19年度方針・事業計画（「第14回通常総会議案書」第2号議案より抜粋）
第
2 号議案

２０１９年度事業計画及び収支予算決定の件
２０１８年度基本方針と重点課題務理事 塩道

Ⅰ

琢也

取り巻く環境
１．くらしの情勢
（１）2019 年 10 月からの消費税増税、社会保障費の増加、原料価格や為替変動などによる物価上
昇でくらしの厳しさは一層強まり、事業環境も増税前の駆け込み需要による反動減で消費支出が
落ちることが予想されます。
（２）2018 年は関東・北陸地方の豪雪、大阪府北部地震、平成 30 年 7 月豪雨、平成 30 年北海道
胆振東部地震、大型台風の上陸など、全国で相次いで災害が発生しました。中国・四国地方の甚
大な災害は復興途上であり、被災地、被災された方々への継続的な支援が必要です。
（３）日本経済は長期的な成長を続けてきましたが、世界経済の減速を背景に、国内の景況感に悪化
がみられ、また、消費税増税の影響など不透明感も強まってきています。個人消費は「持ち直し
の動きがみられる」とされ、2018 年のスーパーの売上は、中国地方前年比 0.7%、四国地方
1.2％と前年を上回っています（野菜の相場高、ハレの日商材や総菜の需要、豪雨・猛暑による
関連商品の需要が特徴）。しかし、秋から下降し 19 年 1 月時点では 中国地方では▲0.8％と４
か月連続、四国地方では▲1.2％と 8 か月ぶりに前年を下回っています。
（４）管内の高齢化率は年々高まっており、組合員構成では鳥取県生協、生協しまねに続きコープや
まぐちも利用組合員平均年齢が 50 歳代にまで到達し、世帯あたり人数は減少しています。
（５）北朝鮮の核開発、テロや国家間の対立など、国際的な紛争は絶えることなく、国内においても
憲法改正の動きが活発化しており注視していくことが必要です。
（６）2018 年 12 月にＴＰＰ11 が発効し、アメリカと 2 国間条約締結の動きも早まるものと予測
され、引き続き推移を慎重に見極めなければなりません。また、一帯一路経済圏を目指す中国の
攻勢と中国とアメリカの経済戦争は、世界、日本経済にも影響が出てくる恐れがあります。

２．事業を取り巻く情勢
（１）相次ぐ自然災害、異常気象、資源の枯渇化、食料品の原料不足、原料獲得競争激化による価格
上昇傾向は毎年深刻な問題となっています。
（２）SDGｓ（持続可能な開発目標）の取り組みが関心を集める中、マイクロプラスチック問題やう
なぎなど希少生物の資源保護管理も問題となっています。
（３）労働人口の減少、働き方改革、企業側の従業員に対する働かせ方への責任も一層厳しい目を向
けられており、従来の雇用制度、組織運営に対する意識を変えることや制度の見直しが行われて
います。
（４）ICT の発展と普及により、「Amazon Go」や中国の「ビンゴボックス」など無人店舗の開発
も実用段階に入り日本でも実証試験が始まりました。また、国内でもレジ待ちなしのカートシス
テムや無人店舗の試験導入もはじまっており、CRM による販促は急速に進化しています。宅配
分野では SNS を介した新たなビジネスモデルや、イオンの「クバリエ」と称した生協の宅配事
業と変わらない事業形態をスタートさせるなど、業態を超えた本格的な競争となっています。
（５）キャッシュレス決済は現行 20～25％から今後さらに普及が進み、2020 年には半数を超える
規模まで拡大することが予想されています。AI の進化、情報化社会に対応してきた世代がシニア
層に移行しており、これまで以上に ICT を活用したくらしに変化していくものと予測されます。
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（６）HACCP 法制化への対応、公正取引に関する規制の強化、食品表示法の改定など、法令や規制
が強化されています。
（７）2020 年から施行される改正民法によって取引契約や組合員との関係について適切に対応しな
ければなりません。

Ⅱ

くらしを取り巻く環境とコープＣＳネットの役割発揮
１

変化するくらしや環境に対応した MD 改善、生産から調達、配送、消費までのフードチェーンを
全体最適の視点から改善し、会員生協に利益貢献しなければなりません。

２

シニア層と若年（30 歳～40 歳代）世代の多様なくらしへの事業対応のためのシステム、運営改
革を絶えず行い、利用促進につなげて競争優位の環境を作らなければなりません。

