旭川地区

⑱コープさっぽろ室蘭地区本部
⑲室蘭工業大学生活協同組合
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　旭川キャンパス
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組合員数
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コープさっぽろ

組合員数

函館地区 （人）

釧路地区
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　道内には地域生協、職域生協、大学生協、学校生協、医療生協、共済生協、住宅生協、福祉生協の生協
組織があり、当連合会は21の会員生協で組織されています。

地域購買
生　協
❶生活協同組合コープさっぽろ

　「市民生協」や「コープ」などの名称で親しまれている生協です。事業の範囲は広く、店
舗あるいは共同購入で毎日の生活に欠かせない食料品などを扱う購買事業のほか、共済
事業や生活文化事業、福祉事業など多彩です。また食の安全、安心問題や環境、福祉助
け合い活動、消費者運動、平和運動などの幅広い組合員活動が活発です。

理 事 長 名：大見 英明
専務理事名：中島 則裕、岩藤 正和
設立年月日　1965年７月18日
組合員数（３月度末）　　1,868,534人
出資金額（３月度末）　8,080,992万円
事業高　（３月度末） 30,429,366万円

〒063-8501　札幌市西区発寒11条5丁目10番1号
TEL 011-671-5601（総務部）　FAX 011-671-5730（総務部）

ホームページ　https://www.sapporo.coop/

❷生活クラブ生活協同組合
理 事 長 名：山﨑 栄子
専務理事名：高階 洋介
設立年月日　1982年12月５日
組合員数（３月度末）　　　　14,303人
出資金額（３月度末）　　 212,285万円
事業高　（３月度末）　　 331,333万円

〒063-0829　札幌市西区発寒9条13丁目1-10
TEL 011-665-1717　　FAX 011-665-2325
ホームページ　http://www.s-coop.or.jp/

住　宅
生　協

　勤労者に手の届く住宅を供給
することを目的に、1961年に設
立されたのが「北海道勤労者住
宅生協」です。
　新築注文住宅やリフォーム、
不動産の仲介など、住宅全般を

取り扱っています。現在は、外断熱工法（ＪＳＰホーム）
を採用、家の長寿命を図り、「安心・安全・快適」を提
案しています。

❶北海道勤労者住宅生活協同組合
理 事 長 名：小関 顕太郎
専務理事名：柴野 一彦
設立年月日　1961年10月13日
組合員数（３月度末）　　　　  5,908人
出資金額（３月度末）　　　  6,353万円
事業高　（３月度末）　　　23,037万円

〒060-0034　札幌市中央区北４条東２丁目７番地６
TEL 011-221-3354（代）　FAX 011-222-6822
ホームページ　http://www.hjs.or.jp/

福　祉
生　協

　さっぽろ高齢者福祉生協が2005年12月26日に北海道の認可を受け、札幌に誕生しまし
た。高齢者のよりよい生活の実現を求め、介護付有料老人ホーム「イリスもとまち」・住
宅型有料老人ホーム「イリス北8条」・サービス付高齢者向け住宅「イリス南郷通」「イリス
北10条」など地域の在宅高齢組合員の生活向上、介護事業など多様な福祉活動に取り組
んでいます。
　あさひかわ福祉生協は2015年に設立、子どもから高齢者まで地域に根ざし安心して健
康に暮らせることの実現をめざし、クリニック・保育園・訪問介護、移送サービス・除
排雪・サロン活動など多様な福祉活動に取り組んでいます。

理 事 長 名：小松 徹人
専務理事名：柿原 尚美
設立年月日　2006年１月12日
組合員数（３月度末）　　　　  1,777人
出資金額（３月度末）　　　  1,975万円
事業高　（３月度末）　　 163,200万円

〒065-0021　札幌市東区北21条東22丁目5番1号
TEL 011-299-2315　　FAX 011-299-2316
ホームページ　https://www.hukushiseikyou.or.jp/

❷あさひかわ福祉生活協同組合
理 事 長 名：萩原 信宏
専務理事名：倉島 正
設立年月日　2015年８月24日
組合員数（３月度末）　　　　　  764人
出資金額（３月度末）　　　  5,510万円
事業高　（３月度末）　　　14,935万円

〒078-8341　旭川市東光1条1丁目2番12号
TEL 0166-73-6673　　FAX 0166-31-5882
ホームページ　https://fukushi-s.com/

医　療
生　協

　医療生協は、「安心した医療を
受けたい」という人々の願いか
ら誕生しました。北海道生協連
には「北海道医療生協」が加盟し
ています。地域住民を対象とし
た地域医療に取り組んでおり、

病院や診療所では健診事業や在宅医療、介護サービス
事業などさまざまな分野での医療活動にも力を注いで
います。

❶北海道医療生活協同組合
理 事 長 名：秋野 正敏
副理事長名：根本 武志
専務理事名：佐々木 藤夫
設立年月日　1965年３月30日
組合員数（３月度末）　　　　15,734人
出資金額（３月度末）　　　  9,351万円
事業高　（３月度末）　　 130,636万円

〒004-0861　札幌市清田区北野1条1丁目6番30
TEL 011-883-0121（代）　FAX 011-883-5510
ホームページ　http://www.ryokuai.com/職　域

生　協

　現在、北海道電力生協が北海
道生協連に加盟しています。職
域生協は、特定の職場の従業員
を対象に組織されている生協で
す。主に共同購入や通信販売事
業、指定店供給事業などの無店

舗供給を行う購買事業に取り組んでいます。

❶北海道電力生活協同組合
理 事 長 名：佐々木 邦彦
専務理事名：古川 崇　　
設立年月日　1989年10月26日
組合員数（３月度末）　　　　13,016人
出資金額（３月度末）　　　56,479万円
事業高　（３月度末）　　 508,626万円

〒060-0042　札幌市中央区大通西16丁目1番20 北海道勤労文化会館4階
TEL 011-614-2339　FAX 011-614-3239

共　済
生　協

　北海道生協連には「北海道労
働者共済生協」が加盟していま
す。同生協が会員となっている
共済生協連合会のこくみん共済
coopは「こくみん共済」・「住ま
いる共済（火災共済・自然災害共

済）」・「マイカー共済」などを柱に勤労道民の万一の災
害・事故などから生活を守るために、助け合いの相互
扶助の精神に基づき加入促進活動を展開しています。
また、社会貢献活動として防災や環境活動などに対す
る助成事業も実施しています。

