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Ⅰ 取り巻く環境と情勢認識 

 １ 戦後 70 年を迎えた 2015 年は、安保法制問題は国民的議論となり、政治に無関心であった若年

層をはじめ子育て層も議論に参加するなど大きな運動となり、政治に対する不満、不信、関心が

高まりました。また、ＴＰＰ条約締結に向けた国内議論も開始される中で 2016 年夏に参議院選

挙も行われることから、より政治への関心も高まってくると思われます。 

 ２ 2017 年４月に予定されていた 10％への消費税増税は、先送りの方向となり実施時期が不透明

な状況となりましたが、10％増税時に導入予定であった軽減税率は依然残されたままです。これ

により、財源不足による社会保障の充実にも影響が出るなどの懸念が広がり、生活者の暮らしは

ますます厳しさを増すことが予想されます。 

 ３ 新興国の経済発展による食糧事情の変化や異常

気象による影響によって、これまで以上に食糧、

原料の獲得競争が激しくなっています。更に、

ＴＰＰの締結によって国内原料調達の困難さや

原料価格の上昇は続くものと予測でき、最終商

品価格への転嫁も難しい情勢となっています。

また、国内食料自給率は 40％を切る状況が続

いており、後継者不足、地域経済の衰退、環境

保全問題など、暮らしに関わる不安も拡大して

います。 

 ４ 食品の異物混入や食品の過剰摂取等による身体への影響問題など、食に対する不安が続く中、生

協に対する期待はより高まっております。また、ＳＮＳなどの広がりにより、企業における品質

管理問題と、品質問題が発生した際の企業側の対応に不満があれば一気に社会問題化するような

状況となっています。 

 ５ 人口減少は昨年度と比較して更に悪化しており、中四国地区では、高知県の△0.96％を筆頭に、

山口県△0.80％、島根県△0.78％など、広島県と岡山県を除き減少率は全国でも高い割合とな

っています。 

 ６ 労働力人口の減少に加え、成長産業への労働移動や雇用確保のための囲い込み、非正規労働者の

増加による労働力の確保が非常に厳しくなっており、事業拡大にも影響しています。 

 ７ 小売業界はイオン、セブン＆アイＨＤに対し、ヤオコーなどＳＭ業態も総菜などの質の強化、地

域にフィットした品揃えの幅と深さなどで業績を伸ばしています。イオンなどの積極的なＭ＆Ａ

に対しＳＭチェーンも統廃合が進んでおり、同一フォーマット内の競争が一層激しくなっていま

す。また、ネット通販事業においてはアマゾンが食品分野にも参入し、オムニチャネルの分野で

の競争も激しくなると予想されます。 

 ８ 大手量販を中心としたＰＢ戦略は市場に定着し、今後は同質化競争が激しくなるものと思われま

す。市場が縮小する中では一層の流通再編が進むものと予測されます。 
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Ⅱ 生協の置かれている立場 

