
【第６次中期計画 重点方針】 

１．くらし・社会の変化にともなう組合員一人ひとりの多様なく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すすめます。 

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すすめます。 

【事業の考え方】 

１．新型コロナ感染症問題によって不安拡大、感染予防のために普段の暮らしぶりは激変しました。

利用人数、供給高が急伸したことで、商品調達、物流に大きな影響が生じ、組織運営でも会議、

商談のリモート化や、日常業務では感染予防の徹底を優先し、従来の事業運営の延長で物事を進

めていくことは困難な状況となりました。 

 ２．国内での感染発生から 1 年経過し、持続可能な社会づくり、健康志向の高まりなど消費意識も変

化し、「新しい生活様式」に則した新たなビジネスや既存の事業の見直しが急ピッチで取り組まれ

ています。特に、デジタル分野への投資開発が各方面で計画、実施されており、この分野で遅れ

ていると言われる宅配事業分野でのデジタル活用を積極的に推進しなければなりません。 

 ３．2021 年度以降は 2020 年度までの暮らしぶり、事業環境の延長から計画想定することは難し

く、環境変化に機敏に対応していかなければならないと考えます。感染終息、新しい生活様式へ

の移行期にあたる 2021 年度は、これまでの蓄積を活かして刻々と変わる暮らし、環境に対応し、

連帯の力を活かした事業を見直し、これからの環境変化に対応していくために改善、改革を行う

年度としたいと考えます。 

【基本方針】 

１．新型コロナ感染症による暮らしの変化に対応できる商品事業、宅配事業改革（宅配リノベーショ

ン）の構築を、会員生協、全国の生協と連携して推進し、会員生協の経営に貢献します。 

２．組合員世代構成の変化に対応した媒体、規格、プロモーションを行って利用の満足度を高めます。 

３．厳しい環境下で暮らしへの貢献を果たし続けるために、収益性の向上、競争力を高めるために加

速するデジタル分野の機能強化、全体最適の運営改善を会員生協と協議しながら着実に実施しま

す。 

４．第 6 次中計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。 

５．組合員の声の背景を掴み、期待に応えることのできる商品企画、サービスの改善と安心して利用

していただけるための品質保証を会員生協、取引先とともにつくっていきます。 

６．事業連帯の運営や進め方について問題点や課題を明らかにし、連帯メリットを生かした事業運営

を行います。 

７．With コロナに則した機関、基幹運営の見直し、会議や確認方法の工夫と改善を行います。 

８．人材基盤づくりに向け、会員生協と継続して取り組みます。 

９．SDGs 達成のために、事業対応の取り組みを強めます。会員生協独自で取り組んでいる社会性発

揮の取り組みも積極的に支援します。 

10．自然災害、商品事故、感染症問題に備え、コロナ禍での災害対応の BCP 計画を継続的に見直し

ます。 

 

 

 

 

Ⅰ 2021 年度の事業環境 

   

