
 

 

 

 

新型コロナウイルスの感染動向やそれに対応する経済活動の制限によって、引き続き事業への影響

が懸念されますが、コロナ収束後の消費活動や生活様式の変化を見据えた取り組みも求められます。 

第 6 次中期計画の最終年として重点課題の達成に向け、会員生協の皆さまと連携を図り、より組合

員のくらしに貢献できる事業を進めてまいります。 

 

ⅠⅠ  22002222 年年度度のの事事業業環環境境  

  

  ワクチン接種率も高まり、経済もコロナ前に戻りつつあるとされていますが、世界的には感染拡大

が続いている地域も多く、サプライチェーンがコロナ前の状態に戻るのは 2022 年以降といわれてい

ます。また、人口減少・少子高齢化の傾向は変わらず、コロナ禍を受けた貧困や所得格差の拡大に加

え、更なるエネルギー価格や物価の上昇につながりかねないロシアのウクライナ侵攻に伴う経済・社

会への影響など、組合員や消費者のくらしも一層厳しくなることが予測されます。 

    

１．ロシアのウクライナ侵攻によって、世界経済全体が成長減速とインフレ加速の影響を受けること

になり、コロナ前の経済活動に戻るには時間がかかる見通しです。 

また、ロシアは、米国を含む NATO 加盟国の軍事支援を牽制するため、核兵器の使用も示唆し、

核の脅威は高まっています。国際社会との緊密な連携の下での平和的な解決が強く求められてい

ます。 

２．2021 年日本の実質賃金は前年比較でみると横ばいで所得が上がらない中で、原料生産コストの

上昇、異常気象、資源減少に加え、燃料も高騰しており、経済活動が戻りつつあるアメリカの消

費者物価指数は 8.5％を超えており、日本では 2 月の企業物価指数が前年比 9.3％伸長し、国内

物流費、人件費の上昇もあって物価は上がってくると予想されています。また、社会保障費の上

昇によって家計は一層厳しさを増しています。 

３．持続可能な社会に向けての取り組みでは、アメリカの COP 復帰、国際的な CO2 削減の目標設

定など、地球温暖化対策に向けて政治、社会も動き始めました。日本では 2050 年までにゼロカ

ーボンを目指すことが表明されており、具体的な取り組みが始まっています。 

４．域内人口は、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。 

５．2021 年の中国・四国地区ＳＭ売上は前年割れ（98.8％：ＳＭ3 団体・既存店）の状況です。

コロナ問題、原料高からインフレ傾向に加え、デジタル取引の拡大による競争変化によって従来

とは異なる対応も求められており、企業の合併や吸収の動きが加速するとの予測もされています。 

６．顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのも

のや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することを目的とした

デジタルトランスフォーメーション（以下、DX）があらゆる業態で取り組まれています。 

７．宅配需要が急拡大し、楽天は西友、Amazon は LIFE との協業や CVS の宅配など、リアル店舗

も活用しながら宅配分野への進出が進んでいます。また、飲食宅配の Wolt はコストコ商品の宅

配を開始するなど、宅配参入障壁も下がっており、デジタル活用によるサービス力を武器にした

競争が激しくなっています。 

第第 22 号号議議案案  

２０２２年度事業計画及び収支予算決定の件 

22 年度方針・事業計画（「第 17回通常総会議案書」第 2号議案より抜粋）
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ⅡⅡ  22002222 年年度度  事事業業のの考考ええ方方とと基基本本方方針針  

【第 6 次中計骨子】 

第 6 次中期計画（2020～2022）では、これまで以上に急激な変化が予測される組合員のくらし

や事業経営をめぐる社会・経済の情勢に対し、スピード感を持って対応することが求められ、そのた

めに組合員一人ひとりの生協への期待や要望を会員生協と連携しながら掴み取り、組合員のくらしに

貢献することを仕事の基本に据え業務に取り組んでおります。 

また、地域社会における生協の役割発揮の期待も大きくなり、SDGｓの視点から事業・活動の中に

さらに取り込む必要もあり、「未来につながる事業と活動への挑戦」をコンセプトに、新たな価値の創

造として「魅力ある商品づくり・人づくり・組織づくり」の実現を目指しつつ、事業改革につながる

取り組みを進めております。 

  