 １ 中四国地域は高齢化率が高い地域が多く、組合員の高齢化は一層進んでいます。中国地区の世帯

当たり人数は 2.32 人、四国地区は 2.28 人。5 年前（2007 年）と比較して平均で 0.15～0.20

人減少しており、高齢者世帯の増加と世帯人数が減少する中で将来に向けた投資、取り組みが重

要となっています。 

 ２ 生協に対する地域社会からの多様な期待と、生協として意志を持った地域とのつながりづくりに

よって、地域に暮らす組合員、行政、諸団体からも評価、期待されています。地域貢献、再生を

事業として成立させていくことが社会的な課題となっている中で、生協のインフラ、組合員との

関係性の強みを生かし、生協だからこそ実現できる事業の開発が求められています。 

 ３ 国内一次産業の諸問題（担い手、環境、地域）に対し、産直事業や地産地消商品の拡大や商品事

業と組合員活動の連携、事業を通した地域社会との関係づくりと貢献など、生協の様々な活動を

通し、生協の事業、活動が地域貢献や国内産業の維持発展につながるような取り組みを開発、推

進していかなければなりません。 

 ４ 苦戦が続いていた店舗事業ではおかやまコープで黒字化となり、全国的にも店舗事業が改善され

ています。コープＣＳネットは店舗事業の共同仕入れ部門の分野で長年支援しており、連帯の場

を更に活用する検討が必要です。 

５ オムニチャネルの進化、競争環境変化は生協の宅配事業に大きな脅威となりうるものです。コー

プ商品を真ん中にした組合員のくらしへの役立ちを一層高めると同時に、多様な暮らしにフィッ

トした商品の開発、受注システムの開発など、競争環境を生き抜くための戦略と従来の事業形態

とは異なる事業の拡大と開発を急がなくてはなりません。 

 ６ 労働力不足は深刻な状況で将来の生協を支える

人材育成にも影響が出ており、コープＣＳネッ

ト、会員生協との連携強化による合理化、効率

向上による生産性の向上と、安定的な利益確保

による人材の確保と育成は急務な課題となって

います。 

 ７ ＳＮＳの拡大などによって情報が瞬く間に拡散

する時代となり、メンバーシップ組織である生

協として情報の扱い方、捉え方・考え方を改め

なければならない環境となっています。コンプ

ライアンス経営、各事業における関連法規の遵守と社会通念に則した運営、クライシス対応の強

化など、公共性の高い組織という認識を持ち経営と運営に当たっていかなければなりません。 

 

   我々を取り巻く環境変化と、組合員の暮らしも日々変化する中で、生協がこれからも一人ひとり

の組合員の暮らしに役立ち続けるために事業連帯組織として果たす役割、責任も大きくなっていま

す。変化に柔軟に対応し続けるためにも、会員生協とより一層連携し、組合員からみた生協は一つ

という視点ですべての業務を見直さなければなりません。これまでの 10 年間で後方機能の統合、

共同化を進め、2016 年度は中国地区 5 会員生協のシステム基盤の統合稼働がスタートします。こ

れによって統一的運営のめどが立ち、これまで成しえなかった二重コストの解消や事業推進のため

の開発が可能となります。中国地区において進めてきたこれらの改革は、本格的な超高齢化社会を

見据え、今後は中国・四国と 2 つの大きなエリアを抱える連帯組織のあり様について前向きな論議

を行い、各事業のあり方、方向性について明確にしていかなければならないと考えます。 
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Ⅲ 2016 年度 事業運営の考え方と基本方針 

 １ 消費税増税対策としてのシステム対応、受注システムの改善、ＭＤ（粗利確保）、商品の使

い方、活かし方の提案力（声、想いを広げる）を強化して利用金額、利用点数の伸長を図り

ます。同時に、将来の暮らしを取り巻く状況に対応した媒体、品揃えのあり方を見直し、可

能なことは早期に実践します。 

 ２ システム最適化 Stage 3.0 を混乱なく稼働させ、会員生協の収支改善に貢献するとともに、

組合員視点で宅配事業の伸長につながる事業改善に取り組みます。2015 年度に引き続き総

菜工場の検討など、事業連合の強みを活かした新たな事業領域の可能性を追求し、会員生協

への事業貢献を高めます。 

 ３ コープＣＳネットとして暮らしへの役立ちを一層高めていくために、会員生協と「共に」各

事業の改革・改善に取り組みます。会員生協との関係性はコープＣＳネットとして一歩前に

でて、人材育成やマネジメントを支援（連帯の場を活かした支援）していきます。 

 ４ 今後の厳しい環境に対し、危機感を持って事業の再構築、見直しに取り組みます。宅配事業

の強みを生かし、一人ひとりの組合員と生協との関係性をより強固のもとするためのＣＲＭ

を構築し、事業分析、課題の抽出、暮らしにフィットした提案、対応支援を行います。 

 ５ コンプライアンス、クライシス連携強化など、社会的責任を果たせる組織として継続して組

織運営を見直します。ガバナンスの強化と、今後の事業連帯組織のあり方の方向性を一致さ

せます。 

 ６ ＰＢ商品、産直商品などを中心に地域や普段の暮らしにつながる商品活動の推進、開発や、

普段寄せられる組合員の声（くらし）を事業に反映させ、暮らしにフィットする商品事業を

目指します。 

 ７ 全国の情勢、情報収集力を高めると同時に組織内（会員生協も含めた）の情報共有速度を高

めます。日本生協連との共同事業のあり方についても見直し、将来展望の持てる事業としま

す。 

 