１．全世界に拡大した新型コロナウイルス感染症によってサプライチェーン、経済の混乱が長期化し

ており、インバウンド需要の減少、企業収益の悪化によって先行きを見通せない情勢です。 

２．2021 年度は感染症と共存を余儀なくされる状態が続くものと予測されており、新しい生活様式

に対応していくためにこれまでの慣行の見直しや改革が急ピッチで行われています。 

３．国際情勢はアメリカ大統領選挙によって政権が変わり、中国と香港の民主化問題や領土問題、中

東地域の紛争や北朝鮮の核問題など、緊張関係が一層高まっています。 

４．唯一の被爆国である日本が条約批准を行っていない核兵器使用禁止条約が 2021 年 1 月に発効

されることになりました。ヒバクシャ国際署名の取り組みなど粘り強く継続した平和への取り組

みが国際的にも拡大しています。 

５．企業業績が益々厳しくなり、給与所得は大幅に減少し失業率は 3％を超えています。来年にはコ

ロナ関連も含めて 9 万人の失業者が発生する予測もあり、例年以上に厳しく、不安の多い暮らし

ぶりが続いています。 

６．2020 年度上期の中国、四国地区の SM 売り上げは前年比 102%。外食や外出が控えられ、衛

生用品や食料品の購入量が増加しました。GMS や百貨店は大幅な減収で、近距離で短時間で買

い物を終える行動が大きく影響しています。消費は持ち直しの傾向とされていますが、企業業績

は総合的には悪化しており、大型倒産やデフレとなる恐れがあります。 

７．非接触宅配への需要増に対応し、リアル店舗のイオンと英国ネットスーパー：オカド、LIFE と

Amazon との提携など、リアルと EC を活用した受注、宅配の強化、新規参入が今後活発にな

ってくると予測されます。 

８．SDGｓ達成に向けた社会的活動も定着してきました。将来不安の中で消費にも変化が表れてお

り、サステナビリティを意識した生活様式も定着してきています。 

９．2021 年 3 月 31 日に消費税転嫁対策特別措置法が失効し、4 月 1 日から総額表示（税込み価

格表示）が義務付けられます。 

10．東京オリンピックは感染対策への不安を抱えた中で開催される方向となっています。当初想定

していたオリンピック需要は期待できないこと、期間中の暮らしぶりは例年と異なることを想定

した準備が必要です。 

 

Ⅱ 2021 年度 事業の考え方と基本方針 

2020 年度は、『第 6 次中期計画（2020～2022）』の初年度となり、「未来につながる事業と活動

への挑戦」をコンセプトに、新たな価値創造「魅力ある 商品づくり・人づくり・組織づくり」の実現

を目指し、5 つの方針に沿って会員生協とともに取り組みを進めてまいりました。 

2 年目となる 2021 年度は、2020 年度の到達点を踏まえた課題や今般のコロナ禍を受けて新たに

発生した課題を積極的にとらえ、これまで以上に組合員の暮らしに寄り添い、これからの環境変化に対

応していくための改善、改革を進めてまいります。 
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【第６次中期計画 重点方針】 

１．くらし・社会の変化にともなう組合員一人ひとりの多様なく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すすめます。 

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すすめます。 

【事業の考え方】 

１．新型コロナ感染症問題によって不安拡大、感染予防のために普段の暮らしぶりは激変しました。

利用人数、供給高が急伸したことで、商品調達、物流に大きな影響が生じ、組織運営でも会議、

商談のリモート化や、日常業務では感染予防の徹底を優先し、従来の事業運営の延長で物事を進

めていくことは困難な状況となりました。 

 ２．国内での感染発生から 1 年経過し、持続可能な社会づくり、健康志向の高まりなど消費意識も変

化し、「新しい生活様式」に則した新たなビジネスや既存の事業の見直しが急ピッチで取り組まれ

ています。特に、デジタル分野への投資開発が各方面で計画、実施されており、この分野で遅れ

ていると言われる宅配事業分野でのデジタル活用を積極的に推進しなければなりません。 

 ３．2021 年度以降は 2020 年度までの暮らしぶり、事業環境の延長から計画想定することは難し

く、環境変化に機敏に対応していかなければならないと考えます。感染終息、新しい生活様式へ

の移行期にあたる 2021 年度は、これまでの蓄積を活かして刻々と変わる暮らし、環境に対応し、

連帯の力を活かした事業を見直し、これからの環境変化に対応していくために改善、改革を行う

年度としたいと考えます。 

【基本方針】 

１．新型コロナ感染症による暮らしの変化に対応できる商品事業、宅配事業改革（宅配リノベーショ

ン）の構築を、会員生協、全国の生協と連携して推進し、会員生協の経営に貢献します。 

２．組合員世代構成の変化に対応した媒体、規格、プロモーションを行って利用の満足度を高めます。 

３．厳しい環境下で暮らしへの貢献を果たし続けるために、収益性の向上、競争力を高めるために加

速するデジタル分野の機能強化、全体最適の運営改善を会員生協と協議しながら着実に実施しま

す。 

４．第 6 次中計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。 

５．組合員の声の背景を掴み、期待に応えることのできる商品企画、サービスの改善と安心して利用

していただけるための品質保証を会員生協、取引先とともにつくっていきます。 

６．事業連帯の運営や進め方について問題点や課題を明らかにし、連帯メリットを生かした事業運営

を行います。 

７．With コロナに則した機関、基幹運営の見直し、会議や確認方法の工夫と改善を行います。 

８．人材基盤づくりに向け、会員生協と継続して取り組みます。 

９．SDGs 達成のために、事業対応の取り組みを強めます。会員生協独自で取り組んでいる社会性発

揮の取り組みも積極的に支援します。 

10．自然災害、商品事故、感染症問題に備え、コロナ禍での災害対応の BCP 計画を継続的に見直し

ます。 
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ており、インバウンド需要の減少、企業収益の悪化によって先行きを見通せない情勢です。 
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東地域の紛争や北朝鮮の核問題など、緊張関係が一層高まっています。 