❶北海道労働者共済生活協同組合
理 事 長 名：大出 彰良
専務理事名：佐藤 敏行
設立年月日　1959年12月28日
組合員数（５月度末）　　　 533,795人
出資金額（５月度末）　　 372,679万円
事業高　（５月度末）　　　22,391万円

〒003-0803　札幌市白石区菊水3条4丁目1番3
TEL 011-821-6031　　FAX 011-241-3512
ホームページ　https://www.zenrosai.coop/

会
員
生
協
の
概
要

❶福祉生協イリス（さっぽろ高齢者福祉生活協同組合）
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組織があり、当連合会は21の会員生協で組織されています。

地域購買
生　協
❶生活協同組合コープさっぽろ

　「市民生協」や「コープ」などの名称で親しまれている生協です。事業の範囲は広く、店
舗あるいは共同購入で毎日の生活に欠かせない食料品などを扱う購買事業のほか、共済
事業や生活文化事業、福祉事業など多彩です。また食の安全、安心問題や環境、福祉助
け合い活動、消費者運動、平和運動などの幅広い組合員活動が活発です。

理 事 長 名：大見 英明
専務理事名：中島 則裕、岩藤 正和
設立年月日　1965年７月18日
組合員数（３月度末）　　1,868,534人
出資金額（３月度末）　8,080,992万円
事業高　（３月度末） 30,429,366万円

〒063-8501　札幌市西区発寒11条5丁目10番1号
TEL 011-671-5601（総務部）　FAX 011-671-5730（総務部）

ホームページ　https://www.sapporo.coop/

❷生活クラブ生活協同組合
理 事 長 名：山﨑 栄子
専務理事名：高階 洋介
設立年月日　1982年12月５日
組合員数（３月度末）　　　　14,303人
出資金額（３月度末）　　 212,285万円
事業高　（３月度末）　　 331,333万円
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　勤労者に手の届く住宅を供給
することを目的に、1961年に設
立されたのが「北海道勤労者住
宅生協」です。
　新築注文住宅やリフォーム、
不動産の仲介など、住宅全般を
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を採用、家の長寿命を図り、「安心・安全・快適」を提
案しています。
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理 事 長 名：小関 顕太郎
専務理事名：柴野 一彦
設立年月日　1961年10月13日
組合員数（３月度末）　　　　  5,908人
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事業などさまざまな分野での医療活動にも力を注いで
います。

❶北海道医療生活協同組合
理 事 長 名：秋野 正敏
副理事長名：根本 武志
専務理事名：佐々木 藤夫
設立年月日　1965年３月30日
組合員数（３月度末）　　　　15,734人
出資金額（３月度末）　　　  9,351万円
事業高　（３月度末）　　 130,636万円

〒004-0861　札幌市清田区北野1条1丁目6番30
TEL 011-883-0121（代）　FAX 011-883-5510
ホームページ　http://www.ryokuai.com/職　域

生　協

　現在、北海道電力生協が北海
道生協連に加盟しています。職
域生協は、特定の職場の従業員
を対象に組織されている生協で
す。主に共同購入や通信販売事
業、指定店供給事業などの無店

舗供給を行う購買事業に取り組んでいます。

❶北海道電力生活協同組合
理 事 長 名：佐々木 邦彦
専務理事名：古川 崇　　
設立年月日　1989年10月26日
組合員数（３月度末）　　　　13,016人
出資金額（３月度末）　　　56,479万円
事業高　（３月度末）　　 508,626万円

〒060-0042　札幌市中央区大通西16丁目1番20 北海道勤労文化会館4階
TEL 011-614-2339　FAX 011-614-3239

共　済
生　協

　北海道生協連には「北海道労
働者共済生協」が加盟していま
す。同生協が会員となっている
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coopは「こくみん共済」・「住ま
いる共済（火災共済・自然災害共

済）」・「マイカー共済」などを柱に勤労道民の万一の災
害・事故などから生活を守るために、助け合いの相互
扶助の精神に基づき加入促進活動を展開しています。
また、社会貢献活動として防災や環境活動などに対す
る助成事業も実施しています。

❶北海道労働者共済生活協同組合
理 事 長 名：大出 彰良
専務理事名：佐藤 敏行
設立年月日　1959年12月28日
組合員数（５月度末）　　　 533,795人
出資金額（５月度末）　　 372,679万円
事業高　（５月度末）　　　22,391万円

〒003-0803　札幌市白石区菊水3条4丁目1番3
TEL 011-821-6031　　FAX 011-241-3512
ホームページ　https://www.zenrosai.coop/
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❶福祉生協イリス（さっぽろ高齢者福祉生活協同組合）



会
員
生
協
の
概
要

7 8

❷上川地区学校生活協同組合
理 事 長 名：門馬 秀孝
専務理事名：吉越 友子
設立年月日　1949年３月２日
組合員数（３月度末）　　　　  4,224人
出資金額（３月度末）　　　  2,083万円
事業高　（３月度末）　　　11,538万円

〒070-0033　旭川市3条11丁目右2号　上川教育会館内
TEL 0166-23-4195　　FAX 0166-23-4228

❸網走四地区学校生活協同組合
理 事 長 名：荻野谷 剛
副理事長名：小栗 敬一郎
専務理事名：対馬 誠志
設立年月日　1956年８月７日
組合員数（３月度末）　　　　  2,280人
出資金額（３月度末）　　　  2,352万円
事業高　（３月度末）　　　  5,638万円

〒090-0834　北見市とん田西町314番地
TEL 0157-24-2717　　FAX 0157-24-2791

学　校
生　協

　全国の公立小・中・高の教職
員が組合員になって組織してい
ます。カタログによる供給事業、
共同購入、展示会、ガソリン･灯
油、住宅などのあっせん供給、
車のローンといった事業を行っ

ています。現在、北海道学校生協、上川地区学校生協、
網走四地区学校生協が北海道生協連に加盟しています。

❶北海道学校生活協同組合
理 事 長 名：木下 真一
専務理事名：三上 耕治
設立年月日　1948年６月
組合員数（３月度末）　　　　19,684人
出資金額（３月度末）　　　  7,383万円
事業高　（３月度末）　　　75,400万円