【【第第６６次次中中期期計計画画  重重点点方方針針】】  

１．くらし・社会の変化に伴う組合員一人ひとりの多様なくらしへのお役立ちを高めます。 

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・経営への貢献度を高めます。 

３．会員生協と連携し、未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ともに取り組みます。 

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。  

  

【【事事業業のの考考ええ方方】】  

中期計画策定後に発生した新型コロナウイルス感染症問題は普段の生活様式を変えざるを得ない

状況が生まれ、非接触対策としてデジタル技術の活用も急速に進みました。生協の宅配事業は急伸長

し、若年層組合員が増加しており宅配事業を取り巻く環境もコロナ前とは大きく変化しています。コ

ロナ後を見据え、組合員軸で重点方針を推進してくらしに役立つ事業を推進し、事業の生産性を高め

ていきます。 

  

【【基基本本方方針針】】  

１．現在の普段の暮らし、経済環境変化に対応した MD、プロモーションを強化し、会員生協の事

業、経営に貢献します。 

２．宅配リノベーションに取り組み、コロナ後の事業改革、改善、若年層組合員対応や組合員との接

点改善、コストの削減、全国生協と共同して DX に取り組みます。 

３．組合員からの声、ご意見、期待に応える企画、サービス改善と安心して利用いただける品質保証

を全国、会員生協、取引先とつくります。 

４．コープ CS ネット内の人材開発について、会員生協と共同して取り組みます。 

５．SDGｓ達成のために、事業運営で発生する CO2 の削減、商品企画、もずく基金の取り組みなど

学習交流会など、コープ CS ネットの取り組み推進と会員生協の社会性発揮の活動を支援します。 

６．日本生協連、全国生協、四国 4 生協との商品共同化協議や取り組み交流を進め、事業連帯強化の

メリットを活かせる運営を行います。 

７．自然災害、商品事故、感染症問題に適合した BCP 計画の更新とコンプライアンス経営に努めま

す。 

折り鶴 3ヶ月
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ⅢⅢ  22002222 年年度度  重重点点課課題題  

１１．．第第 66 次次中中期期計計画画最最終終年年度度ととししててのの総総括括とと第第 77 次次中中期期計計画画のの策策定定をを会会員員生生協協ととのの協協議議をを大大  

      切切ににししてて策策定定ししまますす。。  

22．．くくららしし・・社社会会のの変変化化にに伴伴うう組組合合員員一一人人ひひととりりのの多多様様ななくくららししへへののおお役役立立ちちをを高高めめまますす。。  

【【商商品品事事業業】】  （（基基本本方方針針１１、、３３、、６６））  

（1）コープ・コレクションを軸にしてコープ商品を普及拡大します。 

（2）MD 改善課題（年代、価格、量目）にスピード感をもって取り組みます。 

[価格対応] 

    ①価格プロモーション対応（特売、ユニットプライス、ポイント）を行います。 

    ②価格と品質（美味しさ）のバランスを取りながら開発（CO・OP 商品）します。 

    ③共同事業生協による低価格商品開発を検討（店舗用も含め）します。 

    ④NB 調達改善による原価維持、低減策を総合力で取り組みます。（物流、システム含め） 

 [情勢変化対応（利用点数増に向けて）] 

    ①冷食部門（キット、簡便、子育て）の企画 SKU 増による品揃え拡大とページネーションの

変更対応を行います。 

    ②エシカル、サスティナブル商品の拡大と子育て商品企画を拡大します。 

    ③若年層、シニア層に対応した媒体コンセプトの改善、再強化を行います。 

現現状状認認識識かかららのの重重点点課課題題とと狙狙いい  

  

★★現現状状認認識識、、環環境境変変化化          ★★22002222 年年度度課課題題 

 

 
                    

 

2022 年度は、第 6 次中期計画で掲げた重点課題の総達成を図りながら、With コロナ、
アフターコロナによる生活様式の変化に機敏に対応した商品事業を進め、コロナ禍によって
伸長した宅配事業のこれからの競争に打ち勝つために、会員生協との連携を一層強化して取
り組みを進めます。。  

