
                                              

 

 

 

 

 

年度は第一媒体の大幅なリニューアルやポイント制度の本格導入の実施など、会

員生協との連携を強化して商品事業推進に取り組みました。経済環境では、消費税増税

や国内物流費、人件費の上昇による物価上昇など一層家計は厳しさを増しました。一方、

新型コロナウイルス感染症拡大による特需が発生したものの、コープＣＳネットの最大

使命である会員生協の経営貢献については年間予算を達成させることができませんでし

た。 年度の取り組みを振り返り、教訓化すること、課題化することで 年度につ

なげていきます。

Ⅰ 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。 

 

１．4月 1回～3月 4回までの中国地区・四国地区 9会員生協受注高合計は、905.6億円（予算比

99.４％、前年比 100.1％）、供給剰余高 230.7億円（予算比 99.0％、前年比 100.0％）、供

給剰余率 25.48％（予算差△0.10％、前年差△0.03％）、受注高、供給剰余高ともに前年実績

は達成しましたが予算は未達成となりました。コープ CS ネット責任数値の組合員実利用高は、

食品・家庭用品の中国地区・四国地区 9会員生協で 4,193円（予算比 99.7％、前年比 100.0％）

と予算は未達でしたが、前年実績は超過しています。 

 

 
 

２．10月の消費税増税では、軽減税率の対象外となる酒類や家庭用品の駆け込み需要対策や、また、

キャッシュレス還元制度等への対策として、ポイントプロモーションの強化等も行いましたが、

増税後の買い控えの影響などから供給予算を割り込む結果となりました。 

2019年度4月1回～3月4回（金額単位：千円）
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2019年度4月１回～3月4回（金額単位：円）

利用人数 実利用高 実利用点数 点単価
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＊受注高とは、OCR等による会員生協別の受注段階での供給高です。（返品等は含んでいません）
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３．2020 年 2 月より新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う特需があり、家庭用品の利用が大き

く伸張しましたが、第一四半期の家庭用品の出遅れや 10月の消費税増税後の消費低迷による利

用減を補填するには至りませんでした。 

 

Ⅱ 2019年度 重点課題の振返り 

 

１．媒体・プロモーション 

（１）第一媒体は、下期に売り場の変更を実施し、冷凍食品を中心に利用が高まりました。また、

組合員の声を活用し、商品の良さが伝わる紙面情報の工夫に取り組みました。味彩、しあわ

せごはんについても、MDの棲み分けや増ページの実施、2019年度も継続実施した家庭用

品とのクロスMDなどの取り組みにより利用が高まりました。 

（２）重点商品普及プロモーションとしてコープ・コレクション商品にマーク

を掲載し紙面展開しました。9月に Cコレ総選

挙を実施しました。プロモーション関連では、

毎月１回見開き２Pの展開と毎週部門特集ペー

ジの下段で企画強化し、予算・前年ともに達

成することが出来ました。 

（３）10月の消費税増税では、軽減税率の対象外となる酒類や家庭

用品の対策効果もあり、駆け込み需要はありましたが、増税後の反

動（買い控え）が大きく事業に影響しました。また、キャッシュレ

ス還元制度等への対策として、１０月～１１月に「ポイント祭り」

を実施しました。 

（４）4 月よりエシカル消費とヘルシーコープのページを新

設（統合）し、会員生協の産直活動、地産地消、環境を

守る取り組み・ヘルシーコープレシピなどを紹介しま

した。 

（５）ｅふれんずは 4 月より新基盤に移行し、スマホ対応を

強化し利用しやすいサイトにリニューアルしました。

また、注文番号注文のスマホアプリ「Myｅふれんず」

も機能強化し、ｅふれんず限定商品が購入出来るよう

になりました。 

（６）食品商品、家庭用品事業ともに 2 月中旬以降で新型コ

ロナウイルス感染症拡大による特需効果はありましたが、第一四半期の出遅れ及び第三四半

期の増税後の買い控えなどが影響した供給高不足から、供給剰余高確保に至りませんでした。 

 

（７）媒体政策の見直し及び媒体配置については、他事業連合の情報収集を終え、改善に向けて

2020年度より商品MD改善 PJを立ち上げ、中国地区 5会員生協と共に協議を進めます。

2019年度4月1回～3月4回（金額単位：千円）
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コープ・コレクション

エシカル ヘルシーコープ紙面

ポイント祭り 紙面

コープ・コレクション

ポイント祭り　紙面

エシカル + ヘルシーコープ紙面
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また、ダイジェスト版カタログ・フルフォトバージョン OCR 実験については、おかやまコ

ープ・生協ひろしまで実施しました。 

 