３

SDGｓ（持続可能な開発目標）に具体的課題を持って取り組み、産直事業や地産地消商品の拡大、
もずく基金、資源管理や環境保護、フェアトレードなど、事業と活動、更に会員生協、他団体と
の連携を強め、生産から消費されるまでの新たな価値を伝え、広げることで若年層、シニア層を
取り込み、くらしへの貢献度を高めていくことが必要です。

４

店舗事業は、情勢変化に伴って連帯して取り組む課題があれば提案し、各生協の状況を踏まえ連
帯の場を更に活用する検討が必要です。

５

次世代を支える人材育成について、コープＣＳネット、会員生協との連携による育成計画や人材
の確保について早期に対策を立てなければなりません。

６

商品、BCP クライシス対応は平成 30 年 7 月豪雨災害の経験から見直しを行い、訓練を通して
繰り返し検証し続け、日本生協連との連携、中国・四国地方全体でクライシス対応のマニュアル
再整備、検証を行い、万一の事態に確実に適用できるような備えが必要です。

７

くらしや環境変化に対応し続けるため宅配事業の改革を会員生協と共に進め、連帯の力を一層活
用した新たな事業展開も検討が必要です。
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Ⅲ

2019 年度

事業運営の考え方と基本方針

コープＣＳネット第 5 次中計最終年として 3 カ年の重点課題を確実に実践し、19 年度以降の事
業改革につなげる年度。会員生協との連携強化、コープＣＳネット内部運営の見直しに引き続き取
り組み、会員生協事業の伸長と経営貢献を高めることを重点にします。

【２０１７～２０１９年

第５次中期計画の基調】

１．第４次中期計画において構築をした「物流インフラ」
「宅配事業システム最適化（Stage3.0）」
などの宅配事業基盤を活かした事業展開を深化させます。
２．多様化する組合員ニーズに対応すべく「次世代型宅配」の研究を行うなど、組合員のくらし
「より良いくらしの実現と次世代につな
と会員生協の事業貢献に向けた新たな取り組みを模索し、
がる事業」を目指す３年間とします。
３．コープ商品の良さを伝える取り組みとして新たに「コープコレクション（Ｃコレ）」企画を展
開し、引き続き「組合員参加による商品開発・改善」の取り組みを進めます。また、
「ストロング
アイテム」など全国の事業連帯への結集、
「エシカル商品」の育成と地域社会づくり参加、環境へ
の配慮といった持続可能な社会を目指した取り組みを進めます。
４．人口減少と組合員の高齢化が進み、ネットスーパーなど他の事業者との競合が激化、一
方で現場での労働力不足などの問題。会員生協との事業の合理化・効率化に向けた取り組み、
日本生協連「全国生協・人づくり支援センター」への参加をはじめ、会員生協との連携をよ
り強め、地域の多様性を認識し協同での取り組みを進めてまいります。

＜基本方針＞
１

19 年 10 月の消費税増税へのシステム対応を確実に履行し、コープコレクションを主軸に
したプロモーション強化の徹底と増税対応を確実に行い、利益確保、利用点数・利用金額を
伸長させ会員生協の予算達成に貢献します。

２

宅配事業の各機能（配達物流、システム）を連結した視点で全体宅配最適化（人時削減、サ
ービス強化）を図り、次期中期計画につながる宅配事業のあり方（媒体、商品政策など）に
ついて会員生協とともに検討を開始し、可能なところから取り組みを進めます。

３

CRM の推進は AI 活用による分析、仮説精度を高める開発を行って MD 改善につなげます。

４

SDGs、エシカル消費は、新たな価値ある商品としてのプロモーション改善や活動も積極的
に案内して認知度を高めます。また、会員生協独自で取り組んでいる社会性発揮の取り組み
を積極的に支援します。

５

自然災害、商品事故に備えた BCP 対策を実践に基づいて見直します。引き続きガバナンス
の強化と、機関運営の強化を図ります。

６

組合員の声から考え、学び、実践していきます。会員生協と日常的なコミュニケーションを
はかり、問題、課題を共有して改善や推進を行います。

７

今後の人材育成、確保について、コープＣＳネットと会員生協が連携して取り組むための協
議を開始し、次期中期計画で課題化します。
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Ⅳ

