
生協組合員はゲノム編集食品をどうとらえる？

生活協同組合コープこうべ

古山 みゆき

食のリスクコミュニケーション・フォーラム2022
第4回 2022年10月30日（日）
テーマ『消費者はゲノム編集食品のリスクを受容するか』
オンライン



生協について

協同組合と株式会社の違い
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協同組合とは？
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出資
事業の実施の為

みんなで資金を

持ち寄る

利用
みんなで商品を

購入したり様々な
活動を行う

運営
みんなが意見を
出しあい、生協の
運営に生かす

ある共通の目的を持った人たちが組合員となって

その目的を達成するために組織した相互扶助組織



生活協同組合の特徴
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生協 一般の企業

目的
生活の安定と向上を目指した
協同の組織（≠ 利益の追求）

企業の利益が
最優先

利益
組合員一人一人に還元
生活の安定と向上のための事業活動に利用

利益は株主の配当

運営
組合員自身が運営
一人一票（出資額の大小ではない）

出資額によって
権利の大小が決定

商品 組合員（社会）の願いを反映した商品 売れる商品が主体



日本生協連HPより



コープこうべとは？

地域生協におけるコープこうべの位置づけ
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全国各地にある地域生協
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コープ
さっぽろ

コープ
みらい

大阪いずみ
市民生協 ユーコープ

京都
生協

わかやま
市民生協

みやぎ
生協

コープ
にいがた

エフ
コープ

生協
ひろしま

コープ
ながの

コープ
さが

コープ
かがわ コープ

おきなわ

コープ
あいち

●地域生協：121

●総事業高：2兆8956億0200万

●組合員数：2265万6000人

コープ
こうべ

コープ
かごしま





店舗事業
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コープ
（88店舗）

食品中心の
基本的な店舗

コープデイズ
（5店舗）

衣食住全てが揃う
大型店舗（GMS）

コープミニ
（54店舗）

食品に品揃えを寄せた
コンビニのような
小規模店舗

シーア
（1店舗）

百貨店スタイルの店舗
最も供給高が大きい

コープリビング
（1店舗）

ホームセンター型店舗
介護用品の販売、
レンタルも行う

移動店舗
（9台）

店舗機能を設置した車両
お店の少ない
過疎地域へ巡回

149店舗運営（2021年9月末）⇒地域生協の中で最大

様々な地域や生活のニーズに応えた、生協らしい店舗作りを追及



宅配事業
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商品情報誌「めーむ」
約2000品目を掲載

この中から毎週注文をきく

→毎週決まった曜日・時間にお届け

★ 利用組合員数 50万5千人

（23の協同購入センターから、

兵庫県全域・大阪府北部・京都府京丹後市の各利用者宅へ）

★ コープこうべ事業エリア全域にお届け

★ 毎週同じ配達員（地域担当）が訪問
⇒ 組合員とのコミュニケーション・地域の見守り

高齢化・共働き世帯増加で宅配需要up 地域の生活インフラへ



ゲノム編集に対してどう考える？



ゲノム編集食品に対するコープこうべの対応

• 組織として、自主基準を設けるなどの対応はしていません。

• 現時点では、「ゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の取り
扱いに係る考え方」に沿って管理、運用されたものに関して安
全性に問題はないとしています。

• ゲノム編集技術やそれらを利用した食品の取り扱いについては、
消費者の理解、十分な供給量などの課題があり、組合員の要望
を踏まえて慎重に決定していきたいと考えています。



新しい技術や知らないことは不安に感じる

• 消費者の多くは「ゲノム編集」について知らない



くらしの情報センターに寄せられた「組合員の声」から

ご意見・お問い合わせの窓口「くらしの情
報センター」では、くらしの情報センター
で受け付けた電話、メール以外にも、店舗
で記入いただいた「私のこえ」や宅配の担
当者にいただく「めーむでひとこと」など、
コープこうべに対して寄せられた組合員の
声を集約しています。

年間およそ60~70万件のご意見が寄せられて
います。

くらしの情報センターでは、365日年中無休で組合員の声をお聞きしています。
いただいたご意見・ご要望を店舗や宅配事業所と連携し、対応を行います。
ご意見やご要望の内容を分析して、コープこうべの運営や商品や業務改善に活かしています。





