第
2 号議案
20年度方針・事業計画（「第15回通常総会議案書」第2号議案より抜粋）

２０２０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

社会、くらしの情勢と事業、経営環境を取り巻く環境
2019 年 12 月に中国で発症が確認された新型コロナウイルス感染症は、2020 年 1 月に
日本国内でも確認され、全国に感染拡大しています。その後、世界各地にも感染が拡大してパ
ンデミックの状態が続いており、未だに収束の見通しが立たない状況となっています。感染拡
大の中、マスク、除菌関連商品や、誤った情報の拡散による大量買い占めや食料品の買い込み、
学校の休校や公共イベントの中止など、普段の暮らしの様相が激変しており、生命にかかわる
非常事態となっていることに加え、家計の厳しさ、将来不安による精神的な厳しさは一層増大
し、これまで経験したことのないくらしと経済活動への影響は長期化することが懸念されます。
①世界経済はアメリカと中国の貿易における緊張感の高まりや英国の EU 離脱問題など、先行き不
透明な状況となっています。TPP11 やアメリカとの二国間協定締結など、関税撤廃や輸入制限
緩和によって日本国内産業への影響も出ており、食料自給率は一向に改善されない状態となって
います。
②世界的な食料獲得競争、異常気象、需要の高まりに加え、国内物流費、人件費の上昇による物価
上昇によって家計は一層厳しさを増しています。
③国際情勢は宗教や民族の違いによる対立・内戦やテロ、香港の国内問題や日本と韓国の対立、北
朝鮮の核武装化など、新たな冷戦とされる米国と中国との問題など、緊張関係が世界中に拡大し
ています。
④国内人口は少子高齢化により、広島・岡山都市圏、香川県で 2040 年には現在の 85％、その他
の県では 70％台にまで減少し、高知県では 70％を割り込むと予測されています。高齢化によ
り 20 歳から 65 歳までの人口構成比は更に減少しており、広島県、岡山県、香川県で 70％台、
その他の県は 60％まで減少し、高知県は 50％台にまで減少すると予測されています。また、
各県内でも都市部と山間部との格差も生じています。
⑤生産労働人口の減少、働き方改革、人件費、物件費の上昇、原料、資材の上昇など、事業を取り
巻く環境が大きく変化しています。日本でも ICT 積極的に活用した CRM、購買分析に基づく需
要予測と商品開発など、競争環境も変化しています。
⑥2019 年度上期中国・四国地区のＳＭ売上は前年比 99.6％（ＳＭ3 団体・既存店）の状況です。
7 月の冷夏や災害の影響もあり、駆け込み需要期の増加がありながらも前年割れという状況で、
山口県の丸久のリテールパートナーズへの参加やイズミのセブンアイ HD との提携など、ローカ
ル SM の大手との提携や吸収合併は今後もつづくものと思われます。
⑦2019 年 10 月からの消費税増税は、軽減税率やポイント還元制度などの下支え効果も薄く、駆
け込み需要による反動減も重なり消費支出は下落しており、景気は後退し、個人消費は低下する
と予測されています。
⑧キャッシュレス決済は２５％程度から４０％まで引き上げる方針が示されており、ポイント還元
制度やマイナンバーカードへのポイント還元など、国の施策によってますます増加すると想定さ
れます。
⑨Amazon や Google など GAFA といわれる IT グローバル企業は資金と開発力を背景に様々な
分野に進出しています。Amazon のホールフーズ買収により、ネットと実店舗との本格的な融
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合が始まり、既存店舗は顧客満足度を高める取り組みや ICT を活用した販促など、対抗するた
めの試行がなされています。
⑩消費のあり方は個人の生活にフィットした商品の購入や価値観に共感して購入するコト消費な
ど使用価値を重視した消費に変化しています。
⑪持続可能な開発目標（SDGｓ）達成に向けた意識の高まりは、企業への投資判断の要件にも挙
げられ企業活動の必要要件にもなっており、様々な分野に広がっています。
⑫全国で台風、豪雨による災害が発生し、生産者や取引先にも大きな被害が発生しています。平成
30 年 7 月の西日本豪雨による復旧も途上であり、継続的な支援が必要です。HACCP 法制化へ
の生協事業の対応、公正取引に関する規制の強化、食品表示法の改定など、法令や規制への適合
が求められています。
⑬東京オリンピック、パラリンピックの 1 年延期が決定し、開催による経済効果がなくなり、一
層国内経済に悪影響を及ぼすことになると思われます。
⑭2020 年から施行される改正民法への取引契約や組合員との関係について適切な対応が求めら
れます。
⑮新型コロナウイルスの感染症拡大は宅配や店舗各々の事業継続に影響が発生しており、感染に対
応したクライシス対応の整理、整備が必要です。