2019 年度

重点課題

１．媒体・プロモーション
（１）媒体コンセプトの変更（味彩、しあわせごはん）と見やすく買いやすい売り場を作り、食品、
非食とのクロス MD や商品の良さ（使い方）が伝わる紙面、プロモーションを強化します。
（２）コープコレクションを主軸にしたプロモーションを展開します。会員生協で取り組まれている
普及活動、商品活動を大切にし、重複や混乱を起こさないよう調整して相互連携しながら進めま
す。
（３）消費税増税対策は、ポイントプロモーション強化や媒体改善、増税前後の需要、反動対策を行
い、利益、事業高を確保します。詳細な戦術や具体的な変更点は該当する委員会で確認し、常任
理事会で協議確認します。
（４）エシカル消費＋ヘルシーコープは認知度向上対策と組合員ニーズに則し
た品揃えによって新たな利用層、利用を獲得します。
（５）ｅふれんずはこれまでの意見を仕組みに反映させて使いやすい機能
に改善し、ＳＮＳ1を積極的に活用したプロモーションを強化します。
（６）会員生協の GPR（GP）の予算達成に向けて取り組みごとの進捗管理を
強化し、会員生協の経営に貢献します。
（７）媒体政策の見直しと媒体配置について、短期的には食品、家庭用品トータルで見直すこと、ネ
ット注文組合員への配布方法の見直し検討やセレクティブ配布案内の周知に取り組み、中期的に
は品揃えの考え方と基準、宅配事業の方向性についても論議を開始して媒体改善につなげていき
ます。媒体量問題は 18 年度新規加入者利用対策として実験を開始したダイジェスト版カタログ
を継続し、効果を評価して会員生協の意見もお聞きしながら推進します。
【利用促進（実利用高）、商品開発】
（１）年代や加入歴、家族像分析＋利用実績に加え、生活様式仮説＋利用分析、AI 活用によって個々
の組合員のくらしに対応したプロモーションを開発して利用点数を維持、伸長させます。
（２）全国の生協や企業の実践事例、他企業とのコラボ企画、ツール開発は会員生協現場の活動と連
携して取り組みます。
（３）利用ポイント制の実証実験を踏まえ、ポイント制度の認知度向上と並行して効果的なプロモー
ションを積極的に展開します。
（４）商品開発は会員生協の商品活動に則した取り組みとし、
「Ｃ
Ｏ・ＯＰならべてたべよう

えいごビスケット」のように日

本生協連との共同開発を積極的に進め、コープ商品の見直し
活動への参加や既存商品のリニューアルにも取り組みます。
（５）日本生協連との共同事業、全国事業連合との連携（共同企
画や調達）を推進して調達力と利益改善を行います。
（６）広島冷蔵流通センター農産品の鮮度、品質（美味しさ）を改善、向上させるための物流改善に
取り組みます。
（７）事業連帯規模で成立する産地開発や会員生協産直拡大について検討します。

1

ソーシャルネットワーキングサービス（英語：Social Networking Service）。 具体的には face book、Twitter、Line、instagram など
を使って情報共有やコミュニケーションを図ること。
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２．会員生協との連携を強め、経営、事業推進に貢献します
【効率、能率、仕事改善】
（１）宅配事業全体の効率化と生産性向上を目指し、配送現場のユニットロード2化（ドーリー積み込
み、パン集品）、マテハン改善は、物流委員会（生協毎に役割が異なる場合は担当者の参加をお
願いする）で専門的協議を行い、関連する委員会の協議も大切にして状況を共有しながら年度内
に運用できるように推進します。
（２）全体効率化の対策である配送時の手出し商品について、これまでの確認点を見直し削減します。
（３）東部地区物流統合課題は、各々の会員生協の状況、変更した場合の課題を明らかにし、課題解
決に向けての提案を 2019 年上期に行います。
（４）年間配送カレンダーの考え方の修正や労働、業界、くらし環境変化に対応するための運営課題
など、次期中期計画に向けて協議を開始します。
【会員生協との連携】
（１）おかやまコープと生協ひろしまの宅配事業統一とコープＣ
Ｓネットとの連携強化について引き続き検討します。
（２）四国地区生協との代表者会議や事業会議を通し、相互の連
携や連帯についての協議を行います。
（３）生協のブランド認知向上を目的に、テレビ CM、SNS など
を活用して発信力を高めます。