４．唯一の被爆国である日本が条約批准を行っていない核兵器使用禁止条約が 2021 年 1 月に発効

されることになりました。ヒバクシャ国際署名の取り組みなど粘り強く継続した平和への取り組

みが国際的にも拡大しています。 

５．企業業績が益々厳しくなり、給与所得は大幅に減少し失業率は 3％を超えています。来年にはコ

ロナ関連も含めて 9 万人の失業者が発生する予測もあり、例年以上に厳しく、不安の多い暮らし
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い物を終える行動が大きく影響しています。消費は持ち直しの傾向とされていますが、企業業績

は総合的には悪化しており、大型倒産やデフレとなる恐れがあります。 

７．非接触宅配への需要増に対応し、リアル店舗のイオンと英国ネットスーパー：オカド、LIFE と

Amazon との提携など、リアルと EC を活用した受注、宅配の強化、新規参入が今後活発にな
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格表示）が義務付けられます。 

10．東京オリンピックは感染対策への不安を抱えた中で開催される方向となっています。当初想定

していたオリンピック需要は期待できないこと、期間中の暮らしぶりは例年と異なることを想定
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2 年目となる 2021 年度は、2020 年度の到達点を踏まえた課題や今般のコロナ禍を受けて新たに

発生した課題を積極的にとらえ、これまで以上に組合員の暮らしに寄り添い、これからの環境変化に対
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⇒シーズンや暮らし変化に合わせた部門企画 SKU の変更、媒体、ダイジェスト版や特化型媒体

など       

  ⑧国産志向の高まり、内食需要に対応した商品調達（名産品や贅沢商品、簡便商品）、自粛で影響の

ある産地、取引先応援企画など、新規開拓、調達に取り組みます。 

  ⑨農産品の価格高騰と物量確保問題への対策を講じます。 

  ⑩受注急増によって商品在庫が不足したこと、物流キャパシティ問題については 2020 年度実施し

た対策を着実に実行していきます。 

  ⑪各部門の計画帳合率は、GPR は維持したうえで確実に確保するための管理を強化します。 

 

（2）総額表示義務化対応と価格プロモーション（基本方針 2） 

  ①総額表示義務化への対応によって値上げと受け取られないような表示に変更します。 

  ②低価格（単価、ユニット）商品の配置、価値ある価格と認知されるようなプロモーションを強化

し、利用点数の維持、組合員満足度を高めます。 

 

（3）日本生協連、全国生協との共同事業（基本方針 1、2、5、6） 

  ①ストロングアイテム、重点管理商品の取り組みや、ラブコープ 2021 組合員の声からの商品開

発商品の取り組み連携、コープならではの商品づくり、企画、開発を行います。 

  ②コープしこくの 4 県事業開始後は、共同事業の推進、事業交流を行いながらメリットをつくり出

せるように協議、交流の場を設定します。 

 

２．宅配リノベーション 

（1）組合員向けアプリ開発（基本方針 3） 

  ①デジタル分野を強化して組合員と生協との接点を増やし、サービス

レベルを向上させて利用者拡大と利用増、利用継続を目指します。 

  ②配送業務用スマホと連携し、配送状況の把握、情報提供の実現を目

指します。 

  ③災害やトラブル発生時の事前お知らせによって対応改善を行います。 

  ④開発は会員生協との合同 PJ によって推進し、店舗関係は別途協議・調整の場を設定して統合ア

プリの開発を行います。 

 

（2）CRM の推進（基本方針２、3） 

  ①非接触による営業対応変化に対し、利用データ分析、

暮らしぶりに合わせた個別プロモーション（EC、バ

リアブル）を強化します。 

  ②新規加入者利用継続、若年層利用のアップなど、デ

ータ活用による施策を実施します。 

  ③フルフォト OCR のバリアブル化など、より利用しやすい受注方法の改善を継続します。 

 