Ⅱ

2020 年度

事業運営の考え方と基本方針

コープＣＳネット第 6 次中期計画（以下、第 6 次中計）初年度にあたる 2020 年度は、商品、
ＭＤ、会員生協運営と連動した宅配事業改革に共同して取り組み、事業の伸長と経営貢献を高め
ることを重点にします。
【2020 年度からの第 6 次中計骨子】
第 5 次中計では、
「より良いくらしの実現と次世代につながる事業」をコンセプトに、
「物流・
システム基盤の活用」、「組合員のふだんのくらしに役立つ商品事業」、「組合員のくらしにあっ
た組織づくり」を重点課題とし、エシカル消費や「もずく基金」の取り組みなど、持続可能な
開発目標（SDGｓ）に沿った持続可能な社会の実現に向けての取り組みも進めてまいりました。
この 3 年間、組合員及び生協を取り巻く環境も大きく変化し、地域社会における生協の役割発
揮への期待も大きくなりました。
これからのくらしや事業経営をめぐる社会・経済の急速な変化にスピード感を持って対応す
るため、会員生協とともにこの 3 年間の動向を予測しながら課題を抽出し、第 6 次中計の策定
を進めます。コープ CS ネットでは、第 6 次中計策定にあたり全職員による全部署論議を進め、
内外の環境分析から「キーワード」を導き、以下の 5 つのテーマを重点方針として掲げました。
第 6 次中計の初年度となる 2020 年度は、重点方針の実現を目指し、基礎となる取り組みを
積極的に進めます。また、2020 年度以降も第 6 次中計と一体感を強めた取り組みとし、単年
度ごとに喫緊の環境変更を鑑み、中長期的な改革も視野に入れ、基本方針を明確にしながら進
めてまいります。

【第６次中期計画

重点方針】

１．くらし・社会の変化に伴う組合員一人ひとりの多様な暮らしへの役立ちを高めます。
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。
３．会員生協と連携し、将来につながる人材基盤づくりを進めます。
４．SDGs の実現に向けた社会貢献活動に会員生協と共に取り組みます。
５．急激な社会変化を敏感に捉え、社会的責任を意識した経営を進めます。
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＜基本方針＞
１．第 6 次中計初年度の諸課題を着実に実行し、会員生協と共同して MD、運営、システムの
改革を進め、総合力で会員生協の経営に貢献します。
２．組合員の利用動向や世代、一人ひとりのくらしに対応した媒体の整理、受注、組合員対応
のシステム開発と支援に取り組みます。
３．組合員の声の活用と、声の背景を掴み、共感いただける紙面づくりと企画開発に活かし、
安全、安心につながるリスクコミュニケーションを、会員生協、取引先とともにつくって
いきます。
４．今後の事業連帯の運営や進め方について協議し、現状の商品企画、システム、物流、宅配
現場を含めた全体最適化の視点で問題点や課題を明らかにし、宅配事業改革の方向性を会
員生協と確認して改革に取り組みます。
５．人材基盤づくりに向け、コープＣＳネットと会員生協で連携した運用を実現します。
６．SDGs 達成のために、事業対応の取り組みを強めます。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。
７．自然災害、商品事故に備えた BCP は絶えず見直し、検証を行うとともに、万一災害が発生
した際に備えて備蓄など計画します。
８．新型コロナウイルス感染症問題に対し、暮らしの変化に機敏に対応した事業の推進と情勢
変化に即応した物流、システムなどの機能を活用、運用していきます。

Ⅲ

2020 年度

重点課題

1．くらし・社会の変化に伴う組合員一人ひとりの多様な暮らしへの役立ちを高めます。
【商品事業】
（１）新型コロナウイルス感染症問題によるニーズの変化や輸入原料を含めた状況を先読みし、
需要増対策を強化します。
（２）媒体コンセプトの継続した見直し（味彩、しあわせごはん、家庭用品）、利用分析、市場
変化に機敏に対応し、各世代、ライフスタイルに則した商品企画、開発をすすめ、今期
は特に商品の価値（品質、美味しさ、使いやすさ、SDGｓ）が伝わる紙面、プロモーシ
ョンを強化します。
（３）コープ商品 60 周年を機に、コープ商品の一層の普及拡大に向
けてコープ・コレクションと連動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、連携しながら進めます。
（４）ポイント制度は家庭用品での展開の検討と効果的なプロモーシ
ョンを実施し、2020 年 6 月に予定されている消費税増税対
策のポイント事業還元事業終了時の対策、オリンピック延期と
景気対策への対応など、例年とは異なる年度として特別対策を計画します。
（５）エシカル消費、ヘルシーコープ、きらきらステップについて、必要な組合員に伝わるよ
うな仕組みと商品、利用価値が伝わり利用拡大につながるように取り組みます。
（６）生鮮 3 品（農産、水産、畜産）の強化を図ります。産直、品質、便利、価格などの価値
訴求と買いやすい規格（適量化）を検証して標準化し、県別部門の農産、畜産は季節や
催事に合わせたプロモーションに一貫性を持たせて利用普及を図ります。
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（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