【利用促進（実利用高）、商品開発】 

（１）利用実態については、組合員の年代や加入歴、属性別などセグ

メント分析を行い、「バリアブルチラシ」や「One To Oneレ

コメンド」、「フルフォトバージョン OCR実験」など、組合員

満足を高める効果的な取り組みに繋がるよう活用しました。 

（２）WEB加入システムは、コープかがわが参加し全会員生協稼働

となりました。成約率は 84.9％と高く、子育て層や共働き層

からの申込が多く、課題である若年層の仲間づくりに貢献で

きています。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

予防意識の高まりから 2月以降加入数が伸長しました。 

（３）4 月よりポイント制度の本格導入を開始し、ポイント付与の

様々なパターンを実施し、より効果が見込まれるよう改善を

すすめました。また、ポイント制度の認知度アップや消費税

増税対策を実施しました。 

（４）おしゃべり会を中心に「CO・OP ピンクのたまねぎ

ドレッシング」「CO・OP国産赤鶏のやわふわ肉だん

ご」のリニューアルや、(株)イートアンド（大阪王将）

と NB商品「沖縄県恩納村産もずく入りぎょうざ」の

開発を行いました（2020年 2月～5月に発売）。ま

た、家庭用品では、「化粧品」の商品開発を進めてい

ます。 

（５）日本生協連 NB共同仕入れ（店舗・宅配）の企画割り

戻しは、猛暑の影響による飲料分類の低迷や消費税

増税の影響、暖冬傾向もあり、菓子・飲料・日配・家庭用品分類が苦戦し、前年実績を割り込

む結果となりました。また、宅配分野では東海コープ・コープ北陸・東都生協との共同企画

を実施し、取引条件の改善や宅配事業企画などの交流を進めました。 

（６）農産加工センターの品質強化の一環として、継続して 3つのアプローチに則して取り組みを

進めました。（①現状通過アイテムで以前加工していた商品の見直し②広島冷蔵流通センター

と山口デポで取り扱いに違い（加工、検品）がある同一アイテムの抽出③歩留まりの悪い検

品商品の加工対象への変更）また、新規取り扱いアイテムについても、組合員お届け時の品

質を向上させる目的で、農産加工センターでの加工品目を増やしました。 

（７）9 月よりおかやまコープの産直「ようてい人参」を生協ひろしまでも取り扱いを開始し、産

直品の共同化を行いました。 

 

２．会員生協と連携を強め、経営、事業推進に貢献します。 

【効率、能率、仕事改善】 

（１）物流改革タスクを基本に協議を進め、投資コストの考え方、運用方法についてまとめました。

ユニットロード 1化は運用協議の上、2020年度下期を目途に開始することを確認しました。

別積み品については、現状物量では配送コストの増加、施設問題などから導入準備までには

至りませんでしたが、商品MDの見直しに今回の課題をつなぎ、物流部門改革から宅配事業

改革課題として取り組みます。 

（２）配送時の手出し商品の管理は、MD に基づく考え方に沿って、削減に向けて、会員生協と継

続して協議を行います。 

商品開発委員会での開発商品の例

注文書の上部に「Ｏｎ

ｅＴｏＯｎｅレコメンド」の商品

画像を配置

また、ダイジェスト版カタログ・フルフォトバージョン OCR 実験については、おかやまコ

ープ・生協ひろしまで実施しました。 

 

【利用促進（実利用高）、商品開発】 

（１）利用実態については、組合員の年代や加入歴、属性別などセグ

メント分析を行い、「バリアブルチラシ」や「OneToOneレ

コメンド」、「フルフォトバージョン OCR実験」など、組合員

満足を高める効果的な取り組みに繋がるよう活用しました。 

（２）WEB加入システムは、コープかがわが参加し全会員生協稼働

となりました。成約率は 84.9％と高く、子育て層や共働き層

からの申込が多く、課題である若年層の仲間づくりに貢献で

きています。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

予防意識の高まりから 2月以降加入数が伸長しました。 

（３）4 月よりポイント制度の本格導入を開始し、ポイント付与の

様々なパターンを実施し、より効果が見込まれるよう改善を

すすめました。また、ポイント制度の認知度アップや消費税

増税対策を実施しました。 

（４）おしゃべり会を中心に「CO・OP ピンクのたまねぎ

ドレッシング」「CO・OP国産赤鶏のやわふわ肉だん

ご」のリニューアルや、(株)イートアンド（大阪王将）

と NB商品「沖縄県恩納村産もずく入りぎょうざ」の

開発を行いました。（2020年 2月～5月に発売）ま

た、家庭用品では、「化粧品」の商品開発を進めてい

ます。 

（５）日本生協連 NB共同仕入れ（店舗・宅配）の企画割り

戻しは、猛暑の影響による飲料低迷や消費税増税影

響、暖冬傾向もあり、菓子・飲料・日配・家庭用品分類が苦戦し、前年実績を割り込む結果と

なりました。また、宅配分野では東海コープ・コープ北陸・東都生協との共同企画を実施し、

取引条件の改善や宅配事業企画などの交流を進めました。 

（６）農産加工センターの品質強化の一環として、継続して 3つのアプローチに則して取り組みを

進めました。（①現状通過アイテムで以前加工していた商品の見直し②広島冷蔵流通センター

と山口デポで取り扱いに違い（加工、検品）がある同一アイテムの抽出③歩留まりの悪い検

品商品の加工対象への変更）また、新規取り扱いアイテムについても、組合員お届け時の品

質を向上させる目的で、農産加工センターでの加工品目を増やしました。 

（７）9 月よりおかやまコープの産直「ようてい人参」を生協ひろしまでも取り扱いを開始し、産

直品の共同化を行いました。 

 

２．会員生協と連携を強め、経営、事業推進に貢献します。 

【効率、能率、仕事改善】 

（１）物流改革タスクを基本に協議を進め、投資コストの考え方、運用方法についてまとめました。

ユニットロード 1 化は、現状コストでの運用が可能となりましたが、別積み品のコース別仕

分けは、配送コストの増加等により、現状のコストでの運用が困難となりました。 

（２）配送時の手出し商品の管理は、MD に基づく考え方に沿って、削減に向けて、会員生協と継

続して協議を行います。 

 

 

商品開発委員会での開発商品の例

注文書の上部に「Ｏｎ

ｅＴｏＯｎｅレコメンド」の商品

画像を配置

商品開発委員会での開発商品の例

OCR 注文書の上部に
「Ｏｎｅ Ｔｏ Ｏｎｅレコメンド」の

商品画像を配置

また、ダイジェスト版カタログ・フルフォトバージョン OCR 実験については、おかやまコ

ープ・生協ひろしまで実施しました。 

 