（3）運営、物流課題（基本方針 3、4、6） 

  ①新しい生活様式に対応したマテハン開発、組合員の利用、競争力を高めるためのシステム開発を、

全体最適化を図りながら推進します（別積み、ユニットロード、スマホ活用含め）。 

  ②全国の取り組みや会員生協事例を共有し、共同して改革を推進します。 

  ③コープやまぐちデポの円滑な統合（7 月）と農産加工センター部門の損益改善を行います。 

  ④マテハン管理についての情報共有、管理方法、コスト問題について見直します。 

フルフォト OCR はより利用しやすく改善 

デジタル分野を強化していきま

Ⅲ 2021 年度 重点課題 

１．商品事業（基本方針 1、2、5） 

（1）MD、プロモーション（基本方針 2） 

    感染状況によって日々変化する情勢、状況の中で暮らしに必要な商品を確実に品揃えし、組合員

構成の変化に対するニーズ対応と価格対応できるための商品調達を強化し、コープ商品を中心に取

り組みます。 

  ①30～40 歳代の利用増、コロナ禍での購買変化（簡便、エシ

カル、ヘルシー）から、コロナ禍の暮らしを想定した（家族

消費人数、余暇、行事）品揃えを強化します。子育て期に必

要な商品配置や、各世代に向けた商品情報の掲載、媒体表現

の変更など、企画を拡充します。特に上期においては部門間

調整を実施して暮らしの変化に対応します。 

  ②C コレ、特売、ポイントを有効に活用し、コープ商品を中心に「コープならでは」のプロモーシ

ョンを強化します。特に、エシカル、ヘルシー、子育て関連商品の拡大と普及を図ります。 

 ③商品規格、容量最適化課題は新型コロナ感染症問題の影響を考慮した規格、容量へ変更実施しま

す。 

  ④媒体コンセプトの継続見直しは、暮らしの変化からのニーズに則して柔軟に変更します。今期は、

エシカル（サステナビリティ）、ヘルシーについて各世代にフィットする情報を伝え利用拡大を目

指します。 

  ⑤生鮮 3 品の強化は、品質と価格、簡便を重点にし、農産、畜産部門の NB 系商品は連帯メリット

を生かせる企画統一に取り組み、産直商品については複数生協での相互供給など維持発展できる

方法を検討します。 

  ⑥会員生協 GP（GPR）予算達成のために商談、共同調達、リベート管理を強め会員生協の経営に

貢献します。 

⑦商品 MD 改善 PJ のアンケート結果を活用し、仮説から実践を検証しながら確立させていきます。

現状認識からの重点課題と狙い 

★現状認識、環境変化        ★中期計画課題推進＋新型コロナ感染症への対応 

 

 

 

 

 

 
                   ※規模拡大で遅れる事がないための準備と会員生協連携強化 

 

1 利用金額（点数）を高める ＝ 供給高 
2 効率化と連帯メリット追及による収益力向上 

2021 年度は、デジタル活用（アプリ）、物流全体最適化を 
宅配リノベーションの重点課題として取り組みます。 

くらしの変化に対応した品揃えを強化

1 当面の新型コロナへの対応 

2 組合員の高齢化と人口減少 

3 ニーズの多様化と変化（コロナ後） 

4 デジタル活用の加速 

5 働き方、人出不足と職員高齢化 

6 競争環境変化（宅配、店舗） 

1 新しい生活、組合員構成変化に対応した MD 

2 全国、連帯強化の総合力発揮（DX、宅配リノベ） 

3 EC 事業強化 

4 物流、情報システム対応･･･最適化と将来計画 

5 事業を持続可能な社会づくり（SDGｓ）につなげる 

くらしの変化に対応した品揃えを強化
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⇒シーズンや暮らし変化に合わせた部門企画 SKU の変更、媒体、ダイジェスト版や特化型媒体

など       

  ⑧国産志向の高まり、内食需要に対応した商品調達（名産品や贅沢商品、簡便商品）、自粛で影響の

ある産地、取引先応援企画など、新規開拓、調達に取り組みます。 

  ⑨農産品の価格高騰と物量確保問題への対策を講じます。 

  ⑩受注急増によって商品在庫が不足したこと、物流キャパシティ問題については 2020 年度実施し

た対策を着実に実行していきます。 

  ⑪各部門の計画帳合率は、GPR は維持したうえで確実に確保するための管理を強化します。 

 