〒060-0063　札幌市中央区南3条西12丁目
TEL 011-561-6493　　FAX 011-563-7484
ホームページ　https://www.dogakkyo.or.jp/
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❻北海道教育大学生活協同組合
理 事 長 名：角 一典
専務理事名：曽根 聡
法人化年月日　2011年１月17日

（５キャンパス統合）

組合員数（２月度末）　　　　  5,231人
出資金額（２月度末）　　　  9,865万円
事業高　（２月度末）　　　34,580万円

TEL 011-778-8861　　FAX 011-778-8862
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/hue/

❷北海学園生活協同組合
理 事 長 名：佐藤 信
専務理事名：西野 祐司
法人化年月日　1959年２月23日
組合員数（２月度末）　　　　  8,721人
出資金額（２月度末）　　　13,836万円
事業高　（２月度末）　　　66,191万円

〒062-0911　札幌市豊平区旭町4丁目1番40号
TEL 011-831-8195　　FAX 011-815-4335
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/hokkai/

❸酪農学園生活協同組合
理 事 長 名：吉田 磨
専務理事名：片木 圭二
法人化年月日　1968年７月24日
組合員数（２月度末）　　　　  4,878人
出資金額（２月度末）　　　  7,312万円
事業高　（２月度末）　　　42,043万円

〒069-0836　江別市文京台緑町569番地47
TEL 011-386-7281　　FAX 011-386-7298
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/

❼室蘭工業大学生活協同組合
理 事 長 名：河合 秀樹
専務理事名：鶴田 祐己子
法人化年月日　1954年５月14日
組合員数（２月度末）　　　　  8,129人
出資金額（２月度末）　　　11,885万円
事業高　（２月度末）　　　75,694万円

〒050-0071　室蘭市水元町36番８号
TEL 0143-44-2994　　FAX 0143-45-2757
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/mit/

❽帯広畜産大学生活協同組合
理 事 長 名：渡邊 芳之
専務理事名：伊藤 孝英
法人化年月日　1963年11月１日
組合員数（２月度末）　　　　  2,262人
出資金額（２月度末）　　　  3,245万円
事業高　（２月度末）　　　25,119万円

〒080-0834　帯広市稲田町西2線11番地
TEL 0155-48-2284　　FAX 0155-48-2733
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/obichiku/

❾北見工業大学生活協同組合
理 事 長 名：白川 龍生
専務理事名：田端 一徳
法人化年月日　1975年２月８日
組合員数（２月度末）　　　　  2,130人
出資金額（２月度末）　　　  3,850万円
事業高　（２月度末）　　　29,746万円

〒090-0015　北見市公園町165番地
TEL 0157-24-5581　　FAX 0157-24-6968
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/kit/ 

❺北星学園生活協同組合
理 事 長 名：大原 昌明
専務理事名：浦瀧 誠二
法人化年月日　1966年6月11日
組合員数（２月度末）　　　　  4,167人
出資金額（２月度末）　　　  5,830万円
事業高　（２月度末）　　　34,454万円

〒004-0042　札幌市厚別区大谷地西2丁目3-1
TEL 011-891-2313　　FAX 011-891-2349
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/hokusei/

❹札幌学院大学生活協同組合
理 事 長 名：平澤 亨輔
専務理事名：菅沼 秀也
法人化年月日　1963年11月27日
組合員数（２月度末）　　　　  3,210人
出資金額（２月度末）　　　  5,707万円
事業高　（２月度末）　　　26,739万円

〒069-0833　江別市文京台11番地
TEL 011-386-2970　　FAX 011-387-1784
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/sgu/

大　学
生　協

大学生協

　大学生協は、大学キャンパス
内で学生や教職員が豊かな生活
を送るために組織されています。
日用品をはじめ勉学研究用品や
書籍の供給や食堂の運営など大
学生活に欠かせない商品・サー

ビスを提供しています。北海道には現在、14の大学
生協があり、共同仕入や業務の協業化のために「生活
協同組合連合会大学生協事業連合」を組織しています。

❶北海道大学生活協同組合
理 事 長 名：坂爪 浩史
専務理事名：小助川 誠
法人化年月日　1947年６月13日
組合員数（２月度末）　　　　25,636人
出資金額（２月度末）　　　39,108万円
事業高　（２月度末）　　 283,904万円

〒060-0808　札幌市北区北8条西7丁目1番地1号
TEL 011-746-6218　　FAX 011-746-2341
ホームページ　https://www.hokudai.seikyou.ne.jp/

● 札幌キャンパス
〒002-8075　札幌市北区あいの里5条3丁目1番
● 釧路キャンパス
〒085-0826　釧路市城山1丁目15番55号
● 旭川キャンパス
〒070-0825　旭川市北門町9丁目
● 函館キャンパス
〒040-0083　函館市八幡町1-2
● 岩見沢キャンパス
〒068-0835　岩見沢市緑が丘2丁目34番地

生活協同組合連合会大学生協事業連合北海道地区
運営委員長名：小助川 誠
常 務 理 事 名：須田 正樹
　　　　　 　（業務統括責任者）
法人化年月日　2018年11月１日

〒060-0808　札幌市北区北8条西７丁目　北大生協会館3階内
TEL 011-726-9148　　FAX 011-717-2733
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/
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❷上川地区学校生活協同組合
理 事 長 名：門馬 秀孝
専務理事名：吉越 友子
設立年月日　1949年３月２日
組合員数（３月度末）　　　　  4,224人
出資金額（３月度末）　　　  2,083万円
事業高　（３月度末）　　　11,538万円

〒070-0033　旭川市3条11丁目右2号　上川教育会館内
TEL 0166-23-4195　　FAX 0166-23-4228

❸網走四地区学校生活協同組合
理 事 長 名：荻野谷 剛
副理事長名：小栗 敬一郎
専務理事名：対馬 誠志
設立年月日　1956年８月７日
組合員数（３月度末）　　　　  2,280人
出資金額（３月度末）　　　  2,352万円
事業高　（３月度末）　　　  5,638万円

〒090-0834　北見市とん田西町314番地
TEL 0157-24-2717　　FAX 0157-24-2791

学　校
生　協

　全国の公立小・中・高の教職
員が組合員になって組織してい
ます。カタログによる供給事業、
共同購入、展示会、ガソリン･灯
油、住宅などのあっせん供給、
車のローンといった事業を行っ