【利用促進（実利用高）、商品開発】 

（１）利用実態については、組合員の年代や加入歴、属性別などセグ

メント分析を行い、「バリアブルチラシ」や「One To Oneレ

コメンド」、「フルフォトバージョン OCR実験」など、組合員

満足を高める効果的な取り組みに繋がるよう活用しました。 

（２）WEB加入システムは、コープかがわが参加し全会員生協稼働

となりました。成約率は 84.9％と高く、子育て層や共働き層

からの申込が多く、課題である若年層の仲間づくりに貢献で

きています。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

予防意識の高まりから 2月以降加入数が伸長しました。 

（３）4 月よりポイント制度の本格導入を開始し、ポイント付与の

様々なパターンを実施し、より効果が見込まれるよう改善を

すすめました。また、ポイント制度の認知度アップや消費税

増税対策を実施しました。 

（４）おしゃべり会を中心に「CO・OP ピンクのたまねぎ

ドレッシング」「CO・OP国産赤鶏のやわふわ肉だん

ご」のリニューアルや、(株)イートアンド（大阪王将）

と NB商品「沖縄県恩納村産もずく入りぎょうざ」の

開発を行いました。（2020年 2月～5月に発売）ま

た、家庭用品では、「化粧品」の商品開発を進めてい

ます。 

（５）日本生協連 NB共同仕入れ（店舗・宅配）の企画割り

戻しは、猛暑の影響による飲料分類の低迷や消費税

増税の影響、暖冬傾向もあり、菓子・飲料・日配・家庭用品分類が苦戦し、前年実績を割り込

む結果となりました。また、宅配分野では東海コープ・コープ北陸・東都生協との共同企画

を実施し、取引条件の改善や宅配事業企画などの交流を進めました。 

（６）農産加工センターの品質強化の一環として、継続して 3つのアプローチに則して取り組みを

進めました。（①現状通過アイテムで以前加工していた商品の見直し②広島冷蔵流通センター

と山口デポで取り扱いに違い（加工、検品）がある同一アイテムの抽出③歩留まりの悪い検

品商品の加工対象への変更）また、新規取り扱いアイテムについても、組合員お届け時の品

質を向上させる目的で、農産加工センターでの加工品目を増やしました。 

（７）9 月よりおかやまコープの産直「ようてい人参」を生協ひろしまでも取り扱いを開始し、産

直品の共同化を行いました。 

 

２．会員生協と連携を強め、経営、事業推進に貢献します。 

【効率、能率、仕事改善】 

（１）物流改革タスクを基本に協議を進め、投資コストの考え方、運用方法についてまとめました。

ユニットロード 1化は運用協議の上、2020年度下期を目途に開始することを確認しました。

別積み品については、現状物量では配送コストの増加、施設問題などから導入準備までには

至りませんでしたが、商品MDの見直しに今回の課題をつなぎ、物流部門改革から宅配事業

改革課題として取り組みます。 

（２）配送時の手出し商品の管理は、MD に基づく考え方に沿って、削減に向けて、会員生協と継

続して協議を行います。 

商品開発委員会での開発商品の例

注文書の上部に「Ｏｎ

ｅＴｏＯｎｅレコメンド」の商品

画像を配置

（７）農産品の品質管理（品温、品質）改善とトライアル企画などで利用者拡大に貢献します。

環境に配慮し、農業を通じて持続可能な地域づくりを目指した産直のあり方を研究しま

す。 

（８）媒体政策、媒体配置の見直しについて、3 か年

計画で整理を行います。本年度はセレクティ

ブ選択配布のお知らせ改善による登録率アッ

プ、ダイジェストカタログとフルフォト OCR

注文書の活用を試行します。また、生協ひろ

しまで開始するネット利用組合員への媒体配

布中止の取り組みを参考にして利用組合員の

動向やネット供給の改善につなげていきま

す。 

（９）日本生協連との共同事業を推進します。全国、エリア共同開発やストロングアイテムの

取り組み、組合員の声や願いに対応した開発と、低価格、高品質商品、地場産品の開発

をすすめます。 

（10）会員生協の GPR（GP）の予算達成に向けて商品調達機能を再強化し、会員生協の経営

に貢献します。 

（11）組合員から出される声や意見の背景を考え本質を見極める力を磨き、MD や商品開発に

活かしていきます。 

 

２．連帯強化による共同化、最適化を追求し、会員生協の事業・経営の貢献度を高めます。 

【事業活動支援】 

（１）宅配事業の収益力向上にむけて、これからの宅配事業で目指していくこと、改革してゆ

く課題協議をする場（委員会、PJ）を設置し、総合力を発揮して取り組んでいけるよう、

コープＣＳネット、会員生協間で方向性を一致させて改革を推進します。配送現場のユ

ニットロード1化（ドーリー積み込み、別積み仕分け、パン仕分け）の円滑な実施と別積

み商品（手出し）のルールを見直し、より利用しやすい提供量について会員生協の状況

を共有して協議し、削減数量を明らかにして計画的に実施します。 

（２）本年度上期の生協しまね冷蔵物流統合への移行を円滑に行えるように協議と準備を行い

ます。東部地区物流統合課題は、引き続き環境変化や事業対応について協議を行うとと

もに、統合までのプロセスについて検討を行います。 

（３）宅配支援システム（スマホ）は、業務支援の継続した開発と営業支援につながるツール

として活用します。 

（４）スマホ利用者の構成増加に対応した SNS2を積極的に活用します。 

（５）日本生協連ビジョンに関連した運営交流、他事業連合の事業内容や先進的取り組み事例

を会員生協と共同で調査研究します。 

（６）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）、進捗状況を共有し、コ

ープＣＳネット運営にもつなげて積極的に推進支援します。 

（７）組合員サービスセンターシステム更新を活かした応答率、品質の向上と損益改善に集中

して取り組みます。 

                                            
1 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。 
2 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。 