Ⅳ 2016 年度 重点課題 

１ 会員生協と共に考え、連携して取り組み、コープＣＳネット・会員生協の事業計画を達成し

ます。 

 （１）会員生協の課題（仲間作り、利用人数、利用登録や商品活動）推進の考え方についての理解を

深め、相互連携することでより高い成果を得るためにコープＣＳネットから積極的に支援提案を

行います。各生協の方針に基づく事業実行計画とコープＣＳネットの各事業の実行計画のすり合

わせを行い、利用人数、利用金額、利用点数の目標達成のために共に取り組みます。 

（２）会員生協の事業実績（データの把握）、活動交流（状況の把握）、コミュニケーション（想いの

把握と共有）の３つの事実を会員生協と共有し、相互で評価しあい忌憚のない協議を重視します。 

 （３）これまで取り組んできた共同仕入れ、取引先との交渉による値入改善に加え、バーチカルＭＤ

の構築や調達物流にも踏み込み収支改善に取り組みます。 

 （４）新チラシセットセンターの機能を活かしたＣＲＭを推進します。ＯＣＲ注文書の改善、チラシ

セット方法の研究、利用や暮らしの状況に則した情報提供など、利用につながる取り組みを行い

ます。 

 （５）おかやまコープと生協ひろしまの事業統一協議は、経済合理性の追求と生協の社会性発揮（高

める）の新たな共同の取り組みとして検討がはじまり、コープＣＳネットとして支援いたします。 
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２ システム最適化 Stage 3.0 を確実に稼働させ、最適化による経営貢献と事業貢献をはかります。 

 （１）運営共同化協議会（調整会議）確認事項の確実な履行（コープＣＳネット、会員生協）と事前

調整により稼働時のトラブルを最小化させます。特に、現場、組合員の混乱をなくし、安心して

利用できる状況をつくります。 

 （２）新システム稼働によるコストを吸収するために、システム運営の効率化と全部門の経費削減と

収入計画の達成をはかります。 

 （３）新システムを活かし、ＣＲＭを本格的に実践します。懸案であったＯＣＲ注文書の改善は 2017

年 1 月稼働を目指して取り組みます。 

 （４）管理部門（経理、総務）などの間接部門の機能統合の検討に入り、統合による効果を明確にし

て 2017 年度末までに提案します。 

 

３ 暮らしにフィットしたＭＤの構築と商品開発を進めます。より利用しやすい視点と売り場と

しての媒体を整理します。 

  （１）利用金額、点数を増加させるために、利用頻度の高い基礎商品や定期的に購入される商品の企

画欠落をなくし、利用登録やいつでも注文、表紙供給促進活動など会員生協の取り組みと連携し

た確実な利用確保と、供給促進やプロモーション

を強化（アイテム拡大など）します。 

（２）2015 年度試験的に開始した「組合員参加

による商品開発」に引き続き取り組みます。2015

年度の活動を継続に加え既存商品の試食も行い、

普段の暮らしの中での商品の使い方、食のシーン

を丁寧に聞き取りプロモーションや改善につな

げ、活動と事業と連携させた取り組みを強めます。 

（３）既存組合員の構成や利用状況、未組合員（若

年層）のくらし、ニーズから全体最適の視点で媒体を整理します。9 会員生協事業分野も含めた

協議も踏まえ早期に実現させます。 

  （４）年代の違い（高齢者層と若年層の食の嗜好の違いなど）、暮らしぶりの違い（子育て、2 人世帯、

共働き・・・）など多様な暮らしへの対応を更に進め、暮らしの中での商品の使い方、食べ方、

食の場面などの声や想いを受け止め、くらしの使用価値を媒体制作、ＭＤに活かします。また、

規格の最適化のために第一媒体を中心に対応するためのアイテム拡大を行います（5 個入り企画

と 2 個入り企画の併売、400ｇと 200ｇの併売など）。 

 （５）2015 年度に見直したＰＢの考え方に基づき、既存ＰＢの改廃を進めます。日本生協連のブラ

ンド再構築やラブコープキャンペーン、産直活動などの

商品活動とも連携して（既存商品の試食おしゃべり活動）

利用の広がりと定着を目指します。 

 （６）中国地区のカタログ・スクロール部門をコープＣＳネ

ット管理に移管します。独自媒体企画を除いたすべての

企画を集約し、媒体全体の調整、利益率の改善を図りま

す。 

 （７）組合員の声やクレームを通し、「組合員が生協に求めて

いること、モノ」を考え、商品や仕組み、媒体に反映さ

せていきます。そのためにも、普段利用される組合員の

参加（声を出せる、聞く）の場をつくり（媒体やネット、
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モニターやアンケート）、共に考え、声にお応えすることを通して組合員のくらしへの役立ちを高