（2）総額表示義務化対応と価格プロモーション（基本方針 2） 

  ①総額表示義務化への対応によって値上げと受け取られないような表示に変更します。 

  ②低価格（単価、ユニット）商品の配置、価値ある価格と認知されるようなプロモーションを強化

し、利用点数の維持、組合員満足度を高めます。 

 

（3）日本生協連、全国生協との共同事業（基本方針 1、2、5、6） 

  ①ストロングアイテム、重点管理商品の取り組みや、ラブコープ 2021 組合員の声からの商品開

発商品の取り組み連携、コープならではの商品づくり、企画、開発を行います。 

  ②コープしこくの 4 県事業開始後は、共同事業の推進、事業交流を行いながらメリットをつくり出

せるように協議、交流の場を設定します。 

 

２．宅配リノベーション 

（1）組合員向けアプリ開発（基本方針 3） 

  ①デジタル分野を強化して組合員と生協との接点を増やし、サービス

レベルを向上させて利用者拡大と利用増、利用継続を目指します。 

  ②配送業務用スマホと連携し、配送状況の把握、情報提供の実現を目

指します。 

  ③災害やトラブル発生時の事前お知らせによって対応改善を行います。 

  ④開発は会員生協との合同 PJ によって推進し、店舗関係は別途協議・調整の場を設定して統合ア

プリの開発を行います。 

 

（2）CRM の推進（基本方針２、3） 

  ①非接触による営業対応変化に対し、利用データ分析、

暮らしぶりに合わせた個別プロモーション（EC、バ

リアブル）を強化します。 

  ②新規加入者利用継続、若年層利用のアップなど、デ

ータ活用による施策を実施します。 

  ③フルフォト OCR のバリアブル化など、より利用しやすい受注方法の改善を継続します。 

 

（3）運営、物流課題（基本方針 3、4、6） 

  ①新しい生活様式に対応したマテハン開発、組合員の利用、競争力を高めるためのシステム開発を、

全体最適化を図りながら推進します（別積み、ユニットロード、スマホ活用含め）。 

  ②全国の取り組みや会員生協事例を共有し、共同して改革を推進します。 

  ③コープやまぐちデポの円滑な統合（7 月）と農産加工センター部門の損益改善を行います。 

  ④マテハン管理についての情報共有、管理方法、コスト問題について見直します。 

フルフォト OCR はより利用しやすく改善 

デジタル分野を強化していきま

Ⅲ 2021 年度 重点課題 

１．商品事業（基本方針 1、2、5） 

（1）MD、プロモーション（基本方針 2） 

    感染状況によって日々変化する情勢、状況の中で暮らしに必要な商品を確実に品揃えし、組合員

構成の変化に対するニーズ対応と価格対応できるための商品調達を強化し、コープ商品を中心に取

り組みます。 

  ①30～40 歳代の利用増、コロナ禍での購買変化（簡便、エシ

カル、ヘルシー）から、コロナ禍の暮らしを想定した（家族

消費人数、余暇、行事）品揃えを強化します。子育て期に必

要な商品配置や、各世代に向けた商品情報の掲載、媒体表現

の変更など、企画を拡充します。特に上期においては部門間

調整を実施して暮らしの変化に対応します。 

  ②C コレ、特売、ポイントを有効に活用し、コープ商品を中心に「コープならでは」のプロモーシ

ョンを強化します。特に、エシカル、ヘルシー、子育て関連商品の拡大と普及を図ります。 

 ③商品規格、容量最適化課題は新型コロナ感染症問題の影響を考慮した規格、容量へ変更実施しま

す。 

  ④媒体コンセプトの継続見直しは、暮らしの変化からのニーズに則して柔軟に変更します。今期は、

エシカル（サステナビリティ）、ヘルシーについて各世代にフィットする情報を伝え利用拡大を目

指します。 

  ⑤生鮮 3 品の強化は、品質と価格、簡便を重点にし、農産、畜産部門の NB 系商品は連帯メリット

を生かせる企画統一に取り組み、産直商品については複数生協での相互供給など維持発展できる

方法を検討します。 

  ⑥会員生協 GP（GPR）予算達成のために商談、共同調達、リベート管理を強め会員生協の経営に

貢献します。 

⑦商品 MD 改善 PJ のアンケート結果を活用し、仮説から実践を検証しながら確立させていきます。

現状認識からの重点課題と狙い 

★現状認識、環境変化        ★中期計画課題推進＋新型コロナ感染症への対応 

 

