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2012年度〜2018年度までの植樹本数

地域の皆さまと共に
プロジェクトスタート時の目標を達成いたしました。
「イオン心をつなぐプロジェクト」は東日本大震災により甚大な被害を被った被災地の復興、創生にオールイオン（労

使一体）で取り組むことを目的とし、2012年3月に発足されました。
プロジェクトをスタートするにあたり10年間で東北地方沿岸を中心に累計30万本の植樹の実施、ボランティアを

はじめとする従業員30万人が活動に参加するという目標を定め、取り組んでまいりました。
2018年8月末にはボランティア30万人の参加を達成、2019年3月9日には宮城県仙台市荒浜での植樹において目標

であった累計30万本の植樹が達成されました。
目標達成後もイオンは活動を継続し、地域の皆さまと手をたずさえ、被災地の復興、そして「夢のある未来」の実現に

向け活動を続けてまいります。

累計本数
300,000本（97カ所）

「東北復興ふるさとの森づくり」は、2021年度までに30万本を植樹す
る計画ですが、2019年3月に目標の30万本を達成いたしました。県別で
は、岩手県30,779本、宮城県190,537本、福島県78,684本の植樹実績で
す。

この植えられた木々には、一人ひとりの復興の願いが込められています。

●年度別本数●県別本数

福島 78,684本
（22カ所）

１．東北復興ふるさとの森づくり。
［目標：10年間で30万本を植樹する。］

「東北復興ふるさとの森づくり」は、2019年3月9日（土）宮城県仙台市荒浜植樹をもって、目標としていた
30万本を達成いたしました。今後も大津波により消失した海岸林の再生を始め、住民の心の拠り所としての
神社、駅前広場やコミュニティ施設などの植樹を行ってまいります。また新しい産業創生や観光資源開発を目
的として、ぶどうやゆず、ツツジなども植樹しています。
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宮城 190,537本
（55カ所）

岩手 30,779本
（20カ所）

「イオン心をつなぐプロジェクト」が行う3つの活動

１．東北復興ふるさとの森づくり。
［目標：10年間で30万本を植樹する。］

イオン　心をつなぐプロジェクト
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2012年度〜2018年度までの従業員ボランティア人数

2012年度〜2018年度までの各社・各地の支援活動参加人数

累計人数
延べ3,708名（103回）

震災当初から続けた従業員によるボランティア活動は、岩手県から南下し現在では福島県の沿岸
部を中心に活動しています。活動内容もガレキの撤去から家の片付け作業に始まり、現在では農業再
生の手伝いや植樹活動が主な内容となっています。私たちが行うボランティアは地域の皆さまとの
交流を柱とし、ボランティア活動を通じて参加者個人の防災意識を高めることを目的としています。

イオングループ各社では、全国から「東北に行けなくても応援したい」という従業員の気持ちに応
え、全国各地で様々な活動を展開しています。

また各社の東北応援活動を持続可能なものとするために、交流をとおして地域課題の解決を支援
するイオン「未来共創プログラム」を開催しています。

累計人数
延べ327,261名

東北復興のために全国のイオンピープルが遠方からでもできる支援活
動を行っています。

グループ各社や各労働組合、店舗や事業所単位でさまざまなカタチの
支援を自主的に展開。2018年8月末に当初の目標である30万人の参加
を達成しました。

2012年度～2018年度までのボランティア活動は岩手39回、宮城7
回、福島57回　計103回の活動。参加されたメンバーはのべ3,708名で
す。2018年度の活動では、植樹活動と連動して岩手県遠野市でぶどう、
福島県相馬市松川浦でのクロマツ、宮城県仙台市荒浜地区での広葉樹の
植樹、そして福島県では南相馬市八坂神社、広野町鹿嶋神社、海岸防災林
の育樹活動を行いました。又、収穫活動では今回初めて宮城県丸森町での
援農ボランティア、柿の収穫、皮むき作業を行いました。植樹活動、未来共
創プログラムと連動したボランティア活動となっています。

●年度別　現地ボランティア人数の推移
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３．被災地に従業員ボランティアを派遣する。

●イオン
　未来共創プログラム

［目標：10年間継続して派遣する。］

２．全国のイオンピープルがボランティアで東北を応援する。
［目標：10年間で30万人が参加する。］

2016年度から、グループ各社が被災地で活動を進めるために、地域の社会課題の解決への支援を進め
ています。地域の皆様とワークショップ等の交流を通し、各社の具体的なアクションにつなげています。

2018年度活動報告
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2018年度植樹報告	［実績49,691本（15カ所）］

雨ニモマケズ  ぶどう植樹。
●遠野市「寒風ぶどう植樹」
植樹本数：220本（樹種：ぶどうの木）（岩手県遠野市／実施日：５月18日（金）／参加人数：30名）

遠野市綾織町「さむかぜヴィンヤード」でぶどうの植樹。今回の植樹は、　盛岡発第1回ボランティ
アメンバーが中心です。

雨の中での作業、すっかりぬれて泥だらけになりましたが、秋にたわわに実ったぶどうを想像する
とわくわくします。

●「森は海の恋人」植樹祭
植樹本数：70本（全体では、1,500本）

（植樹種：ブナ・コナラ・トチ・カエデ等）
（岩手県一関市／実施日：6月3日㈰／

参加人数：70名（全体では、1,500名））

【その他の植樹】

１｜東北復興ふるさとの森づくり	〜植樹活動〜
30万本	達成!
イオン心をつなぐプロジェクトを2012年

に発足。植樹については被災3県（福島県・宮
城県・岩手県）に10年かけて30万本の木を植
えることを目標に活動してまいりました。

2019年3月9日（土）宮城県仙台市荒浜にて
累計植樹本数30万本を達成しました。

これまで植樹した木々には、何年、何十年
とその木々が大きく育て未来に届けたいと
いう一人ひとりの願いが込められています。
（＊30万本の定義：2011年当時イオン

グループ従業員約30万人在籍、一人
1本という目標。）

2018年度　計290本（2カ所）岩	手

イオン　心をつなぐプロジェクト
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2018年度　計22,852本（6カ所）

宮城2018年度　計26,549本（8カ所）

いこいの森になる事を願い！
●仙台市荒浜地区「みんなの森林づくり植樹」
植樹本数：2,000本（植樹種：シラカシ・タブノキ・ヤマザクラ等）（仙台市若林区荒浜地区/実施日：10月13日㈯／参加人数：150名）

仙台市荒浜地区、昨年6月に続き2回目。仙台市民の方、宮城トライアスロン連合の皆さま、イオン
グループはイオン多賀城店等近隣店舗従業員、そして東京発第6回ボランティアメンバー26名を含
む150名での植樹となりました。