OCR注文書
注文書 フルフォトバージョン
OCR
フルフォトバージョン

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（仲間づくり、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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【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ＣＳネットとの連携を活かした
実証試験や、システム開発にチャレンジし、成果を全体で共有しながら事業伸長してい
けるように取り組みます。
（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）TVCM、SNS は、生協のブランド認知向上、利用や加入促進とともに、コープ商品 60
周年企画とも連動した内容で検討します。
（４）新型コロナウイルス感染症問題が長期化した場合、会員生協との直接的なコミュニケー
ション、各種委員会運営に支障が出ないよう工夫し、代替え策を検討します。

【店舗事業】
（１）共同仕入れ・共同調達の推進、また店舗事業の効率化や業界情報を会員生協へ提供し、
事業への貢献を高めます。
（２）各会員生協の店舗事業の事業状況や取り組み好事例など委員会等で共有し、会員相互の
コミュニケーションを深めます。

【システム運用】
（１）次期基幹システム開発に向け、全体のフレームを策定して投資、開発計画をスタートさ
せます。
（２）宅配事業改革のために、間接管理部門の管理、分析の共有化、開発支援を行います。
（３）キャッシュレス社会への変化に宅配事業として対応が必要なことの開発を検討します。

【会員生協と取り組む新規事業等】
（１）くらしに関わるサービス関連の調査研究と実施検討を継続して行います。
（夕食宅配弁当、
電力事業など）

３．会員生協と連携し、将来につながる人材基盤づくりを進めます。
【マネジメント、人材育成】
（１）コープＣＳネット、会員生協間の人材育成、出向計画に基づいて計画的に出向、育成、
配置を行います。
（２）業務の可視化による部署相互連携による課題推進と計画達成のため、組合員、会員生協
起点の PDCA を廻せるマネジメントを強化します。
（３）日本生協連との人事交流の分野を拡大し、共同事業を推進します。
（４）会員生協、コープＣＳネット人材育成、能力開発の推進は、管理委員会を中心に計画運
用について都度協議します。

４．ＳＤＧｓの実現に向けた社会貢献活動に会員生協と共に取り組みます。
（１）災害支援積立金は 4 月から 9 月末まで実施します。次年度については、コープ CS ネッ
トの支援のあり方について検討します。
（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」は「サンゴ礁再生事業支援協議会」が調印
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され、１０年の節目となり、秋には 10 周年の催事を検討しています。また、恩納村「サ
ンゴの村宣言」関連の商品開発や SDGs 達成に向け全国の生協と連携して取り組みます。
（４）プラスチック資源、紙などの輸出動向や社会的問題の影響を注視し、リユース資源活用
や他分野での活用などの調査研究を行います。
（５）2030 年を視野に入れた温室効果ガス削減の取り組み推進に向け検討を行います。
（６）商品の利用を通して実現できる社会や問題の解決につながることに共感をもっていただ
けるようなプロモーションや利用を通して実現できたことを伝え、共感の連鎖が生まれ
るよう、会員生協とも連携してすすめます。

５．急激な社会変化を敏感に捉え、社会的責任を意識した経営を進めます。
【経営、収支管理】
（１）分担金を含む負担の考え方を再整理し、計画的に見直しを図ります。
（２）各事業部門の損益に基づく評価と赤字事業を見直し、適切な経費執行管理により経費を
削減し、計画利益を確保します。
（３）契約進捗管理の可視化と公正取引にかかる課題（センターフィ等）の見直しを行います。

【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）公正取引に則した事業運営と取引先との信頼関係に基づく公正取引を推進します。
（３）民法改正に適合した運用、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 対応マニュアルに基づく運用と会員生協運用支援を行います。
（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、全国生協との
連携を推進します。
（３）組合員の安全と安心に基づいた商品検査と適切な検査（どこまで行うか）、専門的な知見
を習得の継続と人材育成のための出向を計画的に実施します。
（４）検査資材のコスト低減に向け全国の生協との共同化を進めます。

【BCP 対応】
（１）毎年発生するリスクの高い災害に備え、継続してマニュアルを見直します。災害に備え
た備蓄を拡充します。
（２）組合員サービスセンターのＢＣＰ対応について継続検討します。
（３）新型コロナウイルス感染症等の感染情報を取得し、事業継続への影響が懸念される場合
は迅速に対応を行います。特に、事業のインフラ部門（物流、受注、OCR リード）の管
理強化と万一管内や組織内で発生した場合のリスク対応について準備をすすめます。
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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