OCR 注文書 フルフォトバージョン 

（７）農産品の品質管理（品温、品質）改善とトライアル企画などで利用者拡大に貢献します。

環境に配慮し、農業を通じて持続可能な地域づくりを目指した産直のあり方を研究しま

す。 

（８）媒体政策、媒体配置の見直しについて、3 か年

計画で整理を行います。本年度はセレクティ

ブ選択配布のお知らせ改善による登録率アッ

プ、ダイジェストカタログとフルフォト OCR

注文書の活用を試行します。また、生協ひろ

しまで開始するネット利用組合員への媒体配

布中止の取り組みを参考にして利用組合員の

動向やネット供給の改善につなげていきま

す。 

（９）日本生協連との共同事業を推進します。全国、エリア共同開発やストロングアイテムの

取り組み、組合員の声や願いに対応した開発と、低価格、高品質商品、地場産品の開発

をすすめます。 

（10）会員生協の GPR（GP）の予算達成に向けて商品調達機能を再強化し、会員生協の経営

に貢献します。 

（11）組合員から出される声や意見の背景を考え本質を見極める力を磨き、MD や商品開発に

活かしていきます。 

 

２．連帯強化による共同化、最適化を追求し、会員生協の事業・経営の貢献度を高めます。 

【事業活動支援】 

（１）宅配事業の収益力向上にむけて、これからの宅配事業で目指していくことや改革に向け

ての課題協議をする場（委員会、PJ）を設置し、総合力を発揮して取り組んでいけるよ

う、コープＣＳネット、会員生協間で方向性を一致させて改革を推進します。配送現場

のユニットロード1化（ドーリー積み込み、別積み仕分け、パン仕分け）の円滑な実施と

別積み商品（手出し）のルールを見直し、より利用しやすい提供量について会員生協の

状況を共有して協議し、削減数量を明らかにして計画的に実施します。 

（２）本年度上期の生協しまね冷蔵物流統合への移行を円滑に行えるように協議と準備を行い

ます。東部地区物流統合課題は、引き続き環境変化や事業対応について協議を行うとと

もに、統合までのプロセスについて検討を行います。 

（３）宅配支援システム（スマホ）は、業務支援の継続した開発と営業支援につながるツール

として活用します。 

（４）スマホ利用者の構成増加に対応した SNS2を積極的に活用します。 

（５）日本生協連ビジョンに関連した運営交流、他事業連合の事業内容や先進的取り組み事例

を会員生協と共同で調査研究します。 

（６）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）、進捗状況を共有し、コ

ープＣＳネット運営にもつなげて積極的に推進支援します。 

（７）組合員サービスセンターシステム更新を活かした応答率、品質の向上と損益改善に集中

して取り組みます。 

                                            
1 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（積み込や荷下ろし）、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。 
2 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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また、ダイジェスト版カタログ・フルフォトバージョン OCR 実験については、おかやまコ

ープ・生協ひろしまで実施しました。 

 

【利用促進（実利用高）、商品開発】 

（１）利用実態については、組合員の年代や加入歴、属性別などセグ

メント分析を行い、「バリアブルチラシ」や「OneToOneレ

コメンド」、「フルフォトバージョン OCR実験」など、組合員

満足を高める効果的な取り組みに繋がるよう活用しました。 

（２）WEB加入システムは、コープかがわが参加し全会員生協稼働

となりました。成約率は 84.9％と高く、子育て層や共働き層

からの申込が多く、課題である若年層の仲間づくりに貢献で

きています。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

予防意識の高まりから 2月以降加入数が伸長しました。 

（３）4 月よりポイント制度の本格導入を開始し、ポイント付与の

様々なパターンを実施し、より効果が見込まれるよう改善を

すすめました。また、ポイント制度の認知度アップや消費税

増税対策を実施しました。 

（４）おしゃべり会を中心に「CO・OP ピンクのたまねぎ

ドレッシング」「CO・OP国産赤鶏のやわふわ肉だん

ご」のリニューアルや、(株)イートアンド（大阪王将）

と NB商品「沖縄県恩納村産もずく入りぎょうざ」の

開発を行いました。（2020年 2月～5月に発売）ま

た、家庭用品では、「化粧品」の商品開発を進めてい

ます。 

（５）日本生協連 NB共同仕入れ（店舗・宅配）の企画割り

戻しは、猛暑の影響による飲料低迷や消費税増税影

響、暖冬傾向もあり、菓子・飲料・日配・家庭用品分類が苦戦し、前年実績を割り込む結果と

なりました。また、宅配分野では東海コープ・コープ北陸・東都生協との共同企画を実施し、

取引条件の改善や宅配事業企画などの交流を進めました。 

（６）農産加工センターの品質強化の一環として、継続して 3つのアプローチに則して取り組みを

進めました。（①現状通過アイテムで以前加工していた商品の見直し②広島冷蔵流通センター

と山口デポで取り扱いに違い（加工、検品）がある同一アイテムの抽出③歩留まりの悪い検

品商品の加工対象への変更）また、新規取り扱いアイテムについても、組合員お届け時の品

質を向上させる目的で、農産加工センターでの加工品目を増やしました。 

（７）9 月よりおかやまコープの産直「ようてい人参」を生協ひろしまでも取り扱いを開始し、産

直品の共同化を行いました。 

 