2022 年度は、DX-COOP の宅配リノベーションを重点課題として取り組み、宅配事業
改革を本格的に推進していきます。 

①感染再拡大への不安と経済活動の回復 

②アフターコロナ、With コロナによるく

らしの変化 

③物価高、所得格差の拡大 

④人口減少と少子高齢化  

⑤組合員ニーズの多様化    

⑥デジタル変革（ＤＸ）の加速的進行 

⑦働き方、人手不足と職員高齢化 

⑧SDGｓへの関心の高まり 

①組合員のくらしや利用構成変化に対応した MD・プロ 

 モーション 

②会員生協と連携した宅配リノベーションの実現 

③EC 事業の強化と「コープアプリ」の更なる普及 

④物流、情報システム対応・・・最適化と将来計画 

⑤オンラインを活用した組合員活動や組織運営の新たな 

取り組み 

⑥職員の働き方の変革と次期幹部職員の育成 

⑦事業を通じた環境・サステナビリティの取り組み強化 

 
利用金額 2021 年度比 97.7％以上確保 

供給高 108,423,871 千円 
GPR25.66％  （食  品：25.99％） 
          （家庭用品：24.55％） 

  

ⅡⅡ  22002222 年年度度  事事業業のの考考ええ方方とと基基本本方方針針  

【第 6 次中計骨子】 

第 6 次中期計画（2020～2022）では、これまで以上に急激な変化が予測される組合員のくらし

や事業経営をめぐる社会・経済の情勢に対し、スピード感を持って対応することが求められ、そのた

めに組合員一人ひとりの生協への期待や要望を会員生協と連携しながら掴み取り、組合員のくらしに

貢献することを仕事の基本に据え業務に取り組んでおります。 

また、地域社会における生協の役割発揮の期待も大きくなり、SDGｓの視点から事業・活動の中に

さらに取り込む必要もあり、「未来につながる事業と活動への挑戦」をコンセプトに、新たな価値の創

造として「魅力ある商品づくり・人づくり・組織づくり」の実現を目指しつつ、事業改革につながる

取り組みを進めております。 

  

【【第第６６次次中中期期計計画画  重重点点方方針針】】  

１．くらし・社会の変化に伴う組合員一人ひとりの多様なくらしへのお役立ちを高めます。 

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・経営への貢献度を高めます。 

３．会員生協と連携し、未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ともに取り組みます。 

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。  

  

【【事事業業のの考考ええ方方】】  

中期計画策定後に発生した新型コロナウイルス感染症問題は普段の生活様式を変えざるを得ない

状況が生まれ、非接触対策としてデジタル技術の活用も急速に進みました。生協の宅配事業は急伸長

し、若年層組合員が増加しており宅配事業を取り巻く環境もコロナ前とは大きく変化しています。コ

ロナ後を見据え、組合員軸で重点方針を推進してくらしに役立つ事業を推進し、事業の生産性を高め

ていきます。 

  

【【基基本本方方針針】】  

１．現在の普段の暮らし、経済環境変化に対応した MD、プロモーションを強化し、会員生協の事

業、経営に貢献します。 

２．宅配リノベーションに取り組み、コロナ後の事業改革、改善、若年層組合員対応や組合員との接

点改善、コストの削減、全国生協と共同して DX に取り組みます。 

３．組合員からの声、ご意見、期待に応える企画、サービス改善と安心して利用いただける品質保証

を全国、会員生協、取引先とつくります。 

４．コープ CS ネット内の人材開発について、会員生協と共同して取り組みます。 

５．SDGｓ達成のために、事業運営で発生する CO2 の削減、商品企画、もずく基金の取り組みなど

学習交流会など、コープ CS ネットの取り組み推進と会員生協の社会性発揮の活動を支援します。 

６．日本生協連、全国生協、四国 4 生協との商品共同化協議や取り組み交流を進め、事業連帯強化の

メリットを活かせる運営を行います。 

７．自然災害、商品事故、感染症問題に適合した BCP 計画の更新とコンプライアンス経営に努めま

す。 

折り鶴 3ヶ月
メモカレンダー

34



（3）生鮮 3 品（農産、水産、畜産）を強化します。 

    ①県別企画部門は継続して MD の見直しを行います。NB の統一化、産地の共同利用を進め、 

     調達力、企画力、品質管理を高めます。 

    ②原料問題に対応した付加価値（加工）商品の企画を拡大し、GPR、利用点数伸長に取り組 

     みます。 

（4）日本生協連との共同事業による商品開発（地産商品開発）、MD 強化に取り組みます。 

  