おかやまコープ・生協ひろしま

おかやまコープ・生協ひろしま
事業所長交流会（2018
年 10
月）月）
事業所長交流会（2018
年 10

【事業活動支援】
（１）運営交流はセミナーや交流会、視察研修では、日本生協連中四国支所とも連携し、参加者にと
って有意義な場となるようなテーマで開催します。
（２）会員生協運営課題（仲間作り、利用人数、利用登録や商品活動）とプロモーション連携や他生
協情報提供、調査分析など、積極的に推進支援します。
（３）組合員サービスセンターシステム更新と応答率の改善に集中して取り組み、改善経過を評価し
て損益改善に取り組みます。
【店舗事業】
（１） 共同仕入れや用度品調達、店舗事業の効率化や業界情報を収集しタイムリーに情報連携します。
（２）連帯事業について引き続き今後のあり方について論議を進めてまいります。
【経営、収支管理課題】
（１）分担金を含む負担の考え方は 2018 年度の協議を継続します。2018 年度協議を経て見直し
スケジュールを確認し、予算措置の確認が取れた分野から変更します。
（２）組合員サービスセンターの損益改善と BCP 対策について計画化します。
（３）事業部門ごとの経費執行管理の見直しを図り、経費削減します。
（４）カタログ部門の契約変更に伴うお届け形態の変更を混乱なくスタートさせます。
（５）取引条件を確実に取得するための契約進捗管理の可視化と公正取引にかかる課題の中でセンタ
ーフィなど、収入に関わる変更点について計画化します。

2

ユニットロード(英語：Unit load）。 複数の貨物を機械や器具を用いて荷役（摘み込や荷下ろし）、輸送するのに適した単位にまと
めたもの。ここでは、商品センターで台車に積みこんだ状態のまま配達車両に積み込みできるまでの流れを指します。
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３．システム共同化の推進と既存システム改善
（１）新会計システムを安定稼働させ、消費税増税対応に備えます。
（２）宅配現場用端末の活用を広げ、現場作業改善、営業支援を行います。
（３）次期基幹システム更新はクラウド化を目指し投資更新計画づくりに着手します。
（４）汎用性の高いシステム改善を目指します・・・スマホ活用、社内開発の促進、DWH 運用の内
製化（受託化）を進めます。

４．会員生協と共に社会性を発揮するための取り組み
（１）災害支援積立金は 4 月から 9 月末まで実施します。
（２）平和の折り鶴昇華再生事業は認知度向上と引き続き商品開発に取り組みます。
（３）
「もずく基金」に関連して、恩納村「サンゴの村宣言」プ
ロジェクトに関わる商品開発や企画は、恩納村コープサン
ゴの森連絡会として参画します。
（４）エコセンターは国際的な動向（プラスチック資源、紙）
を注視し、リユース資源活用の調査研究も行います。
（５）2030 年までにＣＯ２排出量を 2013 年度比 40％削減
する取り組みについて、会員生協と連携して排出量削減に
取り組みます。削減計画は、計画の枠組み（事業連合との
区分け、排出量の按分方法など）、2030 年以降の方向性

平和の折鶴
1 次加工
平和の折鶴
1 次加工

確認後に策定します。

（ハートコープおのみち）

（ハートコープおのみち）

５．内部統制・リスクマネジメント・ガバナンスの強化について
【業務の適正化（効率、公正（法令順守）の確保】
（１）内部監査、QMS の定期監査実施を業務品質向上につなげます。
（２）公正取引に関わるガイドラインに則した事業運営を行い、問題があれば直ちに是正します。
（３）民法改正に適合する契約書の変更などを確実に実施し、会員生協への情報発信、修正点の共有
を行い遅滞なく対応します。
【品質保証】
（１）生協事業の HACCP 対応マニュアル整備に着手します。
（２） 商品クライシス対応は予兆管理とクライシス訓練を継続し、日本生協連との連携を推進します。
（３）商品検査の効率化（役割整理）と専門的な知見を習得するための外部研修、出向を計画的に実
施します。
【マネジメント、人材育成】
（１）計画利益を確保できるよう執行管理を強化します。
（２）外部、内部研修、教育と日本生協連との人事交流を行います。
（３）人材育成や能力開発の推進を目的に、管理委員会を中心に運用方法について協議を進め、課題
を整理します。
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【BCP 対応】
（１）豪雨災害や地震、他エリアの自然災害、台風などの混
乱した状況で堅実な事業対応を行うために、①マニュア
ルの見直し

②他生協（日本生協連、他の事業連合）と

関係先（委託会社、関連会社、メーカー）とのマニュア
ル連携

③既存業務の分散、変更（OCR リード、組合員

サービスセンター、システム）を検討します。

６．新規事業、課題
（１）夕食宅配弁当のコープＣＳネット運営提案を 2019 年

BCP 演習訓練（2019 年 2 月）
BCP 演習訓練（2019 年 2 月）

度中に提案します。
（２）くらしに関わるサービス関連の調査研究を行います。
以

上

なお、本議案について、本旨に反しない範囲での字句の修正を理事会に一任願います。
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