２．会員生協と連携を強め、経営、事業推進に貢献します。 

【効率、能率、仕事改善】 

（１）物流改革タスクを基本に協議を進め、投資コストの考え方、運用方法についてまとめました。

ユニットロード 1 化は、現状コストでの運用が可能となりましたが、別積み品のコース別仕

分けは、配送コストの増加等により、現状のコストでの運用が困難となりました。 

（２）配送時の手出し商品の管理は、MD に基づく考え方に沿って、削減に向けて、会員生協と継

続して協議を行います。 
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また、ダイジェスト版カタログ・フルフォトバージョン OCR 実験については、おかやまコ

ープ・生協ひろしまで実施しました。 

 

【利用促進（実利用高）、商品開発】 

（１）利用実態については、組合員の年代や加入歴、属性別などセグ

メント分析を行い、「バリアブルチラシ」や「One To Oneレ

コメンド」、「フルフォトバージョン OCR実験」など、組合員

満足を高める効果的な取り組みに繋がるよう活用しました。 

（２）WEB加入システムは、コープかがわが参加し全会員生協稼働

となりました。成約率は 84.9％と高く、子育て層や共働き層

からの申込が多く、課題である若年層の仲間づくりに貢献で

きています。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

予防意識の高まりから 2月以降加入数が伸長しました。 

（３）4 月よりポイント制度の本格導入を開始し、ポイント付与の

様々なパターンを実施し、より効果が見込まれるよう改善を

すすめました。また、ポイント制度の認知度アップや消費税

増税対策を実施しました。 

（４）おしゃべり会を中心に「CO・OP ピンクのたまねぎ

ドレッシング」「CO・OP国産赤鶏のやわふわ肉だん

ご」のリニューアルや、(株)イートアンド（大阪王将）

と NB商品「沖縄県恩納村産もずく入りぎょうざ」の

開発を行いました（2020年 2月～5月に発売）。ま

た、家庭用品では、「化粧品」の商品開発を進めてい

ます。 

（５）日本生協連 NB共同仕入れ（店舗・宅配）の企画割り

戻しは、猛暑の影響による飲料分類の低迷や消費税

増税の影響、暖冬傾向もあり、菓子・飲料・日配・家庭用品分類が苦戦し、前年実績を割り込

む結果となりました。また、宅配分野では東海コープ・コープ北陸・東都生協との共同企画

を実施し、取引条件の改善や宅配事業企画などの交流を進めました。 

（６）農産加工センターの品質強化の一環として、継続して 3つのアプローチに則して取り組みを

進めました。（①現状通過アイテムで以前加工していた商品の見直し②広島冷蔵流通センター

と山口デポで取り扱いに違い（加工、検品）がある同一アイテムの抽出③歩留まりの悪い検

品商品の加工対象への変更）また、新規取り扱いアイテムについても、組合員お届け時の品

質を向上させる目的で、農産加工センターでの加工品目を増やしました。 

（７）9 月よりおかやまコープの産直「ようてい人参」を生協ひろしまでも取り扱いを開始し、産

直品の共同化を行いました。 

 

２．会員生協と連携を強め、経営、事業推進に貢献します。 

【効率、能率、仕事改善】 

（１）物流改革タスクを基本に協議を進め、投資コストの考え方、運用方法についてまとめました。

ユニットロード 1化は運用協議の上、2020年度下期を目途に開始することを確認しました。

別積み品については、現状物量では配送コストの増加、施設問題などから導入準備までには

至りませんでしたが、商品MDの見直しに今回の課題をつなぎ、物流部門改革から宅配事業

改革課題として取り組みます。 

（２）配送時の手出し商品の管理は、MD に基づく考え方に沿って、削減に向けて、会員生協と継

続して協議を行います。 

商品開発委員会での開発商品の例

注文書の上部に「Ｏｎ

ｅＴｏＯｎｅレコメンド」の商品

画像を配置

（３）東部地区物流統合課題については、鳥取県生協・おかやまコープ両生協の懸案事項の確認や、

センター運用時の将来的な投資コスト試算、コープ CS ネット統合時のコストメリットにつ

いて取りまとめを行いました。 

（４）2020年度以降の年間配送カレンダーについては、中国地区５会員生協で基本的な考え方を

確認しました。今後 MD、供給促進、利用人数確保の取り組み等について、会員生協と丁寧

に協議を続けてまいります。 

 

【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運営統一ではマネジメントと業務管理の 2つのプ

ロジェクトにより各課題をコープＣＳネットと一緒になり、事業改善に向けた取り組みを行

っていますが具体的成果を出すまでには至っておりません。あらためて急速な事業環境の変

化に対応する連帯のあり方を再構築し、成果を出せるよう推進してまいります。 

（２）四国代表者会議は、年 3回実施し、各会員生協の事業状況につ

いての交流や、重要な取り組みについて情報共有に努めまし

た。また、四国事業会議で運営課題に関する情報提供を増やし

たり、仲間づくり研修会や配食事業交流会の場を通じて、四国

地区会員生協との交流を深めました。

（３）生協ブランドの認知向上を目的に、春と秋に中国 5県（放送エ

リアの関係で香川県含む）でテレビ CMを放送しました。春秋

ともに対象商品の利用は伸長し、商品認知の面からは一定の効

果がありました。また、テレビ CMに合わせ 20-49歳の女性

にデジタル広告を配信し、WEB 加入システムへの誘導を行い

ました。SNS2の活用では、Instagramと Facebookで、「大

豆ドライパック」を使ったレシピや「Cコレ」商品について情

報発信を行いました。 

 