めることや、運営改善につなげます。 

 

４ 会員生協の事業計画を達成させ、運営の成果を高めていけるよう目的と目標を共有化し、支

援機能を強化します。 

 （１）中国地区宅配事業責任者との定期的な協議の場と各会員生協とコープＣＳネット事業実行計画

をリンクさせて実効性のある計画づくりを行います。コープＣＳネットと会員生協との役割、責

任分担は明確にし、コープＣＳネットからも積極的な提案を行います。 

 （２）会員生協、コープＣＳネットの実践事例交流や日常の事業推進に役立てるための交流会を計画

します。開催にあっては会員生協の問題意識や現状を踏まえ、協議のうえ交流内容を提案します。 

 （３）仲間作り、利用実態から若年層への対応がまだ

十分ではない状況に対し、ネット活用などの新受

注チャンネルの検討や若年層のくらしに対応する

取り組みを会員生協と協力して実施します。 

 （４）ＣＲＭの構築は総合力を発揮させるために部門

横断的に開発する体制をつくります。 

 （５）2015 年度構築したクライシス連携を確実なも

のとするための仕組み、体制の整備を図ります。 

 （６）2015 年度計画的に深めることのできなかった

四国地区との協議について、トップレベルでの協

議を基幹会議として位置付けることで定期的な開催を行います。 

 （７）店舗事業の共同仕入れ、用度品の共同調達はこれからも継続してメリットを追求します。これ

からの店舗事業の連帯のあり方については、連帯の場を活用し、システム、人的交流、運営改善

など、店舗事業の連帯深化の可能性について協議を開始します。 

 （８）システム最適化 Stage 3.0 稼働の関係で担うこととなったコープ共済事務作業について、会員

生協の負担軽減（人時、コスト削減）と集中化によるサービスレベルの向上を目的に取り組みま

す。 

（９）会員生協からの要請に対してコープＣＳネットとして積極的に支援します。 

 

５ コープＣＳネット損益管理の精度向上と、損益改善に継続して取り組み、会員生協損益改善

に貢献します。 

（１）システム最適化 Stage 3.0 稼働によるコストの吸収のために、予算管理、進捗管理の精度を向上さ

せ、新たなコスト負担を発生させないようにします。2014 年度剰余金処分時に確認された 5 生協、

9 生協事業の区分経理の整理を行い、両事業にかかるコストを明確にして各事業評価を行います。 

   また、コープＣＳネットへの経費負担（分担金、その他の経費）について引き続き検討していき

ます。 

 （２）組合員サービスセンターの位置づけ（プロフィットかコストセンター）を明確にすることと、

基盤整備によってオペレーションを見直し会員生協負担を軽減させます。同時に、コールセンタ

ー機能を活用した取り組みを積極的に展開します。 

 （３）試験的にスタートしたエントリーセンターを拡大し、オペレーションコスト削減につなげます。 

 （４）エコセンターへのリサイクル品の回収率を高め、収益を高めると同時に社会的貢献事業として

障がい者雇用の推進と自立支援の取り組みを行います。 

 （５）冷蔵・農産物流機能統合シミュレーションを行い、コスト面と機能統合によるＭＤへの影響（メ

仲間づくりと連動した共済活動の報告（仲

間づくり研修会） 

仲間づくりと連動した共済活動の報告
（仲間づくり研修会）
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リット・デメリット）、会員生協の経営、利用組合員に対するサービス（企画や品質の充実）の向

上レベルを明確にして提案します。 

 