この日は天候にも恵まれ、2,000本の苗木は手際よく植えられていきました。

海岸防災林再生へ向けて
●相馬市「松川浦植樹」
植樹本数：3,750本（植樹種：クロマツ）（（相馬市磯部字大洲国有林／実施日：6月29日㈮／参加人数：39名）

福島県相馬市「松川浦」での植樹は、今回で3回目。この日は朝から気温30度を超えました。参加者は東
京発第3回ボランティアメンバー含む計39名。

参加者の中には、植樹が初めてという方が多く一本一本の木を丁寧に植えている姿が印象的でした。

●南相馬市「全国植樹祭支援の森植樹」
植樹本数：1,000本（植樹種：クロマツ）
（福島県南相馬市／実施日：3月11日㈰／参加人数：151名）

●新店「イオンモールいわき小名浜店植樹」
植樹本数：7,000本（植樹種：タブノキ・ヒサカキ・シラカシ・

アラカシ等）
（福島県いわき市／実施日：5月20日㈰／参加人数：800名）

●第69回全国植樹祭ふくしま2018
大玉村サテライト会場

植樹本数：2,000本（植樹種：スギ）
（福島県大玉村／実施日：6月10日㈰／参加人数：31名）

●広野町「鹿嶋神社植樹」
植樹本数：602本（植樹種：サツキ・ホンサカキ）
（福島県双葉郡広野町／実施日：6月15日㈮／参加人数：40名）

●第1回ふくしま植樹祭・
第6回南相馬市鎮魂市民植樹祭

植樹本数：3,500本（全体では、27,000本）
　　　　　　（植樹種：クロマツ・タブノキ・シラカシ等）
（福島県南相馬市／実施日：11月4日㈰／

参加人数：44名（全体では、3,000名））

●気仙沼市「大島浦の浜植樹」
植樹本数：1,000本（植樹種：モモ・ウメ・アジサイ・ヤマザクラ）
（気仙沼市大島／実施日：3月24日㈯／参加人数：90名）

●石巻市「第3回のぞみ野植樹」
植樹本数：1,650本（植樹種：カンツバキ・サツキ･ヤマブキ・

ツツジ等）
（石巻市のぞみ野／実施日：4月14日㈯／参加人数：111名）

●岩沼市「千年希望の丘植樹」
植樹本数：1,971本（植樹種：タブノキ・シラカシ・

ヤマザクラ・マサキ等）
（宮城県岩沼市／実施日：5月26日㈯／参加人数：122名）

●第2回石巻「復興の森づくり植樹2018」
植樹本数：3,200本（植樹種：ヤマザクラ・エゴノキ・

クロマツ・コナラ等）
（石巻市南浜／実施日：9月23日㈰／

参加人数：63名（全体では、403名））

●女川町「五十鈴神社鎮守の森づくり植樹」
植樹本数：107本（植樹種：シラカシ・ヤマザクラ・トベラ・

シャリンバイ）
（牡鹿郡女川町／実施日：9月24日㈪／参加人数：11名）

●第3回宮城県亘理植樹
植樹本数：16,500本（植樹種：ヤマザクラ・クロマツ・

　　　　　コナラ等10種類）
（宮城県亘理町／

実施日：10月6日㈯／
参加人数：274名　　
（全体では、874名））

●荒浜植樹
植樹本数：121本（植樹種：タブノキ・シラカシなど6種類）

（宮城県若林区／実施日：3月9日㈯／参加人数：90名）

【その他の植樹】

【その他の植樹】

宮	城

福	島

2018年度活動報告
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被災地の産品の販売・6次化支援

【参加組織】
●イオン少額短期保険（株）
●マックスバリュ西日本（株）・マックスバリュ西日本労働組合
●（株）メガスポーツ・メガスポーツ労働組合 
●トップバリュコレクション（株）
●（株）イオンイーハート・イオンイーハート労働組合
●（株）イオンフォレスト
●イオン九州（株）・イオン九州労働組合
●イオンリテール（株）
●イオンリテール（株）東北カンパニー
●マックスバリュ南東北（株）・イオンリテールワーカーズユニオン・

マックスバリュ南東北（株）グループ

※活動報告書の提出のあったものを記載

マックスバリュ南東北（株）　岩瀬農業高校×地元の桃農家「まるごとピーチあいス」
イオンリテール（株）建設部　南三陸FSC 認証杉を

利用したイートインコーナー遠野市米通りどぶろくプロジェクト支援

（株）イオンイーハート
南三陸産牡蠣メニュー開発

トップバリュコレクション（株）　遠野まごころ就労センター支援

大槌町かねざわクレソンプロジェクト支援

（株）イオンフォレスト　サクラチャリティプロジェクト

2018年度　主な支援活動報告

被災地の地域課題解決を交流を通して支援する「イオン未来共創プ
ログラム」を2016年からスタート。
地域の方々と協力し、多くの支援を進めています。

２｜全国のイオンピープルがボランティアで
東北を応援	〜各社・各地の支援活動〜

仲間の支え
東日本大震災の後、被災地の状況を見たイ

オンピープルは、イオングループ各社労使と
して自分たちで出来る支援はないかを考え、
活動をはじめました。東北には行けなくても
今いる場所で出来る活動、また、各社の事業
内容にリンクさせて継続出来る支援などを
展開してきました。

2012年度から2018年度までに、延べ
32万7,261名のグループ従業員が支
援活動に参加しました。

イオン　心をつなぐプロジェクト

5



あかりのファンタジーイルミネーション in おだか

「お弁当プロジェクト」福島県立小高産業技術高校×南相馬市×イオン

【参加組織】
●（株）イオンファンタジー・イオンファンタジー労働組合
●（株）イオン銀行・イオン銀行従業員組合
●イオンアイビス（株）・イオンリテールワーカーズユニオン機能会社・本社グループ
●イオン九州（株）・イオン九州労働組合
●イオンスーパーセンター（株）・イオンスーパーセンター労働組合
●イオンディライト（株）
●イオンドットコム（株）
●イオンフードサプライ（株）・イオンフードサプライ労働組合
●イオンマーケット（株）・イオンマーケット労働組合
●イオンマーケティング（株）
●マックスバリュ関東（株）・イオンリテールワーカーズユニオンマックスバリュ関東（株）グループ

点灯したイルミネーション

福島県知事を表敬訪問 イオン東雲店での高校生によるお弁当販売

イルミネーションの取り付け作業

幸せの恩返し弁当

【参加組織】
●イオンリテール（株）・イオン（株）・イオンリテールワーカーズユニオン・機能会社・本社グループ、出向者・イオン（株）グループ
●ミニストップ（株）・ミニストップユニオン

未来共創プログラムをきっかけに福島県立小高産業技術高校と繋がりができ、
同校の生徒と一緒に福島の郷土料理を元にお弁当共同開発しました。

福島県南相馬市小高区の冬のイベント「あかりのファンタジーイルミネーションinおだか」に今年も
イオングループ9社労使が「イオン心をつなぐプロジェクトチーム小高」として参加しました。各社で
募金をし、LEDイルミネーションを購入。まだ灯りの少ないJR小高駅前に灯りをともしました。