ています。現在、北海道学校生協、上川地区学校生協、
網走四地区学校生協が北海道生協連に加盟しています。

❶北海道学校生活協同組合
理 事 長 名：木下 真一
専務理事名：三上 耕治
設立年月日　1948年６月
組合員数（３月度末）　　　　19,684人
出資金額（３月度末）　　　  7,383万円
事業高　（３月度末）　　　75,400万円

〒060-0063　札幌市中央区南3条西12丁目
TEL 011-561-6493　　FAX 011-563-7484
ホームページ　https://www.dogakkyo.or.jp/
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❻北海道教育大学生活協同組合
理 事 長 名：角 一典
専務理事名：曽根 聡
法人化年月日　2011年１月17日

（５キャンパス統合）

組合員数（２月度末）　　　　  5,231人
出資金額（２月度末）　　　  9,865万円
事業高　（２月度末）　　　34,580万円

TEL 011-778-8861　　FAX 011-778-8862
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/hue/

❷北海学園生活協同組合
理 事 長 名：佐藤 信
専務理事名：西野 祐司
法人化年月日　1959年２月23日
組合員数（２月度末）　　　　  8,721人
出資金額（２月度末）　　　13,836万円
事業高　（２月度末）　　　66,191万円

〒062-0911　札幌市豊平区旭町4丁目1番40号
TEL 011-831-8195　　FAX 011-815-4335
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/hokkai/

❸酪農学園生活協同組合
理 事 長 名：吉田 磨
専務理事名：片木 圭二
法人化年月日　1968年７月24日
組合員数（２月度末）　　　　  4,878人
出資金額（２月度末）　　　  7,312万円
事業高　（２月度末）　　　42,043万円

〒069-0836　江別市文京台緑町569番地47
TEL 011-386-7281　　FAX 011-386-7298
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/rakuno/

❼室蘭工業大学生活協同組合
理 事 長 名：河合 秀樹
専務理事名：鶴田 祐己子
法人化年月日　1954年５月14日
組合員数（２月度末）　　　　  8,129人
出資金額（２月度末）　　　11,885万円
事業高　（２月度末）　　　75,694万円

〒050-0071　室蘭市水元町36番８号
TEL 0143-44-2994　　FAX 0143-45-2757
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/mit/

❽帯広畜産大学生活協同組合
理 事 長 名：渡邊 芳之
専務理事名：伊藤 孝英
法人化年月日　1963年11月１日
組合員数（２月度末）　　　　  2,262人
出資金額（２月度末）　　　  3,245万円
事業高　（２月度末）　　　25,119万円

〒080-0834　帯広市稲田町西2線11番地
TEL 0155-48-2284　　FAX 0155-48-2733
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/obichiku/

❾北見工業大学生活協同組合
理 事 長 名：白川 龍生
専務理事名：田端 一徳
法人化年月日　1975年２月８日
組合員数（２月度末）　　　　  2,130人
出資金額（２月度末）　　　  3,850万円
事業高　（２月度末）　　　29,746万円

〒090-0015　北見市公園町165番地
TEL 0157-24-5581　　FAX 0157-24-6968
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/kit/ 

❺北星学園生活協同組合
理 事 長 名：大原 昌明
専務理事名：浦瀧 誠二
法人化年月日　1966年6月11日
組合員数（２月度末）　　　　  4,167人
出資金額（２月度末）　　　  5,830万円
事業高　（２月度末）　　　34,454万円

〒004-0042　札幌市厚別区大谷地西2丁目3-1
TEL 011-891-2313　　FAX 011-891-2349
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/hokusei/

❹札幌学院大学生活協同組合
理 事 長 名：平澤 亨輔
専務理事名：菅沼 秀也
法人化年月日　1963年11月27日
組合員数（２月度末）　　　　  3,210人
出資金額（２月度末）　　　  5,707万円
事業高　（２月度末）　　　26,739万円

〒069-0833　江別市文京台11番地
TEL 011-386-2970　　FAX 011-387-1784
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/sgu/

大　学
生　協

大学生協

　大学生協は、大学キャンパス
内で学生や教職員が豊かな生活
を送るために組織されています。
日用品をはじめ勉学研究用品や
書籍の供給や食堂の運営など大
学生活に欠かせない商品・サー

ビスを提供しています。北海道には現在、14の大学
生協があり、共同仕入や業務の協業化のために「生活
協同組合連合会大学生協事業連合」を組織しています。

❶北海道大学生活協同組合
理 事 長 名：坂爪 浩史
専務理事名：小助川 誠
法人化年月日　1947年６月13日
組合員数（２月度末）　　　　25,636人
出資金額（２月度末）　　　39,108万円
事業高　（２月度末）　　 283,904万円

〒060-0808　札幌市北区北8条西7丁目1番地1号
TEL 011-746-6218　　FAX 011-746-2341
ホームページ　https://www.hokudai.seikyou.ne.jp/

● 札幌キャンパス
〒002-8075　札幌市北区あいの里5条3丁目1番
● 釧路キャンパス
〒085-0826　釧路市城山1丁目15番55号
● 旭川キャンパス
〒070-0825　旭川市北門町9丁目
● 函館キャンパス
〒040-0083　函館市八幡町1-2
● 岩見沢キャンパス
〒068-0835　岩見沢市緑が丘2丁目34番地

生活協同組合連合会大学生協事業連合北海道地区
運営委員長名：小助川 誠
常 務 理 事 名：須田 正樹
　　　　　 　（業務統括責任者）
法人化年月日　2018年11月１日

〒060-0808　札幌市北区北8条西７丁目　北大生協会館3階内
TEL 011-726-9148　　FAX 011-717-2733
ホームページ　https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/
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活
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　北海道生協連は2017年６月に「こども食堂運営者の支援」を目的と
する『こども食堂北海道ネットワーク』の設立に連携するとともに、
ＪＡ中央会、北海道労金、こくみん共済等の協力を得、応援の広が
りを実現しています。
　現在では道内にあるこども食堂は約200ヶ所の存在へと広がり、
その中の97ケ所の子ども食堂（2021年12月現在）・地域食堂がこど
も食堂北海道ネットワークに加入しています。