６ 環境変化に対応した事業拡大（既存事業の深耕も含め）への投資、計画づくり 

 （１）インターネット事業の黒字化に向け、既存事業のあり方（ｅふれんず以外の選択肢も含め）に

まで踏み込んで計画を組み直します。また、受注窓口機能から新規加入窓口（未組合員への情報

発信）としての活用を拡大するため、既存組織内の体制、役割分担を見直し、会員生協課題との

連携を図ります。 

 （２）次期中期計画づくりに向けて、事業連帯の方向性論議から将来の宅配事業について調査研究と

協議を開始します。 

（３）総菜工場は、自社、外部委託も含めて検討します。 

（４）人材確保が厳しい中、コープＣＳネット出向者の人材育成、キャリアアップとつながるように

政策の見直しに着手します。同時に、日本生協連や外部との人的交流も検討します。 

 （５）他の事業連合、業界情報を積極的に収集し、コープＣＳネットの機能を活用した新規事業の検

討、研究を進めます。 

 （６）ますます厳しくなる暮らしと市場、競争環境変化することを想定し、これまで取り組んできた

日本生協連との共同事業インフラを活用した事業の方向性について日本生協連との協議を開始し

ます。 

 （７）今後厳しい情勢となる中四国エリアのくらし、環境に対応していくためにも、品揃え、価格、

品質、媒体などの政策を見直し、2017 年度以降の事業に反映させます。 

 

７ 会員生協と共に社会性を発揮するための取り組み 

（１）平和の折り鶴昇華再生事業の取り組みや経過について

組合員への広報強化と取り組みへの参加（折り鶴の加工

作業など）を広げ、この活動の意味や意義の理解を深め

ていただくことに重点的に取り組みます。同時に、全国

の生協にも日本生協連やコープ共済連との連携を通じ、

多様な場に参加していきます。また、行政や地域で活動

するＮＰＯや諸団体と連携していくための協議を開始し

ます。カレンダーなどの供給事業は、商品利用が活動に

つながっている組み立てをもっとわかりやすく案内することや企画内容など、企画時の案内や情

報発信内容の見直しを行います。 

（２）東日本大震災被災地支援の取り組みは、利用 1 点 1 円支援金の取り組み継続と地域産業支援（原

料や加工品）の取り組みも積極的に実施します。 

（３）「もずく基金」は「想いをかたち」にした取り組みとして全国の生協に広がりました。事業と活

動が連携した取り組みを他の分野でも実現できないか検討します。 

（４）エコセンターの安定稼働（部分的に機器の更新時期）と別法人として独立して運営できるよう

な体制への移行準備を進めます。 

（５）商品活動、生協まつりへの職員の参加と支援は、出身生協以外の生協への参加を進めます。 

 

８ 会員生協の事業を支え、期待に応える組織運営 

 （１）ガバナンスの強化。コンプライアンス経営を徹底するために、内部統制制度に基づく内部監査

とＩＳＯ９００１による内部、外部監査の履行と社会情勢の変化情報収集に努め、会員生協の経

平和の折り鶴昇華再生事業 

平和の折り鶴昇華再生事業
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営に効率的、効果的に貢献するための内部運営の見直しを絶えず行います。 

   寄せられる組合員の声、会員生協からの意見から考える、改善につなげる取り組みは全ての部署

の課題として位置付けて実施していきます。 

 （２）コープＣＳネットの果たす役割・使命を全ての役職員が一致した認識を持ち、置かれている状

況や、自らの業務が他部署や会員生協にどのように役立ち、つながっているのか可視化できるよ

うなマネジメントを追求します。 

 （３）商品開発や既存商品の評価（使い方、味、容量・・・）は、コープＣＳネットで働く女性職員

も参加し、買う立場で売りをつくることに組織内でも取り組みます。 

 （４）毎年発生する災害への備え（クライシス対応）、商品事故によるクライシス対応は現場対応の視

点で精度を常に見直し、訓練によって万一の際に実効性のある制度に磨きあげていきます。 

 （５）食の不安に対する生協への期待に応える品質管理

の強化。検査室機能の集約化を活かした検査の充実

（広く深く）と全国の検査室との連携をはかり検査

の効率化をはかります。 

 （６）品質保証部門は、寄せられるクレーム（不安の声）

に対し、利用する立場に立った回答とクライシスに

つながる予兆管理を行い、未然に事故を防止する取

り組みを行います。また、取引先に対しての指導、

支援、バイヤー教育を実施して安全なフードチェー

ンの確立に取り組みます。 

 （７）商品の品質管理問題による事故の防止を目的にした点検システムの再構築、科学的知見に基づ

く基準の改定をすすめます。食品表示法改正対応は、改正内容を吟味して組合員目線を大切にし

て自主基準論議に参加します。組合員に対するリスクコミュニケーションについて、発信方法、

会員生協への取り組み提案を行います。 

 

以  上 
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