2018年度活動報告
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「被災地に行って支援」の主な活動

R.O.U（株）　出張あそびのワークショップ （株）コックス　さくら並木プロジェクト植樹会 ブランシェス（株）　気仙沼赤岩児童館クリスマス会

ブランシェス（株）　モデル撮影会 （株）メガスポーツ　第３回遠野スノートレッキング イオンクレジットサービス（株）　いわきのワイナリー作り支援

イオンビッグ（株）　石鹸工房ツアー イオンコンパス（株）・イオンペット（株）SORA　アニマルシェルター支援 ミニストップ（株）　花の輪運動贈呈式

（株）イオンフォレスト　働きたいママの本音座談会

イオンリテール（株）北関東カンパニー　エンピツ贈呈式 マックスバリュ中部（株）　竹あかりプロジェクト イオンマーケット（株）　東北ふれあいツアー開催

イオンエンターテイメント（株）　ダイバーシティ推進研修

【参加組織】
●（株）イオンフォレスト　●（株）カスミ・カスミユニオン　　
●イオンスーパーセンター（株）　●（株）山陽マルナカ・山陽マルナカ労働組合
●（株）ジーフット・G-FOOT労働組合　●（株）ツヴァイ・ツヴァイ労働組合
●（株）マルエツ・マルエツ労働組合　●（株）メガスポーツ・メガスポーツ労働組合
●R.O.U（株）・イオンリテールワーカーズユニオンR.O.U（株）グループ
●イオンエンターテイメント（株）　●イオンペット（株）・イオンペットユニオン
●イオングループ労働組合連合会　南東北エリア
●イオンクレジットサービス（株）・イオンクレジットサービスユニオン
●イオンコンパス（株）・イオンコンパス労働組合　●ブランシェス（株）
●イオンバイク（株）・イオンリテールワーカーズユニオンイオンバイク（株）グループ
●イオンマーケット（株）・イオンマーケット労働組合　●（株）コックス・COX union
●イオンリテール（株）北関東カンパニー・イオンリテールワーカーズユニオン北関東グループ
●マックスバリュ南東北（株）・イオンリテールワーカーズユニオン・マックスバリュ南東北（株）グループ
●マックスバリュ中部（株）・マックスバリュ中部労働組合　●（株）光洋・KOHYO労働組合
●ミニストップ（株）・ミニストップユニオン

イオングループ各社の従業員が被災地に赴き、植樹や育樹、農業、イベントなど様々なお手伝いをし、
支援を進めました。

イオン　心をつなぐプロジェクト
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被災地での援農ボランティア

綿花収穫ボランティア

イオンリカー（株）　釜石ワイン農作業支援

マックスバリュ関東（株）　ハックルベリー収穫支援

イオンクレジットサービス（株）　七ヶ浜復興研究所「なならぼ」畑作業支援

イオンリテールワーカーズユニオン南関東グループ　ガーデンハックルベリー収穫支援 マックスバリュ南東北（株）　宮城県丸森町干し柿作り支援

（株）ジーフット　気仙沼大島でのゆず収穫支援

イオンスーパーセンター（株）　宮城県丸森町干し柿作り支援

（株）イオンファンタジー　宮城県丸森町干し柿作り支援

募金を贈呈オーガニックコットンの収穫

イオンファイナンシャルサービス（株）

【参加組織】
●（株）イオンファンタジー・イオンファンタジー労働組合　●（株）ジーフット・G-FOOT労働組合　●イオン少額短期保険（株）
●イオンクレジットサービス（株）・イオンクレジットサービスユニオン　●イオンスーパーセンター（株）・イオンスーパーセンター労働組合
●イオンリカー（株）・イオンリテールワーカーズユニオンイオンリカー（株）グループ　●マックスバリュ中部（株）・マックスバリュ中部労働組合
●マックスバリュ南東北（株）・イオンリテールワーカーズユニオン・マックスバリュ南東北（株）グループ

【参加組織】
●（株）イオン銀行・イオン銀行従業員組合
●（株）コックス・COX union
●ACSリース（株）
●イオン住宅ローンサービス（株）
●イオンクレジットサービス（株）・イオンクレジットサービスユニオン
●イオン少額短期保険（株）
●イオンフィナンシャルサービス（株）
●イオンプロダクトファイナンス（株）
●エーシーエス債権管理回収（株）
●イオン保険サービス（株）・イオン保険サービス労働組合
●マックスバリュ関東（株）・イオンリテールワーカーズユニオンマッ

クスバリュ関東（株）グループ

特定非営利活動法人ザ・ピープルの協力のもと、震災後の農業放棄地を
利用した綿花栽培の収穫をお手伝いしました。この活動は、震災の津波
により稲作が困難になった農地にて、塩害に強い綿を栽培・収穫し、製品
化するもので、福島県の農業再生と地域雇用創出を目的としています。

震 災 後、人 手 が 足 り な く
なった地域に入り、作業の
お手伝いを進めました。

2018年度活動報告
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イオン会合 同見本市で福島県南相馬市を支援

被災地のお祭りを支援

（株）メガスポーツ　遠野市花咲かすフェス （株）イオンファンタジー　浪江町十日市祭 （株）イオンモール　東松島市めんどくしぇ祭り

（株）イオンファンタジー　南相馬市小高秋祭り（株）カスミ　陸前高田市七夕祭り

（株）光洋・㈱山陽マルナカ　浪江町十日市祭 ブランシェス（株）　東松島市めんどくしぇ祭り （株）イオンフォレスト　サン・ファン石恋祭り

イオン北海道（株）・マックスバリュ北海道（株） イオンリテール（株）近畿カンパニー

【参加組織】
●イオン北海道（株）・イオン北海道労働組合　●イオンリテール（株）近畿カンパニー　●マックスバリュ北海道（株）・マックスバリュ北海道労働組合

【参加組織】
●（株）イオンファンタジー・イオンファンタジー労働組　●（株）イオンフォレスト　●（株）カスミ・カスミユニオン　●ブランシェス（株）
●（株）山陽マルナカ・山陽マルナカ労働組合　●（株）ジーフット・G-FOOT労働組合　●イオンモール（株）・イオンモール労働組合
●（株）メガスポーツ・メガスポーツ労働組合　●（株）光洋・KOHYO労働組合　●イオンリテール（株）・イオンリテールワーカーズユニオン　

2地域のイオン会合同見本市に南相馬市が地元産品を出店し、南相馬市の特産品や観光PRの支援を進めました。

被災地で催されるお祭りを支援。
多くのグループの従業員が現地に
入り、お祭りを盛り上げました。

イオン　心をつなぐプロジェクト
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「おのくん製作」応援

福島ひまわり里親プロジェクト

【参加組織】
●イオンエンターテイメント（株）
●イオンタウン（株）・イオンタウンユニオン
●イオンデモンストレーションサービス（有）
●マックスバリュ北海道（株）・マックスバリュ北海道労働組合
●マックスバリュ九州（株）・マックスバリュ九州労働組合
●マックスバリュ中部（株）・マックスバリュ中部労働組合

ブランシェス（株）

（株）イオンモールイオンビッグ（株） （株）イオンイーハート

イオンタウン（株）

マックスバリュ中部（株）

マックスバリュ九州（株）

イオンデモンストレーションサービス（有）

イオンエンターテイメント（株）

【参加組織】
●（株）イオンイーハート・イオンイーハート労働組合
●イオンビッグ（株）・イオンリテールワーカーズユニオンイオンビッグ（株）グループ
●イオンモール（株）・イオンモール労働組合
●ブランシェス（株）

おのくんは、宮城県東松島市「小野駅前応急仮設住宅」の人々の、住まいであった東松島
の復興を願って生まれたキャラクターです。材料となる靴下や綿を集めて送って支援を
しています。

「福島ひまわり里親プロジェクト」とは、福島の復興を願い福島からひまわりの種を購入し、「里親」として育て、採れ
た種を福島にお返しする活動です。イオングループから今年は6社が参加しました。お返しした種は、花畑やエネル
ギーとして福島で活用され、支援につながっています。