　新型コロナウイルス感染拡大
に伴い、学生は今、「暮らし」
「学び」「コミュニティ」の３つ
の危機に直面しています。こう
した状況の中、北海道生協連、
連合北海道、北海道労働者福祉
協議会、大学生協事業連合北海
道地区の４団体が構成団体とな

る「ほっかいどう若者応援プロジェクト」を設立し、コロナ禍において困
窮生活を強いられている学生へ、大学と連携しお米やレトルト食品、缶
詰、衛生用品などの無料配布の取組みがスタートしました。

＜こども食堂北海道ネットワークの活動＞
●学習・交流会の実施
　こども食堂運営者を中心に、年4回の学習交流会の開催を計画、
運営者が抱えている悩みなどについて意見交換などができる交流
の場を設けています。

＜多くの「応援」の輪が広がりました＞
　この「食の支援」の取組みは、フードロスなどの社会課題に取り組
む団体、企業や大学、個人の皆様から多くのご支援をいただき、３千
万円を超える募金・食材が寄せられました。
　2月～12月で26大学、総勢14,580名へ、お米や食料品などをお届
けすることができました。

＜多くの学生さんの「笑顔」も広がりました＞
　学生の皆さんから「うれしい」「とても助かります」「ありがとうございます」「こういう食料配付とっても助
かります」との感謝の声と「笑顔」をたくさんいただきました。

●食材や衛生雑貨品の調達・分配
　ご寄付いただいた食材や衛生雑貨品な
どを、全道各地の各こども食堂に分配し
ています。市社協・地元事業者様との連携
により年々増加しており新たな物流の仕
組みづくりの検討へと進んできています。

●行政との連携
　札幌市環境局様主催のフードドライブに協賛協働！「家庭からフードロス
を削減しましょう！」の主旨と、市内「子ども食堂での活用・支援」を想定し
市役所ロビー」にて行われました。
　同時に子ども食堂への認知度を高めるべく「パネル展示」で子ども食堂へ
の理解と協力を促進させる活動も連携し取り組んでいます。

こども食堂支援活動について

※コロナ禍の現在、北海道全体の
交流会は開催が難しい状況とな
りました。札幌市内各区での交
流会を進めています。

札幌大学での「食の支援」の様子

天使大学での「食の支援」の様子

支援物資を各大学へ配送

●企業・団体との連携企画
　コロナ禍で調理もままならない現状の中、子ども達と繋がる工夫の一つ
として運営者さんに活用して頂ける企業や団体を繋ぐ企画などをご紹介し
ています。

※写真は牛丼の吉野家さんとのコラボ企画

※北海道生協連はこども食堂北海道ネットワーク事務局の活動を支援しています。

ほっかいどう若者応援プロジェクトの「食の支援」
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　2015年4月の「LPガス問題を考える会」結成から始まった、LPガス問題の
取り組みは、地道な調査分析活動によるエビデンスの提示で、2017年のエ
ネ庁省令改正・LPガス販売指針発表等、国の制度を変えました。その後の
行政・消費者の調査活動で指針が遵守されてない事が判明し、2021年6月
のエネ庁・国交省の『賃貸集合住宅のLPガス料金情報提供お願い通知』へと
発展しています。

　「協同組合ネット北海道」は、2020年6月17日に“誰一人取
り残さない”社会づくりに向け、連携強化で持続可能な北海
道経済と地域住民の生活向上に寄与する事を目的に、JAグ
ループや北海道生協連など18団体でつくる協同組合の連携
組織として発足しました。

＜主な活動＞
●公開講演会を開催しました
★オンライン公開講演　
　テーマ：「世界の動きとくらしの変化」
　＜2021年1月開催＞　
　講　師：金子 勝さん（経済学者・慶応義塾大学 名誉教授）

★オンライン公開講演
　テーマ：「安心して暮らせる地域社会づくり」
　＜2021年11月開催＞　
　講　師：浜田 敬子さん（ジャーナリスト）

●各種の次世代を担う職員の交流・学習
＜2021年11月開催＞　
　この学習・交流会は将来、各種の協同組合を担う中堅職員を対象に、第1期目となる今年度は14団体か
ら26名が参加、「協同組合の価値」、「社会的課題解決の為に協同組合にできること」など、毎年、新たなメ
ンバーで交流・学習会を開催し、異なる協同組合の職員相互の関係強化も目的として進めていきます。

ロゴマークを制定

協同組合連携 ～「ゆるやか」・「あいのり」・「やってみる」をキーワードに～

参加者との記念撮影 相互交流（熱心に自組織の事業を説明）

消費者問題 ～短期間で国を動かす取組に発展～

　2020年10月24日、南米のホンジュラスが50カ国
目の核兵器 禁止条約批准書を国連に寄託し、2021
年１月22日、国際法として発効することが確定しま
した。2016年に呼び掛けられた国際署名は1261万
余筆が国連に届けられました。

※このうち北海道は70万3858筆、
　（北海道生協連関係は322,808筆）

平和活動
～ヒバクシャ国際署名を進める北海道民の会の活動を推進しました～

　2018年9月発生の北海道胆振東部地震の際には、災害協定による応急生
活物資の支援に努めました。また、全国の生協に緊急支援募金を呼びか
け、141生協・連合会の組合員さんより3億6,500万円の募金が寄せられ、
被災自治体への義捐金・被災生産者へ支援金としてお渡ししました。寄せ
られた募金の一部を3年間にわたる被災者支援活動に助成する基金を創設、
のべ28団体に助成しました。

災害時活動・募金
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2007年
（H19）

　

　

　