【事業活動支援】 

（１）日本生協連と連携し、CO・OP 境港サーモン、CO・OP

大隅産うなぎ、CO・OP 化粧品周年企画などの視察研修

を開催し、交流の様子をチラシに掲載したことで商品普及

に繋がりました。また、8月の仲間づくり研修は、広島県

福山市をフィールドに開催し、全会員生協から新人や女性

職員の多数の参加があり、活動面・交流面とも多くの成果

に繋がりました。 

（２）供給促進課題については、食品・家庭用品ともに年 2回商

品学習交流会を開催し、学習機会の場を提供しました（家

庭用品は新型コロナウイルス感染症の影響で 2 月開催を中止）。また、会員生協への商品サ

ンプル調達や学習会開催の支援を行ないました。 

（３）組合員サービスセンターの応答率は、85％を超えるレベルまで改善できました。今後はシス

テムリプレースのメリットを活かし、チームにより応対人員が不足する時間帯などへ横断的

に対応できる運用改善や AI導入による効率化を図り、損益改善を目指します。 

 

【店舗事業】 

（１）日本生協連 NB 共同仕入事業は、菓子分野の帳合見直しを行い、メリットの獲得を進めまし

た。また、コープ CSネット共同調達事業では、2020年度に向けて洋日配分野の帳合見直 

  

・ 境港サーモン視察

テレビ ポスター

CO・OP 境港サーモン視察

（７）農産品の品質管理（品温、品質）改善とトライアル企画などで利用者拡大に貢献します。

環境に配慮し、農業を通じて持続可能な地域づくりを目指した産直のあり方を研究しま

す。 

（８）媒体政策、媒体配置の見直しについて、3 か年

計画で整理を行います。本年度はセレクティ

ブ選択配布のお知らせ改善による登録率アッ

プ、ダイジェストカタログとフルフォト OCR

注文書の活用を試行します。また、生協ひろ

しまで開始するネット利用組合員への媒体配

布中止の取り組みを参考にして利用組合員の

動向やネット供給の改善につなげていきま

す。 

（９）日本生協連との共同事業を推進します。全国、エリア共同開発やストロングアイテムの

取り組み、組合員の声や願いに対応した開発と、低価格、高品質商品、地場産品の開発

をすすめます。 

（10）会員生協の GPR（GP）の予算達成に向けて商品調達機能を再強化し、会員生協の経営

に貢献します。 

（11）組合員から出される声や意見の背景を考え本質を見極める力を磨き、MD や商品開発に

活かしていきます。 

 

２．連帯強化による共同化、最適化を追求し、会員生協の事業・経営の貢献度を高めます。 

【事業活動支援】 

（１）宅配事業の収益力向上にむけて、これからの宅配事業で目指していくこと、改革してゆ

く課題協議をする場（委員会、PJ）を設置し、総合力を発揮して取り組んでいけるよう、

コープＣＳネット、会員生協間で方向性を一致させて改革を推進します。配送現場のユ

ニットロード1化（ドーリー積み込み、別積み仕分け、パン仕分け）の円滑な実施と別積

み商品（手出し）のルールを見直し、より利用しやすい提供量について会員生協の状況

を共有して協議し、削減数量を明らかにして計画的に実施します。 

（２）本年度上期の生協しまね冷蔵物流統合への移行を円滑に行えるように協議と準備を行い

ます。東部地区物流統合課題は、引き続き環境変化や事業対応について協議を行うとと

もに、統合までのプロセスについて検討を行います。 

（３）宅配支援システム（スマホ）は、業務支援の継続した開発と営業支援につながるツール

として活用します。 

（４）スマホ利用者の構成増加に対応した SNS2を積極的に活用します。 

（５）日本生協連ビジョンに関連した運営交流、他事業連合の事業内容や先進的取り組み事例

を会員生協と共同で調査研究します。 

（６）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）、進捗状況を共有し、コ

ープＣＳネット運営にもつなげて積極的に推進支援します。 

（７）組合員サービスセンターシステム更新を活かした応答率、品質の向上と損益改善に集中

して取り組みます。 

                                            
1 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。 
2 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．連帯強化による共同化、最適化を追求し、会員生協の事業・経営の貢献度を高めます。 

【事業活動支援】 

（１）宅配事業の収益力向上にむけて、これからの宅配事業で目指していくこと、改革してゆ

く課題協議をする場（委員会、PJ）を設置し、総合力を発揮して取り組んでいけるよう、

コープＣＳネット、会員生協間で方向性を一致させて改革を推進します。配送現場のユ

ニットロード1化（ドーリー積み込み、別積み仕分け、パン仕分け）の円滑な実施と別積

み商品（手出し）のルールを見直し、より利用しやすい提供量について会員生協の状況

を共有して協議し、削減数量を明らかにして計画的に実施します。 

（２）本年度上期の生協しまね冷蔵物流統合への移行を円滑に行えるように協議と準備を行い

ます。東部地区物流統合課題は、引き続き環境変化や事業対応について協議を行うとと

もに、統合までのプロセスについて検討を行います。 

（３）宅配支援システム（スマホ）は、業務支援の継続した開発と営業支援につながるツール

として活用します。 

（４）スマホ利用者の構成増加に対応した SNS2を積極的に活用します。 

（５）日本生協連ビジョンに関連した運営交流、他事業連合の事業内容や先進的取り組み事例

を会員生協と共同で調査研究します。 

（６）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）、進捗状況を共有し、コ

ープＣＳネット運営にもつなげて積極的に推進支援します。 

（７）組合員サービスセンターシステム更新を活かした応答率、品質の向上と損益改善に集中
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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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また、ダイジェスト版カタログ・フルフォトバージョン OCR 実験については、おかやまコ

ープ・生協ひろしまで実施しました。 

 