2018年度活動報告

10



本だなチャリティ活動

「集めて送って支援」活動

【参加組織】
●（株）イオン銀行・イオン銀行従業員組合　●イオンライフ（株）　●イオンカルチャー（株）　●イオン保険サービス（株）・イオン保険サービス労働組合
●イオンクレジットサービス（株）・イオンクレジットサービスユニオン　●イオンフィナンシャルサービス（株）　●イオンプロダクトファイナンス（株）
●イオンペット（株）・イオンペットユニオン　●イオンリカー（株）・イオンリテールワーカーズユニオンイオンリカー（株）グループ
●イオンリテール（株）・イオン（株）・イオンリテールワーカーズユニオン機能会社・本社グループ、出向者・イオン（株）グループ　●クレアーズ日本（株）
●イオンリテール（株）中四国カンパニー・イオンリテールワーカーズユニオン中四国グループ
●イオンリテール（株）南関東カンパニー・イオンリテールワーカーズユニオン南関東グループ
●マックスバリュ北陸（株）・イオンリテールワーカーズユニオンマックスバリュ北陸（株）グループ

マックスバリュ北海道（株） イオンフィナンシャルサービス（株）・イオンクレジットサービス（株）・（株）イオン銀行

イオンリテール（株）・イオン（株）・イオンリテールワーカーズユニオン
イオンフィナンシャルサービス（株）・イオンクレジット

サービス（株）・（株）イオン銀行・イオン保険サービス（株）イオンカルチャー（株）

【参加組織】
●（株）イオンイーハート・イオンイーハート労働組合　●（株）イオン銀行・イオン銀行従業員組合　●ATジャパン（株）
●イオンクレジットサービス（株）・イオンクレジットサービスユニオン　●イオンファイナンシャルサービス（株）・イオンフィナンシャルサービス（株）
●イオンリートマネジメント（株）　●オリジン東秀（株）・オリジン東秀ユニオン

グループ各社の従業員の家庭で
必要の無くなった本を集めて買
い取ってもらい、その査定額を被
災地に寄付する活動。被災地まで
行く事のできない従業員も参加
できる為、多くの会社が活動しま
した。

被災地の産品を取り
寄せて社内で従業員
販売をしたり、組合
の大会で販売をしま
した。

イオンリートマネジメント（株）

「サンタが100人やってきた！」活動

「サンタが100人やってきた！ 2018」出発式

イオンリテール（株）東海カンパニー・イオン銀行（株）・メガスポーツ（株） イオンクレジットサービス（株）

【参加組織】
●イオンクレジットサービス（株）・イオンクレジットサービスユニオン　
●イオンリテール（株）東海カンパニー・イオンリテールワーカーズユニオン東海グループ　　
●イオンリテール（株）北陸信越カンパニー・イオンリテールワーカーズユニオン長野グループ
●（株）メガスポーツ・メガスポーツ労働組合
●（株）イオン銀行・イオン銀行従業員組合

岩手県沿岸部の被災地の子どもたちに、プレゼントと笑顔を送りたいと、ボラン
ティアが扮する100人のサンタクロースがクリスマスプレゼントをお渡しする活
動です。事前に募金やBOOK募金などで資金を集め、プレゼントしました。また、
2019年開催のラグビーワールドカップに合わせ、ストリートラグビーを子どもた
ちに楽しんでもらいました。

イオン　心をつなぐプロジェクト
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「買って支援」活動

被災地の現状を伝える

【参加組織】
●イオングループ労働組合連合会
●イオンプロダクトファイナンス（株）
●イオン北海道（株）・イオン北海道労働組合
●イオンマーケット（株）・イオンマーケット労働組合
●イオンリテール（株）南関東カンパニー・イオンリテールワーカーズユニオン南関東グループ
●イオン琉球（株）・イオン琉球労働組合
●マックスバリュ北海道（株）・マックスバリュ北海道労働組合

アコレ（株）

（株）OPA

（株）光洋・（株）山陽マルナカ・㈱マルナカ㈱マックスバリュ西日本（株）

イオン北海道（株）・マックスバリュ北海道（株） イオンリテールワーカーズユニオン・南関東グループ

イオンマーケット（株）　南相馬産品従業員販売会

イオン琉球（株）　丸森町干し柿の購入支援

イオンプロダクトファイナンス（株）　南三陸の海産物購入支援 マックスバリュ北海道（株）　被災地産品の購入支援イオンリテールワーカーズユニオン南関東グループ　南相馬産ピンの購入支援

イオンリテール（株）北関東カンパニー　小学生が育てたわかめの購入支援

【参加組織】
●（株）OPA・OPAユニオン　●（株）イオンイーハート・イオンイーハート労働組合　●（株）マルナカ・マルナカ労働組合
●（株）山陽マルナカ・山陽マルナカ労働組合　●イオン北海道（株）・イオン北海道労働組合　●（株）光洋・KOHYO労働組合
●イオンリテール（株）南関東カンパニー・イオンリテールワーカーズユニオン南関東グループ
●アコレ（株）・イオンリテールワーカーズユニオンアコレ（株）グループ
●マックスバリュ北海道（株）・マックスバリュ北海道労働組合
●マックスバリュ西日本（株）・マックスバリュ西日本労働組合

被災地の産品を取り寄せて社内で従業員販売
をしたり、組合の大会で販売をしました。

被災地から語り部の方に来ていた
だき、被災の体験や復興活動につい
て、また今の被災地の様子を伺いま
した。震災の風化を防ぎ、貴重なお
話から各社それぞれの防災意識が
高まっています。

2018年度活動報告
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2018年度　グループ各社『心をつなぐプロジェクト』活動一覧
（順不同）

組　　織　　名 活　　動　　名 支援・関連組織名 実　　施　　日 参加数（人）

イオンリテール（株）
イオン（株）
イオンリテールワーカーズユニオン
機能会社・本社グループ、出向者・イオン（株）グループ

労使共同　本だなチャリティ2018 福島県　南相馬市社会福祉協議会 3月13日～4月4日 1,379 
労使共同　お弁当プロジェクト　　2年目

（小高の高校生とのコラボ商品開発） 福島県立小高産業技術高等学校 （東北地区）10月16日～10月23日
（東京での販売）2019年3月2日～4日 20 

労使共同　本だなチャリティ2018　【労使】 福島県　南相馬市社会福祉協議会 9月19日～10月3日 737 
「化粧品の商品開発について」授業 in 福島県立岩瀬農業高校 福島県立岩瀬農業高校 9月5日 3 

イオンリテール（株）
イオンリテールワーカーズユニオン 労使共同　相馬野馬追　ボランティア　 福島県　南相馬市 7月29日 9 

イオンリテール（株）東北カンパニー
大槌町かねざわクレソン試食販売 in イオン盛岡店 岩手県　大槌町 10月4日 3 
大槌町かねざわクレソン試食販売 in イオンスーパーセンター釜石店 岩手県　大槌町 11月9日 2 

イオンリテール（株）北関東カンパニー
イオンリテールワーカーズユニオン北関東グループ

気仙沼市大島小学校「もう被災地ではない」自立への学習応援 宮城県　気仙沼市立小学校 3月28日 135 
エンピツ募金とエンピツプロジェクト贈呈式 宮城県　気仙沼市立小学校4校 11月28日～29日 659 