 

 

 

 

 
                   ※規模拡大で遅れる事がないための準備と会員生協連携強化 

 

1 利用金額（点数）を高める ＝ 供給高 
2 効率化と連帯メリット追及による収益力向上 

2021 年度は、デジタル活用（アプリ）、物流全体最適化を 
宅配リノベーションの重点課題として取り組みます。 

くらしの変化に対応した品揃えを強化

1 当面の新型コロナへの対応 

2 組合員の高齢化と人口減少 

3 ニーズの多様化と変化（コロナ後） 

4 デジタル活用の加速 

5 働き方、人出不足と職員高齢化 

6 競争環境変化（宅配、店舗） 

1 新しい生活、組合員構成変化に対応した MD 

2 全国、連帯強化の総合力発揮（DX、宅配リノベ） 

3 EC 事業強化 

4 物流、情報システム対応･･･最適化と将来計画 

5 事業を持続可能な社会づくり（SDGｓ）につなげる 

デジタル分野を強化していきます

フルフォトOCRはより利用しやすく改善
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８．社会的責任経営（基本方針 4） 

（1）2021 年度から実施する収益認識に関する会計基準への移行と 2023 年度から開始されるインボ

イス制度対応を進めます。 

（2）民法改正、消費税総額表示義務化、公正取引等法令を遵守し、改正や運用変更に遅滞なく対応し

ます。 

（3）物流肩代わり料は、2021 年度は冷凍、2022 年度からはドライ、冷蔵部門での物流肩代わり料

を廃止します。廃止に伴い経営に影響が出ないように進捗管理を行います。 

（4）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。 

（5）事業別損益管理による部門ごとの損益管理を強化します。 

（6）暫定対応として、全体損益から超過するコストについての負担のあり方を提案します。 

（7）総合的な分担金のあり方についての見直しは、現状の受託部門の関係や連帯状況から具体的な提

案を行います。 

（8）大規模災害発生時の費用負担（商品含め）について現行基準の

見直しを行います。 

（9）コールセンターでの感染クラスター発生による事業停止事例も

発生しており、予防措置について年度内に起案します。 

 

９．BCP 対応（基本方針 10） 

（1）感染症に対する BCP 計画と、複合災害発生時の模擬訓練や計画の見直しを行います。 

（2）新型コロナウイルス関連情報を取得し、情報共有を図るとともに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。 

 

１０．機関運営（基本方針 7） 

（1）コロナ禍の情勢を踏まえながら、総会や理事会など機関会議運

営の工夫と改善を進め、ガバナンス機能の維持・整備に努めま

す。（オンライン会議、会議運営方法（資料、時間）） 

（2）商品活動委員会や部会、学習会は他事業連合や会員生協の工

夫事例を共有し、生協組合員同士、産地、生産者、メーカー

とオンラインを活用した「顔の見える」関係づくりに取り組

みます。 

（3）オンライン開催のメリット（参加者の多様化、移動時間短縮など）をまとめ、コロナ収束後も活

用ツールとして継続していくためのシステム運用、ノウハウを習得して運用します。 

 

１１．コープ CS ネット運営（基本方針６，８） 

（1）会員生協、組合員の声を受け止め、共に考え行動するために、会議運営の工夫や日常的に情報共

有することを意識し、問題点を明らかにして役割に応じて責任を果たします。 

（2）事業継続のための人材育成、人材開発のための外部研修、OJT による育成と登用に取り組みます。 

（3）部署横断で対応する課題が増加しており、縦割り意識の解消に努め、課題の進め方の整理と PJ

などの運営改善を行います。 

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。 

コールセンターでの予防措置を起案していきます

オンラインでの交流会の様子（21 年 2 月） 

 