ゲノム編集技術について学んでみた



外部専門家の力をかりて、職員の理解を深める

プログラム

・導入

・話題提供

「ゲノム編集で毒のできにくいジャガイモを作る」

・グループワーク

（1）質問の書き出しと代表質問

（2）話し合いとグループ発表

・まとめとアンケート記入

2019年11月25日（月）

12:15-14:15 

場所 コープこうべ健保会館
２F大会議室

兵庫県神戸市東灘区住吉東町４丁目６−２０

定員 参加費無料。

申し込み先

問い合わせ

ワークショップ ”ステークホルダー会議“

「ゲノム編集野菜、食べますか」

話題提供：

「ｹﾞﾉﾑ編集で毒のないジャガイモをつくる」

村中俊哉さん 大阪大学大学院工学研究科

主催 コープこうべ
共催？特定非営利活動法人 くらしとバイオプラザ21

ゲノム編集という新しい育種技術を使って、毒のないジャガイモ
の研究開発が進んでいます。このジャガイモができたら、芽が
出ても取り除く必要がなくなります。あなたなら、こういうジャガ
イモを食べますか。生産者なら、ポテサラ製造販売業者なら･･･
いろいろな立場に立って話し合ってみませんか。

ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ会議風景（2018.11.11)

※参加者は組合員理事、職員など50名

2019年11月に実施

特定非営利活動法人 くらしとバイオプラザ21 佐々義子様より資料提供



グループごとの意見（まとめ）

役割 YES NO

消費者1 備蓄ができるというメリットはある。輸入されるものの扱いに不安。

消費者2 食糧が不足せず、選択可能なら、ゲノム編集ジャガイモは選ばない。
社会の変化で考え方は変わるかもしれない。

生産者1 安全性が担保され、毒が無いなら、保存性向上のメリッ
トがある

生産者2 安定的に効率的生産できる。ブランド化、付加価値向上
も期待。

ポテトサラダ製
造販売者1

人件費削減。歩留まりが良い。味が良ければ利用。ゲノ
ム編集という名前がよくない。

ポテトサラダ製
造販売者2

作業コストとフードロスの削減。味がよく安全なら利用。

学校給食調理人1 食中毒リスクが減り、作業量やごみが削減。安全性が確
保され、普通のジャガイモとの混入防止。

学校給食調理人2 作業量・食中毒リスク削減という、管理面でのメリット
がある。



第２弾は魚の品種改良について

※参加者は組合員、職員など40名

2021年11月に実施



遺伝子組換え食品の受け止め
について



機関紙「きょうどう」でお知らせ

・コープこうべのさまざまな取り組みを組合員向けにお知
らせしている機関紙です（26ページの小冊子型）。
・発行部数は毎月約54万部。
・宅配をご利用の組合員へはカタログ『めーむ』と一緒に
お届けし、店舗では、サービス台などに置いています。

※「きょうどう」電子版はコープこうべのHPからご覧いただけます。

きょうどう バックナンバー 検索





コープこうべにできること



はかるたいせつプロジェクトについて

『食べ物』だから、『天然、自然のもの』だからと
いって100％安全なものはありません。
安全かどうかは「量」で決まる。
はかる（測る、量る、計る）たいせつPROJECTは、
「量」を意識して学びの場を提供しています。

・1967年10月1日、全国の生協で初めて商品の検査活動
を始めました。
・自主検査を開始してから50年間となる節目（2017
年）に「はかるたいせつプロジェクト」を開始。
・以来、10月1日は「商品検査の日（日本記念日協会に
登録）」として、学習をすることにしています。

5回目となる2021年には「ゲノム編集技術」を題材にし
て情報提供しています。

はかるたいせつ 検索



組合員向け学習会をオンラインで配信

2021年10月に実施



“はかる”を体験してみる



子どもたちも“はかる”を体験



生協は教えあい、学びあう組織

店舗のつどい場で





学習会への参加はハードルが高いけど。。。

• ラジオで情報発信

「遺伝子組換えでない」の表示できる条件が２０２３年４月から変わります：コープ・スコープ「はかるたいせつ」

ラジオ関西『コープ・スコープはかるたいせつ』
（第3・4火曜日8時45分～52分）

食の安全や食生活など健康に役立つ情報を科学的な視点も交え
ながらわかりやすく情報発信。

2017年4月にスタートし、2018年2月からは動画チャンネルに。
商品検査センターのホームページからもラジオの様子が視聴で
きるようになりました。



広報誌による情報発信

コープこうべ商品検査センターが発行する広報誌

Hakaru（はかる）は、“健康でいきいきとした毎日を送る”
きっかけづくりのための情報をお届けします。

商品検査センターの視点ではかること（計る、測る、量
る）をベースに、バランスの良い食生活、適度な運動、十
分な休養（睡眠）など、健康づくりに関する情報提供に努
めています。

最新号は「品種改良」に
ついて情報提供。



ご清聴ありがとうございました。