イオンリテール（株）南関東カンパニー
イオンリテールワーカーズユニオン南関東グループ

本だなチャリティ 福島県　南相馬市 7月18日～7月31日 2,350 
ハックルベリー生産者の語り部とジャム販売 福島県　一般社団法人 日本ガーデンハックルベリー協会 7月18日 38 
組合大会にてハックルベリージャム販売 福島県　一般社団法人 日本ガーデンハックルベリー協会 10月17日、10月24日 176 

イオンリテール（株）東海カンパニー
イオンリテールワーカーズユニオン東海グループ 『サンタが100人やってきた』支援 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット 12月23日 3,750 

イオンリテール（株）北陸信越カンパニー
イオンリテールワーカーズユニオン長野グループ 『サンタが100人やってきた』支援 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット 12月23日 273 

イオンリテール（株）近畿カンパニー 南相馬市が大阪に！～近畿イオン会見本市で魅力PR ～ 福島県　南相馬市 8月1日～2日 4,853 
イオンリテール（株）中四国カンパニー
イオンリテールワーカーズユニオン中四国グループ 「BOOK募金」でNPO遠野まごころネットを支援 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット 9月1日～10月31日 400 

イオン北海道（株）
イオン北海道労働組合

イオン合同見本市　南相馬ブースによる地域産品のPR 福島県　南相馬市 4月18日～19日 1,396 
南相馬市産品の従業員販売 福島県　南相馬市 7月～9月 611 
語り部の会（5回目） 福島県　南相馬市 11月8日 346 

イオン九州（株）
イオン九州労働組合

まごころサンタ in 熊本活動 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット　熊本仮設住宅 12月 230 
まごころサンタ in 遠野活動 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット 12月 214 

「あかりのファンタジーイルミネーション in おだか2018」応援チャリティ 福島県　小高を応援する会3B+1他 チャリティ4月～10月、取付11月、取外し1月 2 
イオン琉球（株）
イオン琉球労働組合 宮城県丸森町の特産品「丸森町地域おこし商品」従業員販売 宮城県　丸森町耕野地区 1月30日～2月10日 324 

イオンバイク（株）
イオンリテールワーカーズユニオンイオンバイク（株）グループ （第2回）気仙沼大島観光協会レンタサイクル整備ボランティア 宮城県　気仙沼市大島 9月13日～14日 6 

イオンリカー（株）
イオンリテールワーカーズユニオンイオンリカー（株）グループ

本だなチャリティ 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット 11月12日～12月10日 200 
釜石ワイン農作業ボランティア 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット 7月26日～27日 6 

マックスバリュ北海道（株）
マックスバリュ北海道労働組合

イオン合同見本市　南相馬ブースによる地域産品のPR 福島県　南相馬市 4月18日～19日 611 
語り部の会（5回目） 福島県　南相馬市 11月8日 15 
ひまわり里親プロジェクト 福島県　NPO法人 チームふくしま 6月11日～9月5日 30 

買って送って応援しよう！東北支援2018 宮城県　NAGOMI SALON TRICK AND TREAT・
岩手県　一般社団法人 SAVE IWATE・福島県南相馬市 11月23日～12月21日 1,566 

マックスバリュ南東北（株）
イオンリテールワーカーズユニオン
マックスバリュ南東北（株）グループ

鏡石の桃と岩瀬農業高校とのコラボスイーツ「まるごとピーチあいス（愛す）」の販売 福島県　鏡石町・福島県立岩瀬農業高校 8月25日 20 
全国植樹祭での軽食販売協力 福島県 6月10日 10 
ツールド東北に走行管理ライダーでB矢本店店長が参加 宮城県　石巻市・東松島市 9月15日 1 
宮城県丸森町への援農ボランティア 宮城県　丸森町耕野地区 11月16日 23 

マックスバリュ北陸（株）
イオンリテールワーカーズユニオン
マックスバリュ北陸（株）グループ

本だなチャリティ 福島県　小高を応援する会3B+1 3月 1,608 

マックスバリュ中部（株）
マックスバリュ中部労働組合

福島ひまわり里親プロジェクト 福島県　NPO法人 チームふくしま 4月下旬～12月 1,726 
【組合】竹あかりワークショップ 宮城県　丸森町耕野地区 4月13日～25日 40 
【組合】東日本復興支援視察研修 宮城県　丸森町耕野地区 5月17日～5月18日 25 
ふくみえ絆交流 in 波瀬 福島県　（三重県波瀬むらづくり協議会） 8月6日～9日 6 
干し柿収穫ボランティア 宮城県　丸森町耕野地区 11月25日 8 

マックスバリュ西日本（株）
マックスバリュ西日本労働組合 東北大震災記憶を風化させない為に～語部の会 福島県　NPO法人 まちづくり新町なみえ 4月2日 56 

マックスバリュ九州（株）
マックスバリュ九州労働組合 福島ひまわり里親プロジェクト 福島県　NPO法人 チームふくしま 6月～2月 395 

（株）光洋
KOHYO労働組合

東日本大震災復興支援募金・贈呈実施報告 福島県　NPO法人 まちづくり新町なみえ 3月29日 3 
東日本大震災復興支援募金 福島県　NPO法人 まちづくり新町なみえ 3月12日～3月31日 243 
東北大震災記憶を風化させない為に～語部の会 福島県　NPO法人 まちづくり新町なみえ 4月2日 28 
浪江町商工会西日本豪雨災害支援応援 福島県　NPO法人 まちづくり新町なみえ 8月4日～5日 4 
9月10月東日本大震災復興支援募金とチャリティバザー 福島県　復興なみえ町十日市祭実行委員会 9月3日～10月31日、10月22日バザー 235 
東日本大震災復興支援募金と贈呈式 福島県　NPO法人 まちづくり新町なみえ 5月28日～6月7日、10月18日 3,042 
復興なみえ町十日市祭ボランティア 福島県　復興なみえ町十日市祭実行委員会 11月23日～26日 21 

（株）マルナカ
マルナカ労働組合 新入社員対象　語り部の会 福島県　NPO法人 まちづくり新町なみえ 4月2日 24 

（株）山陽マルナカ
山陽マルナカ労働組合

「まちづくりNPO新町なみえ」募金贈呈 福島県　NPO法人 まちづくり新町なみえ 3月29日～30日 3 
新入社員対象　語り部の会 福島県　NPO法人 まちづくり新町なみえ 4月2日 39 

「まちづくりNPO新町なみえ」支援金贈呈 福島県　NPO法人 まちづくり新町なみえ 10月18日～10月19日 2 
復興なみえ町　十日市祭りに対する支援と募金贈呈 福島県　復興なみえ町十日市祭実行委員会 9月3日～30日募金、11月24日～25日祭り支援 15 

「まちづくりNPO新町なみえ」募金 福島県　NPO法人 まちづくり新町なみえ 12月19日～2月8日 1,000 

イオンマーケット（株）
イオンマーケット労働組合

労使共催　東北ふれあいツアー　～小高の今を触れて見よう～ 福島県　小高を応援する会3B+1他 6月6日～6月7日 22 
「あかりのファンタジーイルミネーション in おだか2018」応援チャリティ 福島県　小高を応援する会3B+1他 チャリティ4月～10月、取付11月、取外し1月 249 
南相馬農地再生協議会「秋の種まき会」参加&南相馬産品従業員販売会実施 福島県　南相馬市 9月22日、10月26日 52 