（4）組合員サービスセンター（基本方針 4、6、10） 

  ①組合員サービスセンター応答率の向上（指標 90%）に向けて会員生協の協力もいただき、調整

できるところを明らかにして複数県対応やオペレーター育成に取り組みます。 

 

３．店舗事業（基本方針 6） 

（1）共同仕入れ・共同調達の推進、店舗運営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。 

（3）組合員向けアプリ開発について、参加生協と共同して開発に取り組みます。 

 

４．情報システム（基本方針 3） 

（1）基幹システムのクラウド化を活かした情報分野での会員生協貢献（分析ツール、スマホやアプリ

連携）、環境変化に対応した開発を低コストと短時間で行えるように運営の見直しを継続して行いま

す。 

 

５．品質保証（基本方針 5） 

（1）新型コロナ感染症に対応した工場点検や検査を通して品質保証できる運営を行います。 

（2）HACCP 完全義務化に向け、関係企業との連携、生協内で必要な支援を行います。 

 

６．会員生協と連携、連帯強化、将来につながる人材基盤づくりを進めます（基本方針４、8） 

（1）コープかがわのコープしこくへの加入に伴い、21 年度からコープしこく PB 商品の日本生協連と

の共同開発の検討、中国、四国全体でのエリア共同開発や相互利用、事業交流を行いながらメリ

ットを追求します。 

（2）急激な環境変化に対応した宅配事業改革を運営面も含めて連帯強化の取り組みを丁寧に協議し、

確認を取りながら推進します。 

（3）コープ CS ネットへの教育出向制度を提案し、会員生協人財育成、コープ CS ネット運営改善に

つなげていきます。 

（4）人材育成、能力開発を会員生協と連携しながら計画的に進めます。 

（5）日本生協連との人事交流を積極的に実施し、共同事業を推進します。 

 

７．SDGｓ達成に向けた課題（基本方針 4、9） 

（1）商品の利用増、社会的認知の高まりと要求に応え、コープサステナブル、産直な

どのエシカル消費につながる商品の更なる普及に取り組みます。 

（2）11 年目を迎える「もずく基金」は、10 周年行事を開催できなかったことから、

＋１企画としてこれまで参加された組合員にもつながる企画を検討し実施します。恩納村「サン

ゴの村宣言」以降進捗している認証ブランド商品や SDGs 達成に向け全国の生協と連携して取り

組みます。 

（3）折り鶴昇華再生事業は折り鶴カレンダー、タオルハンカチの販売、新規商品開発に取り組み、活

用を通して平和の大切さを学ぶ機会（折り鶴解体）を工夫します。（With コロナでの解体作業） 

（4）プラ資源、紙などの輸出動向や法改正の影響を注視し、2020 年度開始した PE 袋の再生化など、

リユース資源活用や他分野での活用に継続して取り組みます。 

（5）CO2 削減目標達成のため、電力の調達先変更や照明の LED 化など具体的に取り組みます。 
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８．社会的責任経営（基本方針 4） 

（1）2021 年度から実施する収益認識に関する会計基準への移行と 2023 年度から開始されるインボ

イス制度対応を進めます。 

（2）民法改正、消費税総額表示義務化、公正取引等法令を遵守し、改正や運用変更に遅滞なく対応し

ます。 

（3）物流肩代わり料は、2021 年度は冷凍、2022 年度からはドライ、冷蔵部門での物流肩代わり料

を廃止します。廃止に伴い経営に影響が出ないように進捗管理を行います。 

（4）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。 

（5）事業別損益管理による部門ごとの損益管理を強化します。 

（6）暫定対応として、全体損益から超過するコストについての負担のあり方を提案します。 

（7）総合的な分担金のあり方についての見直しは、現状の受託部門の関係や連帯状況から具体的な提

案を行います。 

（8）大規模災害発生時の費用負担（商品含め）について現行基準の

見直しを行います。 

（9）コールセンターでの感染クラスター発生による事業停止事例も

発生しており、予防措置について年度内に起案します。 

 

９．BCP 対応（基本方針 10） 

（1）感染症に対する BCP 計画と、複合災害発生時の模擬訓練や計画の見直しを行います。 

（2）新型コロナウイルス関連情報を取得し、情報共有を図るとともに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。 

 