【利用促進（実利用高）、商品開発】 

（１）利用実態については、組合員の年代や加入歴、属性別などセグ

メント分析を行い、「バリアブルチラシ」や「One To Oneレ

コメンド」、「フルフォトバージョン OCR実験」など、組合員

満足を高める効果的な取り組みに繋がるよう活用しました。 

（２）WEB加入システムは、コープかがわが参加し全会員生協稼働

となりました。成約率は 84.9％と高く、子育て層や共働き層

からの申込が多く、課題である若年層の仲間づくりに貢献で

きています。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

予防意識の高まりから 2月以降加入数が伸長しました。 

（３）4 月よりポイント制度の本格導入を開始し、ポイント付与の

様々なパターンを実施し、より効果が見込まれるよう改善を

すすめました。また、ポイント制度の認知度アップや消費税

増税対策を実施しました。 

（４）おしゃべり会を中心に「CO・OP ピンクのたまねぎ

ドレッシング」「CO・OP国産赤鶏のやわふわ肉だん

ご」のリニューアルや、(株)イートアンド（大阪王将）

と NB商品「沖縄県恩納村産もずく入りぎょうざ」の

開発を行いました。（2020年 2月～5月に発売）ま

た、家庭用品では、「化粧品」の商品開発を進めてい

ます。 

（５）日本生協連 NB共同仕入れ（店舗・宅配）の企画割り

戻しは、猛暑の影響による飲料分類の低迷や消費税

増税の影響、暖冬傾向もあり、菓子・飲料・日配・家庭用品分類が苦戦し、前年実績を割り込

む結果となりました。また、宅配分野では東海コープ・コープ北陸・東都生協との共同企画

を実施し、取引条件の改善や宅配事業企画などの交流を進めました。 

（６）農産加工センターの品質強化の一環として、継続して 3つのアプローチに則して取り組みを

進めました。（①現状通過アイテムで以前加工していた商品の見直し②広島冷蔵流通センター

と山口デポで取り扱いに違い（加工、検品）がある同一アイテムの抽出③歩留まりの悪い検

品商品の加工対象への変更）また、新規取り扱いアイテムについても、組合員お届け時の品

質を向上させる目的で、農産加工センターでの加工品目を増やしました。 

（７）9 月よりおかやまコープの産直「ようてい人参」を生協ひろしまでも取り扱いを開始し、産

直品の共同化を行いました。 

 

２．会員生協と連携を強め、経営、事業推進に貢献します。 

【効率、能率、仕事改善】 

（１）物流改革タスクを基本に協議を進め、投資コストの考え方、運用方法についてまとめました。

ユニットロード 1化は運用協議の上、2020年度下期を目途に開始することを確認しました。

別積み品については、現状物量では配送コストの増加、施設問題などから導入準備までには

至りませんでしたが、商品MDの見直しに今回の課題をつなぎ、物流部門改革から宅配事業

改革課題として取り組みます。 

（２）配送時の手出し商品の管理は、MD に基づく考え方に沿って、削減に向けて、会員生協と継

続して協議を行います。 

商品開発委員会での開発商品の例

注文書の上部に「Ｏｎ

ｅＴｏＯｎｅレコメンド」の商品

画像を配置
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しを実施し、定番納価の改善を進めました。店舗商品委員会は、店舗事業に関する情報提供

や交流、用度品の紹介などを行い、店舗各部会では日常的な納価改善によるメリット獲得や

バイヤーの交流を深めました。 

（２）店舗事業委員会は、年 2回開催し、11月開催では、NB共同仕入・共同調達事業の帳合先の

最終確認や上期総括、下期課題の交流、3月開催では、各会員生協の到達点や 2020年度方

針の交流、会員生協リニューアル店舗視察（生協ひろしまコープ五日市北）などを行いまし

た。 

 

【経営、収支管理課題】 

（１）分担金協議について 2020年度の方向性が確認できるよう準備段階であり、各種資料を整理

しています。分担金を含む負担の考え方の再整理に向け、常任理事メンバーとの論議を進め

ています。 

（２）組合員サービスセンターでのシステムリプレース後の運営、経営状態も踏まえて、安定稼働、

BCP、品質向上を目指した 2事業所体制の提案について、外部委託も含めた検討をすすめて

います。 

（３）2019年度収支予算管理は、組織体制の変更に伴い新体制での経費執行状況を管理し、予算

との乖離が大きい科目については理由を把握し、修正執行に努めました。不要不急の投資予

算については、経常剰余金の予算確保に向けて、執行月の延期など見直しを行いました。 

（４）「くらしと生協」の契約変更に伴うお届け形態の変更については、4月より円滑に移行できま

した。さらなる効率的運用については継続課題とし、引き続き日本生協連と協議をすすめま

す。 

（５）2018年度から「基本物流肩代わり手数料」に関する覚書の内容の変更（行政からの指導を

踏まえ、取引先が納品場所を選択できる内容に変更）を行っています。センターフィの見直

し（廃止）については、全体でのリスクを明確にしたうえで、慎重にすすめます。 

 

３．システム共同化の推進と既存システム改善 

（１）新会計システムは、4月より中国地区 5会員生協で本稼働し、消費税増税にあわせ、増税や

軽減税率に対応できるシステムとしました。運用については、説明会を開催し会員生協へ支

援を行いました。 

（２）マップシステム稼働から 5年が経過し、4月にリプレースを実施しました。また、宅配端末

システムの使用実態と会員生協の要望から抽出した改善課題については、3 月に４機能 16

項目をリリースしました。ナビシステムについても継続して検討をしています。 

（３）次期基幹システムの更新については、クラウド化を目指し新たな投資計画づくりを進めてい

ます。そのため、現行システムにおけるクラウド化の評価を行いながら、専門的知識の取得

のためクラウドサービスに関するセミナー等へ参加をしています。

（４）スマ－トフォンの活用は、今後の要件追加・改善に向けシステム開発体制を維持しています。

また、社内開発や DWH の内製化の促進については、内製基準を策定し、今後もより多くの

開発計画に沿って内製化の比率を高めていきます。 

 