マックスバリュ関東（株）
イオンリテールワーカーズユニオンマックスバリュ関東（株）グループ

「あかりのファンタジーイルミネーション in おだか2018」応援チャリティ 福島県　小高を応援する会3B+1他 チャリティ4月～10月、取付11月、取外し1月 350 
南相馬・小高ボランティア研修 福島県　一般社団法人 日本ガーデンハックルベリー協会 11月18日 25 

（株）カスミ
カスミユニオン

チャリティーカレンダー「明日暦」2018募金 贈呈式 岩手県　陸前高田市 4月25日 3 
陸前高田七夕まつり体験学習2018 岩手県　陸前高田市 8月6日～8日 229 

（株）マルエツ
マルエツ労働組合 東日本大震災復興支援　海岸林再生プロジェクト 宮城県　名取市 9月10日～11日 55 

イオンビッグ（株）
イオンリテールワーカーズユニオンイオンビッグ（株）グループ

行って！感じて！伝えて！広げて！　心をつなぐ復興支援 宮城県　三陸石鹸工房KURIYA・スペインタイル　セラミカ工房 8月6日 45 
行って！感じて！伝えて！広げて！　心をつなぐ復興支援 宮城県　小野駅前郷プロジェクト　おのくん制作応援 10月24日 20 

イオンスーパーセンター（株）
イオンスーパーセンター労働組合

援農ボランティア活動 宮城県　丸森町耕野地区 11月28日 15 
「あかりのファンタジーイルミネーション in おだか2018」応援チャリティ 福島県　小高を応援する会3B+1他 チャリティ4月～10月、取付11月、取外し1月 6 

ミニストップ（株）
ミニストップユニオン

花の輪運動:贈呈式 被災3県　花と緑の農芸財団 11月2日 180 
小高産業技術高等学校の高校生とのお弁当開発 福島県立小高産業技術高等学校 10月16日～30日 50 
宮城県高校生地産地消お弁当コンテスト 宮城県 11月3日 100 

オリジン東秀（株）
オリジン東秀ユニオン 小高区4小学校へベルマークの贈呈 福島県　南相馬市小高区小学校4校 8月23日 6,326 

イオン　心をつなぐプロジェクト

13



組　　織　　名 活　　動　　名 支援・関連組織名 実　　施　　日 参加数（人）
アコレ（株）
イオンリテールワーカーズユニオンアコレ（株）グループ 語り部「講演会」　～震災、そして復興の現実を学ぶ～ 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット 8月22日 81 

イオンフィナンシャルサービス（株）
本だなチャリティ 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット 10月1日～11月30日 11 
復興ぞうきんプロジェクト 岩手県　一般社団法人 SAVE IWATE 12月1日～1月31日 2 
綿花収穫ボランティアツアー 福島県　NPO法人 ザ・ピープル 10月20日 13 

イオンクレジットサービス（株）
イオンクレジットサービスユニオン

復興ぞうきんプロジェクト 岩手県　一般社団法人 SAVE IWATE 12月1日～1月31日 500 
本だなチャリティ 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット 10月1日～11月30日 684 
七ヶ浜ボランティア活動 宮城県　一般社団法人 七ヶ浜復興研究会なならぼ 10月6日 9 
綿花収穫ボランティアツアー 福島県　NPO法人 ザ・ピープル 10月20日 23 
遠野まごころネット「サンタが100人やってきた！」活動支援 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット 12月23日 6 
いわき市のワイナリー作り支援 福島県　いわき市田人ぶどう研究所 5月2日 12 

イオン保険サービス（株）
イオン保険サービス労働組合 綿花収穫ボランティアツアー 福島県　NPO法人 ザ・ピープル 10月20日 10 

（株）イオン銀行
イオン銀行従業員組合

本だなチャリティ 福島県　NPO法人 ザ・ピープル 10月1日～11月30日 286 
復興ぞうきんプロジェクト 福島県　NPO法人 ザ・ピープル 12月1日～1月31日 44 
綿花収穫ボランティアツアー 福島県　NPO法人 ザ・ピープル 10月20日 9 

「あかりのファンタジーイルミネーション in おだか2018」応援チャリティ 福島県　小高を応援する会3B+1他 チャリティ4月～10月、取付11月、取外し1月 83 
遠野まごころネット「サンタが100人やってきた！」活動支援 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット 12月23日 83 

イオンプロダクトファイナンス（株）
特定非営利活動法人 STORIA支援（経済的困難を抱えた子どもたちのサポート） 宮城県　NPO法人 STORIA 7月 180 
綿花収穫ボランティアツアー 福島県　NPO法人 ザ・ピープル 10月20日 6 
東北物産の応援 宮城県　南三陸町戸倉 10月27日 55 

イオンリートマネジメント（株） 復興ぞうきんプロジェクト 岩手県　一般社団法人 SAVE IWATE 10月1日～31日 38 
イオン住宅ローンサービス（株） 綿花収穫ボランティアツアー 福島県　NPO法人 ザ・ピープル 10月20日 2 
エーシーエス債権管理回収（株） 綿花収穫ボランティアツアー 福島県　NPO法人 ザ・ピープル 10月20日 3 
ACSリース（株） 綿花収穫ボランティアツアー 福島県　NPO法人 ザ・ピープル 10月20日 1 

イオン少額短期保険（株）
綿花収穫ボランティアツアー 福島県　NPO法人 ザ・ピープル 10月20日 1 
東北復興ボランティア（つばき栽培） 宮城県　気仙沼市大島 11月2日～3日 5 

イオンモール（株）
イオンモール労働組合

めんどくしぇおのくん in 新瑞橋 宮城県　小野駅前郷プロジェクト　おのくん制作応援 12月22日 20 
第5回めんどくしぇ祭 宮城県　小野駅前郷プロジェクト　おのくん制作応援 5月4日 5 
宮城県震災復興応援おのくんがやってくる！ 宮城県　小野駅前郷プロジェクト　おのくん制作応援 2月16日 10 
おのくん製作応援 宮城県　小野駅前郷プロジェクト　おのくん制作応援 2018年度 273 

（株）OPA
OPAユニオン 語り部　講演会 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット 4月13日 25 

イオンタウン（株）
イオンタウンユニオン 福島ひまわり里親プロジェクト　ひまわりの種贈呈式 福島県　NPO法人 チームふくしま 5月～12月12月15日 147 

イオンディライト（株）
イオンディライト（株） 「あかりのファンタジーイルミネーション in おだか2018」応援チャリティ 福島県　小高を応援する会3B+1他 チャリティ4月～10月、取付11月、取外し1月 207 

（株）イオンファンタジー
イオンファンタジー労働組合

「あかりのファンタジーイルミネーション in おだか2018」応援チャリティ 福島県　小高を応援する会3B+1他 チャリティ4月～10月、取付11月、取外し1月 55 
2018年小高秋まつり出店 福島県　南相馬市小高地区 10月19日～20日 8 
2018浪江十日市祭　ララちゃんと一緒に遊ぼう！ 福島県　復興なみえ町十日市祭実行委員会 11月24日～25日 3 
丸森町耕野　援農ボランティア 宮城県　丸森町耕野地区 11月10日～11日、11月13日～14日 12 