１０．機関運営（基本方針 7） 

（1）コロナ禍の情勢を踏まえながら、総会や理事会など機関会議運

営の工夫と改善を進め、ガバナンス機能の維持・整備に努めま

す。（オンライン会議、会議運営方法（資料、時間）） 

（2）商品活動委員会や部会、学習会は他事業連合や会員生協の工

夫事例を共有し、生協組合員同士、産地、生産者、メーカー

とオンラインを活用した「顔の見える」関係づくりに取り組

みます。 

（3）オンライン開催のメリット（参加者の多様化、移動時間短縮など）をまとめ、コロナ収束後も活

用ツールとして継続していくためのシステム運用、ノウハウを習得して運用します。 

 

１１．コープ CS ネット運営（基本方針６，８） 

（1）会員生協、組合員の声を受け止め、共に考え行動するために、会議運営の工夫や日常的に情報共

有することを意識し、問題点を明らかにして役割に応じて責任を果たします。 

（2）事業継続のための人材育成、人材開発のための外部研修、OJT による育成と登用に取り組みます。 

（3）部署横断で対応する課題が増加しており、縦割り意識の解消に努め、課題の進め方の整理と PJ

などの運営改善を行います。 

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。 

コールセンターでの予防措置を起案していきます

オンラインでの交流会の様子（21 年 2 月） 

 

（4）組合員サービスセンター（基本方針 4、6、10） 

  ①組合員サービスセンター応答率の向上（指標 90%）に向けて会員生協の協力もいただき、調整

できるところを明らかにして複数県対応やオペレーター育成に取り組みます。 

 

３．店舗事業（基本方針 6） 

（1）共同仕入れ・共同調達の推進、店舗運営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。 

（3）組合員向けアプリ開発について、参加生協と共同して開発に取り組みます。 

 

４．情報システム（基本方針 3） 

（1）基幹システムのクラウド化を活かした情報分野での会員生協貢献（分析ツール、スマホやアプリ

連携）、環境変化に対応した開発を低コストと短時間で行えるように運営の見直しを継続して行いま

す。 

 

５．品質保証（基本方針 5） 

（1）新型コロナ感染症に対応した工場点検や検査を通して品質保証できる運営を行います。 

（2）HACCP 完全義務化に向け、関係企業との連携、生協内で必要な支援を行います。 

 

６．会員生協と連携、連帯強化、将来につながる人材基盤づくりを進めます（基本方針４、8） 

（1）コープかがわのコープしこくへの加入に伴い、21 年度からコープしこく PB 商品の日本生協連と

の共同開発の検討、中国、四国全体でのエリア共同開発や相互利用、事業交流を行いながらメリ

ットを追求します。 

（2）急激な環境変化に対応した宅配事業改革を運営面も含めて連帯強化の取り組みを丁寧に協議し、

確認を取りながら推進します。 

（3）コープ CS ネットへの教育出向制度を提案し、会員生協人財育成、コープ CS ネット運営改善に

つなげていきます。 

（4）人材育成、能力開発を会員生協と連携しながら計画的に進めます。 

（5）日本生協連との人事交流を積極的に実施し、共同事業を推進します。 

 

７．SDGｓ達成に向けた課題（基本方針 4、9） 

（1）商品の利用増、社会的認知の高まりと要求に応え、コープサステナブル、産直な

どのエシカル消費につながる商品の更なる普及に取り組みます。 

（2）11 年目を迎える「もずく基金」は、10 周年行事を開催できなかったことから、

＋１企画としてこれまで参加された組合員にもつながる企画を検討し実施します。恩納村「サン

ゴの村宣言」以降進捗している認証ブランド商品や SDGs 達成に向け全国の生協と連携して取り

組みます。 

（3）折り鶴昇華再生事業は折り鶴カレンダー、タオルハンカチの販売、新規商品開発に取り組み、活

用を通して平和の大切さを学ぶ機会（折り鶴解体）を工夫します。（With コロナでの解体作業） 

（4）プラ資源、紙などの輸出動向や法改正の影響を注視し、2020 年度開始した PE 袋の再生化など、

リユース資源活用や他分野での活用に継続して取り組みます。 

（5）CO2 削減目標達成のため、電力の調達先変更や照明の LED 化など具体的に取り組みます。 

コールセンター

オンラインでの交流会の様子
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