2008年
（H20）

2009年
（H21）

2010年
（H22）

3月

3月

9月

11月

12月

1月

2月

4月

4月

4月

6月

7月

9月

10月

11月

11月

1月

8月

8月

4月

7月

7月

7月

9月

10月

10月

11月

12月

12月

１月

１月

2月

3月

8月

9月

9月

10月

コープ十勝組織統合のため、道連を脱退

コープさっぽろがコープ十勝と組織統合を以て道
央市民生協・コープどうとう含む130万人の生協に

「灯油の適正価格」を求める要請行動

灯油問題緊急対策本部設置

消費者団体訴訟支援の消費者支援ネットワークに参画

協同組合間連絡協議会再開

改正生協法学習会開催

改正生協法施行となる

消費者支援ネット北海道　NPO法人認証

灯油問題緊急対策本部設置

永年勤続職員表彰制度廃止

３つの協同組合による原油対策を求める
道民100万名統一署名運動開始

原油急騰対策の内閣・経産省・農水省等へ要請行動

原油対策への共同署名100万名達成記者会見、
全体106万筆（生協連53万筆）

第1回福祉活動交流会開催

消費税学習資料発行
「消費者庁ができたらどうなるの？」学習会開催

協同組合間連絡協議会事業研修会実施

コープさっぽろと北海道農業応援ＰＪ共催

コープさっぽろと「家庭用エネルギーを考える」
ＰＪを共催

道連事務所、全労災北海道会館へ移転

コープさっぽろと「もっと元気に！北海道農業」
フォーラム共催

灯油高騰対策を経済産業局要請

協同組合間連絡協議会事業情報交換会参加

『家庭用エネルギーを考える』パンフ発行

北海道東北地区行政・生協連絡会議（北海道開催）

第1回ユニセフ担当者交流会開催

第2回福祉活動交流会・福祉活動紹介パンフ発行

消費者問題連続講座
『消費者庁発足で何がどう変わる？』開催

非常勤監事研修会開催

消費者問題連続講座『消費者法の進展とホクネット
（消費者支援ネット北海道）』開催

協同組合間連絡協議会事業情報交換会

経理実務研修会開催

消費者問題連続講座
『北海道消費生活条例の改正と目的』開催

福祉・事業活動交流会開催

福祉活動ネットワーク懇談会開催

北海道生産性本部主催「北欧社会経済視察」参加

冊子「子育て支援号」発行

2010年

2011年
（H23）

2012年
（H24）

2013年
（H25）

１１月

１１月

11月

12月

1月

2月

2月

3月

3月

3月

3月

5月

6月

10月

11月

11月

1月

2月

2月

2月

4月

5月

5月

8月

8月

8月

11月

12月

1月

2月

2月

3月

3月

6月

8月

8月

11月

11月

賀川豊彦献身100年記念事業北海道集会開催

灯油問題連絡会議開催

「この国のかたち」を問う道民総決起集会参加

『コープくらしの相談室』事業廃止

灯油問題緊急対策本部再開

賀川記念館視察

非常勤監事研修会・税務経理講習会開催

日本の生協の2020年ビジョン学習会開催

福祉活動交流会開催

ともに考えよう「この国のかたち」
ＴＰＰ問題を考えるシンポ参加

東日本大震災への募金及び人的支援

事業連携ＰＪスタート

記念講演会『さいごのトマト』～ヒロシマを、わたし
自身の「ことば」で～竹本成徳氏（元日本生協連会長）

国際協同組合年プレ北海道集会開催

消費者庁主催：地方消費者グループフォーラム
IN 北海道に参加

北海道ライフサポートセンター「再」設立に参加

福祉活動交流会開催

役員幹部職員研修会・税務経理講習会開催

コープさっぽろ・全労災・道医療生協・
社会福祉法人ほくろう4者協定締結

南医療生協(愛知）視察

北海道含むＴＰＰ協定交渉に関する中央要請に参加

国際協同組合記念フォーラムに参加

道生協連事業提携推進委員会発足

国際協同組合年記念北海道集会開催

札幌駅地下歩行空間カルチャーナイト参加

北海道含むＴＰＰ協定交渉に関する中央要請に参加

北海道地方灯油意見交換会参加

灯油対策委員会再開

福祉活動交流会開催

役員幹部職員研修会・税務経理講習会開催

消費者庁主催：地方消費者グループフォーラム
IN 北海道に参加

ＴＰＰ道民会議・緊急集会参加

消費者庁主催消費者団体訴訟制度シンポジウム

電力料金公聴会参加

北海道含むＴＰＰ協定交渉に関する中央要請に参加

ポスト国際協同組合年講演会
「協同労働を社会の力に」開催

北海道地域灯油意見交換会参加

大学生協北海道ブロック理事長懇談会共催

2013年

2014年
（H26）

2015年
（H27）

2016年
（H28）

12月

12月

1月

1月

1月

１月

2月

３月

4月

7月

9月

10月

10月

11月

12月

2月

2月

4月

4月

6月

8月

10月

10月

10月

12月

12月

2月

2月

3月

8月

8月

9月

10月

10月

10月

10月

12月

消費者庁主催：地方消費者グループフォーラム
IN 北海道に参加

灯油問題対策委員会開催

灯油問題対策委員会開催

灯油問題業界団体・行政要請行動

非常勤監事研修会・税務経理講習会

福祉活動交流会開催

日本生協連主催全国灯油問題学習会参加

北海道労働金庫との緊急災害等の相互連携に
関する協定締結

ＴＰＰ問題を考える道民会議に参加

福祉ＰＪ発足

消費者庁及び経産省北海道電力電気料金値上げ
申請審査会で意見表明

大学生協北海道ブロック理事長懇談会共催

日本生協連主催全国灯油問題学習会参加

北海道地域灯油意見交換会参加

消費者庁主催：地方消費者フォーラム
IN 北海道に参加

福祉活動交流会開催

非常勤監事研修会・税務経理講習会開催

LPガス問題を考える会立ち上げ

マイナンバー制度学習会開催

福祉問題を総合的に考える委員会スタート

北海道地方LPガス問題意見交換会意見表明

あさひかわ福祉生協加入

ＬＰガス問題学習会開催・パンフレット発行（初版）

大学生協北海道ブロック理事長懇談会共催

消費者庁主催：地方消費者フォーラム
IN 北海道に参加

3学校生協事業問題懇談会開催

奨学金制度改善を求める署名呼びかけ、
コープさっぽろ11万筆

税と社会保障を考える学習会共催

ＴＰＰから北海道の命と暮らしを守るための
シンポジウム参加

北海道労働金庫・コープさっぽろとの3者懇談会開催

北海道地方ＬＰガス意見交換会意見表明

北海道連続台風被害地支援募金呼びかけ
4713万円寄せられる

北海道・東北行政生協連絡会議北海道開催

大学生協北海道ブロック理事長懇談会共催

日本生協連LPガス問題学習会参加

北海道東北地区行政・生協連絡会議（北海道開催）

北海道経済産業局へ灯油急騰緊急要請行動

2017年
（H29）

2018年
（H30）

2019年
（H31/R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2月

2月

5月

6月

7月

8月

9月

11月

3月

5月

9月

10月

11月

2月

3月

4月

5月

7月

8月

9月

11月

3月

4月

6月

10月

10月

10月

1月

2月

２月

４月

9月

9月

10月

11月

11月

11月

ＬＰガス問題公開学習会開催（ＬＰガス問題を考える会主催）

道連60周年記念金子勝氏講演会開催

北海道奨学金ネットワーク設立に参画

こども食堂北海道ネットワーク設立に参画

JAグループ北海道・北海道生協連共催
「堤 未果」講演会開催

北海道地方LPガス問題意見交換会意見表明

ヒバクシャ国際署名を進める北海道民の会結成総会

さいたまユースサポートネット視察

札幌医療生協　北海道生協連脱退

内閣府特命担当大臣「消費者支援功労者表彰」受賞

北海道胆振東部地震緊急支援募金呼びかけ
3.6億円寄せられる

JA北海道グループとの包括連携協定締結

大学生協事業連合合併に伴う北海道生協連への加入

協同組合ネット北海道金子勝公開講演会開催

北海道命名150年記念植樹へ寄付

コープ2018年北海道地震ボランテイア応援基金
創設公募（13団体助成）

協同組合ネット北海道結成準備会参加

改定版ＬＰガス問題パンフ発行

北海道労働金庫・コープさっぽろ・北海道生協連
3者懇談会

JA北海道中央会・北海道労働金庫共催
「堤 未果」公開講演会開催

北海道地域灯油意見交換会参加

ヒバクシャ国際署名32万筆達成

コープ2018年北海道地震ボランテイア応援基金
20年度公募（8団体助成）

協同組合ネット北海道設立総会参加

ＪCA（日本協同組合連携機構）3号会員へ加入

北の国災害サポートチーム協力会員となる

北海道地方LPガス問題意見交換会意見表明

ヒバクシャ国際署名道民の会記者会見

協同組合ネット北海道金子勝公開講演会開催

ほっかいどう若者応援ＰＪ発足記者会見

コープ2018年北海道地震ボランテイア応援基金
２１年度公募（7団体助成）

北海道生協運動史増補改訂版発刊

北海道地方LPガス問題意見交換会意見表明

北海道経済産業局・北海道灯油高騰問題要請行動

北海道地域灯油意見交換会参加

協同組合ネット北海道浜田敬子公開講演会開催

北海道労働金庫との包括連携協定締結

（50周年以降より）



北海道生活協同組合連合会のあ ゆ み
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　あ
　ゆ
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2007年
（H19）

　

　

　