（株）ツヴァイ
ツヴァイ労働組合 【労使共催】ミライカレッジいしのまき（婚活ツアー）へ向けての無料セミナー開催 宮城県　石巻市 8月9日 7 

（株）イオンイーハート
イオンイーハート労働組合

集めて送って支援「おのくんプロジェクト」材料を寄贈 宮城県　小野駅前郷プロジェクト　おのくん制作応援 3月1日～4月20日 10 
集めて送って支援「復興ぞうきん」材料を寄贈 岩手県　一般社団法人 SAVE IWATE 2018年3月1日～3月31日 10 
集めて送って支援「おのくんプロジェクト」材料を寄贈 宮城県　小野駅前郷プロジェクト　おのくん制作応援 4月21日～8月20日 3 
南三陸産牡蠣を広めよう！ 宮城県　南三陸町戸倉 11月14日～ 3 
語り部（東日本大震災の体験談） 宮城県　NPO法人 海辺の森をつくろう会 2月14日 39 

イオンエンターテイメント（株）
福島ひまわり里親プロジェクト 福島県　NPO法人 チームふくしま 5月～11月 212 

未来共創プログラム 宮城県　気仙沼市
岩手県　釜石市、大槌町 9月11日～9月13日 8 

イオンコンパス（株）
イオンコンパス労働組合 SORAアニマルシェルターボランティア 福島県　福島市町庭坂字富山 2月15日～2月16日 22 

イオンカルチャー（株） 特定非営利活動法人 STORIA継続支援 宮城県　NPO法人 STORIA 10月1日～12月31日 200 
イオンライフ（株） 本だなチャリティ 被災3県　（NPO法人 カタリバ） 下期2月末 10 

（株）ジーフット
G-FOOT労働組合

おだか秋祭り出店 福島県　南相馬市小高地区 10月20日～21日 6 
東北（南三陸）視察ツアー 宮城県　松島町・女川町 9月12日～13日 9 
ゆずの収穫支援 宮城県　気仙沼市大島 10月31日～1月2日 12 

（株）コックス
COX union

さくら並木プロジェクト植樹会 in石巻市牡鹿半島 宮城県　石巻市 3月25日 4 
東北コットン収穫祭in東松島農場 宮城県　東松島 11月24日 4 

（株）イオンフォレスト

ハンドトリートメントサービス in  「サン・ファン石恋まつり♡」 宮城県 石巻市　NPO石巻復興支援ネットワーク 7月16日 4 
「働きたいママの本音座談会 in いしのまき」協力 宮城県 石巻市　NPO石巻復興支援ネットワーク 7月15日 4 
「働きたいママの本音座談会 in いしのまき」協力 宮城県 石巻市　NPO石巻復興支援ネットワーク 9月13日 2 

サクラチャリティプロジェクト 「援助ではなく取引きを！」被災地に手仕事をつくる“ザ・ボディショップ復興支援グッズ”販売 被災3県　5団体 2月22日～5月16日、6月12日～8月 220 

（株）メガスポーツ
メガスポーツ労働組合

花咲かすFES2018 in 遠野 岩手県　遠野市柏木平リゾート、遠野市、遠野市観光局 4月28日～29日 15 
遠野まごころネット「サンタが100人やってきた！」活動支援 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット 12月22日～23日 2 
第3回遠野スノートレッキング 岩手県　遠野市 2月16日 1 

クレアーズ日本（株） 本だなチャリティ 宮城県　NPO法人 STORIA 8月～12月 10 

イオンペット（株）
イオンペットユニオン

本だなチャリティ 福島県　NPO法人 SORAアニマルシェルター 8月1日～8月31日 155 
SORAアニマルシェルターボランティア 福島県　NPO法人 SORAアニマルシェルター 2月16日 3 

ブランシェス（株）

おのくん「めんどくしぇ祭り」出店 宮城県　小野駅前郷プロジェクト　おのくん制作応援 5月4日 150 
気仙沼赤岩児童館クリスマス会 宮城県　気仙沼市　赤岩児童館 12月22日 4 
ブランシェス×デルチェントロ コラボ企画　「親子でクリスマスランチ&リメイクバッグづくり」 宮城県　石巻市 12月23日 3 
被災地復興支援　気仙沼大島モデル撮影会 宮城県　気仙沼市大島 5月11日～12日 2 

ATジャパン（株） くるみぼたんアクセサリー作成用リサイクルネクタイ回収・送付 岩手県　NPO法人 遠野まごころネット 9月18日 3 
R.O.U（株）
イオンリテールワーカーズユニオンR.O.U（株）グループ 『出張あそびのワークショップ』 in 気仙沼 宮城県　気仙沼市立小学校4校 11月29日 3 

イオンドットコム（株） 「あかりのファンタジーイルミネーション in おだか2018」応援チャリティ 福島県　小高を応援する会3B+1他 チャリティ4月～10月、取付11月、取外し1月 41 
イオンフードサプライ（株）
イオンフードサプライ労働組合 「あかりのファンタジーイルミネーション in おだか2018」応援チャリティ 福島県　小高を応援する会3B+1他 チャリティ4月～10月、取付11月、取外し1月 152 

イオンアイビス（株）
イオンリテールワーカーズユニオン機能会社・本社グループ 「あかりのファンタジーイルミネーション in おだか2018」応援チャリティ 福島県　小高を応援する会3B+1他 チャリティ4月～10月、取付11月、取外し1月 1,343 

イオンマーケティング（株） 「あかりのファンタジーイルミネーション in おだか2018」応援チャリティ 福島県　小高を応援する会3B+1他 チャリティ4月～10月、取付11月、取外し1月 81 
イオンデモンストレーションサービス㈲ 福島ひまわり里親プロジェクト 福島県　NPO法人 チームふくしま 6月20日～11月 170 
イオングループ労働組合連合会 第34期第35回定期中央大会東北復興支援物販ブース 被災3県 9月26日～27日 250 
イオングループ労働組合連合会　南東北エリア 社会参画活動 福島県　南相馬市浪江町 7月25日～26日 13 
イオンスーパーセンター（株） 米通産いいたて雪っ娘かぼちゃ試食販売会 in イオンスーパーセンター釜石店 福島県　飯舘村・岩手県　遠野市 11月10日 2 

合計 42,752 

2018年度活動報告
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研修コースの紹介  「南三陸コース」
「南三陸町」はリアス式海岸の南端に位置する小さな港町です。三方