４．会員生協と共に社会性を発揮するための取り組み 

（１）災害復興支援・応援積立金は、4月 1回～9月 4回で取り組みを行い、4,016,767円（税

抜）となりました。 

（２）平和の折り鶴昇華再生の取り組みの１つである「折り鶴リサイクル 3 ヶ月メモカレンダー

（2020年版）」は、表紙デザインを一新し、媒体企画での組合員利用は伸長しました。事業

の展開については、虹のひろば等での全国生協への紹介やお取引先への利用案内などで、名

刺や折り鶴再生紙など再生商品の新規利用も広がりを見せています。また、新たな商品開発
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については、検討を進めましたが実現には至りませんでした。 

（３）「もずく基金」は、4月にサンゴ礁再生事業支援協議会

総会、贈呈式を開催、7 月に「うんなまつり」への参

加、8 月に「親子産地視察」を開催しました。また、

12 月には、恩納村コープサンゴの森連絡会総会及び

「里海カンファレンス in恩納村 2019」が開催され、

恩納村、恩納村漁業協同組合、生協など各団体の取り

組みが報告されました。 

（４）製品リサイクルを目指したプラスチック資源物につい

ては、海外輸出に依存せず、国内での養生袋等への商品化が実現し、尾道ドライセットセン

ターでの実用が可能となりました。 

（５）尾道物流センター（尾道ドライセットセンター、尾道冷凍セットセンター、エコセンター）の

CO2排出量は、会員生協の実績となるため会員生協と連携して削減計画を策定しました。主

な対策としては、物流センターの冷凍機更新、低炭素電力への切り替え、車両更新などを検討

しています。コープ CS ネットの CO2 削減の取り組みについては、クールビズやウォーム

ビズの取り組みを推進するとともに、今後 LED照明への切り替えや車両の入替えなどを実施

する予定です。 

 

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）内部監査規程に基づく監査は、関連法令対応や個人情報管理、検査機器・試薬品保管管理の

主管部署等を対象に実施しました。また、3年に一度の ISO9001の更新となる QMS外部

監査は、全部署対象に実施し、システムが有効に機能していることが確認され「認証継続」

となりました。 

（２）優越的地位の濫用・下請法の遵守に向け、組織内で決めたルールに則した対応を引き続き実

施しています。消費税増税に関して公正取引委員会からの消費税の円滑かつ適正な転換の要

請事項にもとづき、賃貸借契約・業務委託契約などの点検を実施しました。 

（３）民法改正については、5月、10月に学習会を開催しました。コープ CSネットでは、2020

年 4月から商品取引基本契約書の改定版を使用しています。既に契約を締結している取引先

については既存契約書の改定部分を覚書にして締結を行います。 

 

【品質保証】 

（１）業態別の HACCP制度化対応として全国生協と連帯して「ガイドライン」の作成と普及に取

り組みました。店舗事業への対応として「生協版店舗の衛生管理ガイドライン」を策定し、

全国説明会に中国・四国地区会員生協と共に参加し理解を深めました。また、実務対応とし

て品質管理交流会（店舗部門）において、導入に向けての進

捗確認、事例共有など行いました。 

（２）日本生協連全国商品クライシス演習に参加し、全国連携につ

いて適切に機能していることが確認され、運用課題につい

て全国の生協で共有しました。また、予兆管理については、

組合員の声をもとに包括的な監視機能が確立されました。 

（３）商品検査についてはリスク評価機能と生産性の向上を目的

に、鳥取県生協とおかやまコープの微生物検査を受託しま

した。新規の検査取り組みとして、アレルゲンと危害性の評価を迅速に行うための遺伝子検

査を導入しました。また、教育プログラムに沿って、各種研修・交流会に関連業務に従事す

る職員を派遣し、知見やスキル向上に努めました。 

里海カンファレンス 恩納村

クライシス演習の様子

里海カンファレンス in 恩納村 2019

クライシス演習の様子

6



【マネジメント、人材育成】 

（１）利益確保に向け、年度末の損益予測を分析しながら事業経費の執行管理を強化しました。収

益に大きな影響を与えるリベートについては、商品事業本部と連携して進捗管理を行いまし

た。 

（２）2019年度教育計画に基づいて外部・内部研修を実施しました。日本生協連との人事交流に

ついては、コープＣＳネットから 2名が出向しています。また、会員生協からの研修出向に

ついても、コープＣＳネットが窓口となり対応を行います。 

（３）組織開発人材育成交流会を日本生協連中四国地連と共同主催で年 3回開催し、各生協の採用

や育成について交流を行いました。また、おかやまコープ・生協ひろしまと出向に関わる課

題について協議を行っていますが、今後は中国地区 5会員生協で協議していく予定です。 

 

【ＢＣＰ対応】 

（１）台風・大雨などの進行型自然災害への対応方法などについて会員生協との連携に向けた BCM

（事業継続マネジメント）推進会議を実施しました。策定検討をしている自然災害等緊急対

応ガイドラインについては、会員生協との合意に向け、内容の精査を進めています。新型コ

ロナウイルス感染症拡大に伴い、コープ CS ネットで実施する感染予防・拡大防止対策を策

定しました。あわせて、新型インフルエンザ等新感染症対応マニュアルについては、現実に

則したマニュアルへ更新を進めています。 

 

６．新規事業、課題  

（１）夕食宅配事業について会員生協訪問や年 4回の配食事業交流会を通じて、会員生協の配食事

業の現状と今後の課題・方向性についての把握に努めました。今後、会員生協と実務分野で

の協議に向け準備を進めます。 

（２）電力事業や電子マネー、配食等について調査研究をすすめました。 

 

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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