2008年
（H20）

2009年
（H21）

2010年
（H22）

3月

3月

9月

11月

12月

1月

2月

4月

4月

4月

6月

7月

9月

10月

11月

11月

1月

8月

8月

4月

7月

7月

7月

9月

10月

10月

11月

12月

12月

１月

１月

2月

3月

8月

9月

9月

10月

コープ十勝組織統合のため、道連を脱退

コープさっぽろがコープ十勝と組織統合を以て道
央市民生協・コープどうとう含む130万人の生協に

「灯油の適正価格」を求める要請行動

灯油問題緊急対策本部設置

消費者団体訴訟支援の消費者支援ネットワークに参画

協同組合間連絡協議会再開

改正生協法学習会開催

改正生協法施行となる

消費者支援ネット北海道　NPO法人認証

灯油問題緊急対策本部設置

永年勤続職員表彰制度廃止

３つの協同組合による原油対策を求める
道民100万名統一署名運動開始

原油急騰対策の内閣・経産省・農水省等へ要請行動

原油対策への共同署名100万名達成記者会見、
全体106万筆（生協連53万筆）

第1回福祉活動交流会開催

消費税学習資料発行
「消費者庁ができたらどうなるの？」学習会開催

協同組合間連絡協議会事業研修会実施

コープさっぽろと北海道農業応援ＰＪ共催

コープさっぽろと「家庭用エネルギーを考える」
ＰＪを共催

道連事務所、全労災北海道会館へ移転

コープさっぽろと「もっと元気に！北海道農業」
フォーラム共催

灯油高騰対策を経済産業局要請

協同組合間連絡協議会事業情報交換会参加

『家庭用エネルギーを考える』パンフ発行

北海道東北地区行政・生協連絡会議（北海道開催）

第1回ユニセフ担当者交流会開催

第2回福祉活動交流会・福祉活動紹介パンフ発行

消費者問題連続講座
『消費者庁発足で何がどう変わる？』開催

非常勤監事研修会開催

消費者問題連続講座『消費者法の進展とホクネット
（消費者支援ネット北海道）』開催

協同組合間連絡協議会事業情報交換会

経理実務研修会開催

消費者問題連続講座
『北海道消費生活条例の改正と目的』開催

福祉・事業活動交流会開催

福祉活動ネットワーク懇談会開催

北海道生産性本部主催「北欧社会経済視察」参加

冊子「子育て支援号」発行

2010年

2011年
（H23）

2012年
（H24）

2013年
（H25）

１１月

１１月

11月

12月

1月

2月

2月

3月

3月

3月

3月

5月

6月

10月

11月

11月

1月

2月

2月

2月

4月

5月

5月

8月

8月

8月

11月

12月

1月

2月

2月

3月

3月

6月

8月

8月

11月

11月

賀川豊彦献身100年記念事業北海道集会開催

灯油問題連絡会議開催

「この国のかたち」を問う道民総決起集会参加

『コープくらしの相談室』事業廃止

灯油問題緊急対策本部再開

賀川記念館視察

非常勤監事研修会・税務経理講習会開催

日本の生協の2020年ビジョン学習会開催

福祉活動交流会開催

ともに考えよう「この国のかたち」
ＴＰＰ問題を考えるシンポ参加

東日本大震災への募金及び人的支援

事業連携ＰＪスタート

記念講演会『さいごのトマト』～ヒロシマを、わたし
自身の「ことば」で～竹本成徳氏（元日本生協連会長）

国際協同組合年プレ北海道集会開催

消費者庁主催：地方消費者グループフォーラム
IN 北海道に参加

北海道ライフサポートセンター「再」設立に参加

福祉活動交流会開催

役員幹部職員研修会・税務経理講習会開催

コープさっぽろ・全労災・道医療生協・
社会福祉法人ほくろう4者協定締結

南医療生協(愛知）視察

北海道含むＴＰＰ協定交渉に関する中央要請に参加

国際協同組合記念フォーラムに参加

道生協連事業提携推進委員会発足

国際協同組合年記念北海道集会開催

札幌駅地下歩行空間カルチャーナイト参加

北海道含むＴＰＰ協定交渉に関する中央要請に参加

北海道地方灯油意見交換会参加

灯油対策委員会再開

福祉活動交流会開催

役員幹部職員研修会・税務経理講習会開催

消費者庁主催：地方消費者グループフォーラム
IN 北海道に参加

ＴＰＰ道民会議・緊急集会参加

消費者庁主催消費者団体訴訟制度シンポジウム

電力料金公聴会参加

北海道含むＴＰＰ協定交渉に関する中央要請に参加

ポスト国際協同組合年講演会
「協同労働を社会の力に」開催

北海道地域灯油意見交換会参加

大学生協北海道ブロック理事長懇談会共催

2013年

2014年
（H26）

2015年
（H27）

2016年
（H28）

12月

12月

1月

1月

1月

１月

2月

３月

4月

7月

9月

10月

10月

11月

12月

2月

2月

4月

4月

6月

8月

10月

10月

10月

12月

12月

2月

2月