を山に囲まれ町に降った雨は分水嶺により全て志津川湾に注ぎます。
東日本大震災の津波により多くの犠牲を生み、文字通りゼロからの再
出発となった場所です。

町では、南三陸の復興は豊かな自然
とともにあるべきとし「森・里・海」が連
携した再生の姿をグランドデザインに
描きました。

研修では、それぞれの担い手の方に
話を伺い、持続可能な産業の在り方を
共有すると共に復興支援と合わせ、次
代の自然環境に即した産業の姿を学ぶ
機会としています。

南三陸FSCの森林学びのツアー

2018年度研修参加者：8地域（28社）162名

●未来共創プログラム	〜地域とグループ各社をつなぐ実践研修〜

「現場を視て、現場で考える」
グループ各社が東北各地で活動を進めるた

めに、その土地の社会課題や取り組みについ
て、現場を視察し、お話を伺います。

また地元の皆さまとの意見交換やワーク
ショップ等の交流を通して相互理解を深め、
各社の具体的なアクションにつなげます。

昨年は岩手・宮城・福島3 県の8地域で実施
しています。

イオン　心をつなぐプロジェクト
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生産者との勉強会

岩 手 県

福 島 県

●釜石・大槌町
テーマ：「かねざわクレソンの商品化」
震災後の町に新たな特産品をつくる取組。

●遠野市米通地区
テーマ：「限界集落の持続可能な取組」
無農薬・無肥料の「どぶろく」づくり。
コミュニティの原点を現場で体験し、行動す
る。

●南相馬市小高区
テーマ：「人口ゼロからのまちづくり」
地元の高校生と開発する「お弁当プロジェクト」。

「あかりのイルミネーション」の取り組み。
●浪江町

テーマ：「コミュニティとは何か考える」
100年余り続く十日市祭りを支援する。

●鏡石町
テーマ：「福島の農業の現状と対策」
理由あり桃の商品化を通じて、現状を理解
し、支援につなげる。

岩瀬農業高校の生徒さんと開発した
「まるごとピーチアイス」の販売

宮 城 県
●気仙沼大島

テーマ：「島の活性化について考える」
ゆずやツバキを使った観光・産品づくり。
地域の子どもたちとのワークショップ。

●丸森町耕野地区
テーマ：「中山間地域の課題と取組」
特産のころ柿を通じた都市部との交流。

●南三陸町
テーマ：「環境と産業（経済）の共存」
森・里・海の連携と人の営み方を考える。

養殖の現場を見学

2018年度活動報告
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３｜被災地に従業員ボランティアを派遣	
〜地域との交流〜

●防護ネット・ロープの設置、ぶどうの植樹
（岩手県遠野市米通／参加人数：25名）

現地に赴くことの意義
インターネットが発達した現代では、わざ

わざ現地に行かなくとも色々な情報が得ら
れます。

しかし、実際現地に行くことにより知るこ
とがあります。

イオン心をつなぐプロジェクト　ボラン
ティア派遣は2012年から2018年までの7
年間でのべ3,708名の方が現地で活動を行
いました。

この活動を通じた地域の方との交流は、
大震災を改めて考える場、そして人
と人とのつながりの重要性を
知る場になっています。

米通の米でどぶろくづくり
●稲刈り、南瓜の収穫・選別作業
（岩手県遠野市／参加人数：19名）

以前からずっと来たかった東北ボランティ
アで、稲を刈って南瓜を収穫して分別して

磨く等,やったことのない経験をたくさんすることが出来ました。米通の
方のお手伝いができて良かったです。ひっつみもいも煮もほっこりとて
もおいしくいただいて満足満腹です。

2018年度ボランティア活動報告	［実績337名（11カ所）］

2日目のブドウ畑の草刈りなどは
雨で足がとられ、どろまみれで大

変でした。1日目は鹿よけの電線をはりましたが、競合
店対策は常にしているものの鹿対策は初めてでした。
初めて参加する方も、初めて会う方も目的が同じなの
で、一緒に行動していても楽しく活動ができました。

2018年度　計44名（2カ所）

【その他の植樹】

岩	手

米通りに行けて良かったで
す。地元の方と一緒にけもの

道を確認しながら（笑）草刈り。高齢化の地域の
現実を考えさせられました。2日目雨の中での作
業、すっかりぬれてドロだらけになりましが、秋にた
わわに稔ったブドウを想像するとワクワクします。

参加者の声 参加者の声

参加者の声

参加者の声

今までの活動と違って地元の方の
お話を聞けたり、若い人でも大変な

作業を80才の方が一人でやっていらっしゃる事に驚きま
した。作業は多くなかったのですが米通の方とふれ合う
事ができたので良い経験でした。

イオン　心をつなぐプロジェクト
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●柿（ころ柿用）の収穫・皮むき作業
（宮城県丸森町／参加人数：45名）

●小田の浜海岸清掃、種つけ、除草作業
（宮城県気仙沼市大島、階上／参加人数：29名）

●コットン出荷準備作業、荒浜植樹
（福島県広野町、宮城県若林区荒浜地区／参加人数：32名）

●りんごの摘果作業
（福島県岩瀬郡鏡石町／参加人数：33名）

●コットン畑の除草、海岸防災林植樹作業
（福島県双葉郡広野町、相馬市磯部地区／参加人数：26名）

●八坂神社の除草作業、コットン（綿花）の除草
（福島県南相馬市小高区、双葉郡広野町／参加人数：33名）

Spring
Autumn

ゆずの収穫！
●ゆずの収穫・加工作業
（宮城県気仙沼市大島／参加人数：28名）

オーガニックコットンの栽培支援
●除草作業、野菜苗の出荷作業
　コットン（綿花）の種まき作業

（福島県南相馬市、双葉郡広野町／参加人数：30名）

●ガーデンハックルベリー・
　コットン（綿花）の収穫作業

（福島県南相馬市、双葉郡広野町／参加人数：37名）

とても貴重な体験をさせて頂き
ました。ゆずの収穫、育樹活動

など昨年参加したときと全く違う作業で楽しく活
動できました。やはり人と人とのつながりが何より
大事だと改めて実感しました。

2018年度　計159名（5カ所）

2018年度　計134名（4カ所）

【その他の植樹】

【その他の植樹】

福	島

宮	城

ゆずもぎが大変な作業だと
実感しました。大勢での作業

で楽しんで活動できました。農家さんの苦労が
わかります。植木（苗木）への肥料のやり方等を
知った事が私の収穫です。

震災から7年が経過し、テレビや
新聞でも取り上げられることが少

なくなった今、こうして自ら東北に足を運び現状や当時の
ことを聞く機会は、震災を風化させず、教訓にするという
意味でとても重要だと思いました。

リンゴの摘果作業のお手伝い
をさせて頂きましたが、すべて

手作業での仕事で、大変なのがよくわかりました。
気軽に食べているリンゴも愛情を込めて育てられて
いたんだなぁと深く思いました。

初参加です。コットン畑の除草、相馬
市松川浦での植樹、現地の有志の

皆様の熱い気持ちに触れ、福島を今後も応援していきたい
と思いました。20年後、松川浦のクロマツをふた再び見に来
れるよう元気でいたいと思いました。

報道でしか聴くことがなかった風
評被害に実際にあわれた方の

お話を伺って胸が痛かった。少しのお手伝いで喜んで
くれる方 が々いて、自分自身も知らなかったことを知ること
ができ、とても勉強になりました。

苗木の出荷作業と神社の草
刈り、コットンの種まき。色 な々

体験をさせてもらって良かったです。みんなで力をあ
わせると何でも出来るなぁと思います。コットンが大き
くなる事を楽しみにしています。

参加者の声

参加者の声 参加者の声

参加者の声

参加者の声

参加者の声

参加者の声
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https://www.facebook.com/aeonkokoro/

2019年7月発行

本報告書の内容やイオンの環境保全・社会貢献活動について、ご質問やご意見がございましたら下記にご連絡ください。

グループ環境・社会貢献部 〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1　Tel：043-212-6037 Fax：043-212-6790
イオンWebサイトhttp://www.aeon.info/

お問い合わせ先