3月

8月

8月

9月

10月

10月

10月

10月

12月

消費者庁主催：地方消費者グループフォーラム
IN 北海道に参加

灯油問題対策委員会開催

灯油問題対策委員会開催

灯油問題業界団体・行政要請行動

非常勤監事研修会・税務経理講習会

福祉活動交流会開催

日本生協連主催全国灯油問題学習会参加

北海道労働金庫との緊急災害等の相互連携に
関する協定締結

ＴＰＰ問題を考える道民会議に参加

福祉ＰＪ発足

消費者庁及び経産省北海道電力電気料金値上げ
申請審査会で意見表明

大学生協北海道ブロック理事長懇談会共催

日本生協連主催全国灯油問題学習会参加

北海道地域灯油意見交換会参加

消費者庁主催：地方消費者フォーラム
IN 北海道に参加

福祉活動交流会開催

非常勤監事研修会・税務経理講習会開催

LPガス問題を考える会立ち上げ

マイナンバー制度学習会開催

福祉問題を総合的に考える委員会スタート

北海道地方LPガス問題意見交換会意見表明

あさひかわ福祉生協加入

ＬＰガス問題学習会開催・パンフレット発行（初版）

大学生協北海道ブロック理事長懇談会共催

消費者庁主催：地方消費者フォーラム
IN 北海道に参加

3学校生協事業問題懇談会開催

奨学金制度改善を求める署名呼びかけ、
コープさっぽろ11万筆

税と社会保障を考える学習会共催

ＴＰＰから北海道の命と暮らしを守るための
シンポジウム参加

北海道労働金庫・コープさっぽろとの3者懇談会開催

北海道地方ＬＰガス意見交換会意見表明

北海道連続台風被害地支援募金呼びかけ
4713万円寄せられる

北海道・東北行政生協連絡会議北海道開催

大学生協北海道ブロック理事長懇談会共催

日本生協連LPガス問題学習会参加

北海道東北地区行政・生協連絡会議（北海道開催）

北海道経済産業局へ灯油急騰緊急要請行動

2017年
（H29）

2018年
（H30）

2019年
（H31/R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2月

2月

5月

6月

7月

8月

9月

11月

3月

5月

9月

10月

11月

2月

3月

4月

5月

7月

8月

9月

11月

3月

4月

6月

10月

10月

10月

1月

2月

２月

４月

9月

9月

10月

11月

11月

11月

ＬＰガス問題公開学習会開催（ＬＰガス問題を考える会主催）

道連60周年記念金子勝氏講演会開催

北海道奨学金ネットワーク設立に参画

こども食堂北海道ネットワーク設立に参画

JAグループ北海道・北海道生協連共催
「堤 未果」講演会開催

北海道地方LPガス問題意見交換会意見表明

ヒバクシャ国際署名を進める北海道民の会結成総会

さいたまユースサポートネット視察

札幌医療生協　北海道生協連脱退

内閣府特命担当大臣「消費者支援功労者表彰」受賞

北海道胆振東部地震緊急支援募金呼びかけ
3.6億円寄せられる

JA北海道グループとの包括連携協定締結

大学生協事業連合合併に伴う北海道生協連への加入

協同組合ネット北海道金子勝公開講演会開催

北海道命名150年記念植樹へ寄付

コープ2018年北海道地震ボランテイア応援基金
創設公募（13団体助成）

協同組合ネット北海道結成準備会参加

改定版ＬＰガス問題パンフ発行

北海道労働金庫・コープさっぽろ・北海道生協連
3者懇談会

JA北海道中央会・北海道労働金庫共催
「堤 未果」公開講演会開催

北海道地域灯油意見交換会参加

ヒバクシャ国際署名32万筆達成

コープ2018年北海道地震ボランテイア応援基金
20年度公募（8団体助成）

協同組合ネット北海道設立総会参加

ＪCA（日本協同組合連携機構）3号会員へ加入

北の国災害サポートチーム協力会員となる

北海道地方LPガス問題意見交換会意見表明

ヒバクシャ国際署名道民の会記者会見

協同組合ネット北海道金子勝公開講演会開催

ほっかいどう若者応援ＰＪ発足記者会見

コープ2018年北海道地震ボランテイア応援基金
２１年度公募（7団体助成）

北海道生協運動史増補改訂版発刊

北海道地方LPガス問題意見交換会意見表明

北海道経済産業局・北海道灯油高騰問題要請行動

北海道地域灯油意見交換会参加

協同組合ネット北海道浜田敬子公開講演会開催

北海道労働金庫との包括連携協定締結

（50周年以降より）



私たち北海道生協連は、SDGs（持続可能な開発目標）への達成に向けた取
り組みを推進し、平和で安心して暮らせる地域の実現にむけ貢献します。

65th 北海道生活協同組合連合会
北海道生協連

つ
な
が
る
力
で
未
来
を
つ
く
る

北海道生活協同組合連合会
〒003-0803
札幌市白石区菊水3条4丁目1－3 こくみん共済coop北海道会館内
TEL: 011-841-8601　FAX: 011-841-8605
http://www.doren.coop/