３３．．連連帯帯強強化化にによよるる共共同同化化、、最最適適化化をを追追求求しし、、会会員員生生協協のの事事業業・・経経営営へへのの貢貢献献度度をを高高めめまますす。。  

【【DDXX--CCOOOOPP】】  （（基基本本方方針針１１、、２２、、６６））  

（1）日本生協連、全国生協とも連帯・連携して宅配リノベーションの各課題に総合力を発揮して 

    取り組みます。 

    ①日本生協連 DX-COOP とコープ CS ネット宅配リノベーション PJ で連携して課題を推進 

します。 

    ②PJ は会員生協間の協議を大切にし、現場の状況を反映させた運営を行います。 

（2）コープアプリは、会員生協の現場を含めた諸活動支援につながる開発を継続し 

    ます。 

    ①コープ CS ネット、会員生協と連携してアプリ登録者の拡大に取り組みます。 

    ②会員生協、利用者の声からアプリ機能強化を図ります。（コンテンツの充実） 

（3） 高齢者にも利用しやすい媒体や供給促進方法についても並行して研究を進めます。 

（4） CRM の推進、ネット利用組合員拡大によるコスト削減に取り組みます。 

      ①フルフォト OCR、バリアブルチラシなど、組合員対応を強めるために

分析評価して推進します。 

      ②ｅふれんず利用による紙媒体の削減、手続きの簡素化に取り組みます。 

（5）電子マネーやクレジットカード決済など、キャッシュレス社会に対応し

た運用開発の検討を行います。 

 

【【事事業業活活動動支支援援】】  （（基基本本方方針針１１、、２２、、３３、、６６））  

（1）全体物流統合課題、最適物流について、方向性確認の上で 2023 年度～2024 年度での運営

開始を目指して 2022 年度内に提案します。 

（2）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）の達成に向けてプロモーシ

ョンと連携して推進します。 

（3）組合員サービスセンターは、他企業のシステム研究や研修、内部運営改善を行って受電率の維

持、向上と、コスト削減に取り組みます。 

  

【【会会員員生生協協ととのの連連携携】】  （（基基本本方方針針２２、、６６））  

（1）四国地区生協と商品事業交流を行い相互メリットを追求します。 

（2）生協のブランド認知向上に向けた戦略的広報活動は、ネットも活用して推進します。 

（3）基幹会議での会員生協間の交流、協議できるような資料、提案方法へ改善します。 

（4）おかやまコープ・生協ひろしまと協同して改革課題に取り組み、事業統一協議につなげていき

ます。  

  

  

  

  

ｺｰﾌﾟｱﾌﾟﾘ 
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【【店店舗舗事事業業】】  （（基基本本方方針針１１、、６６））  

（1）共同仕入れ・共同調達の推進、全国の取り組み情報の共有、店舗事業の効率化のＤＸの取り組

みを検討します。 

（2）会員生協の取り組み好事例の共有、会員相互のコミュニケーションをはかります。 

（3）システム機能、インフラの共同化メリットについての研究を実施します。 

 

【【シシスステテムム運運用用】】  （（基基本本方方針針２２））  

（1）基幹システム更新の開発計画は、宅配リノベーションの取り組みを反映させ、会員生協情報シ

ステム部門と協議を行って提案します。 

 

４４．．会会員員生生協協とと連連携携しし、、未未来来ににつつななががるる人人材材基基盤盤づづくくりりををすすすすめめまますす。。  

【【ママネネジジメメンントト、、人人材材育育成成】】  （（基基本本方方針針２２、、４４））  

（1）人材育成、能力開発を会員生協と連動し、確認ができたところから開始します。 

（2）業務運営改善につながる DX を推進します。（業務プロセス改善） 

（3）日本生協連との人事交流は共同事業をより推進させていくために交流人員、部門を拡大します。 

  

５５．．ＳＳＤＤＧＧｓｓのの実実現現にに向向けけたた社社会会貢貢献献活活動動にに会会員員生生協協ととととももにに取取りり組組みみまますす。。  

【【ＳＳＤＤＧＧｓｓのの実実現現】】  （（基基本本方方針針５５））  

（1）エシカル消費につながる商品活動、広報活動への取り組みは、産地

とのリアル、オンライン交流会、組合員学習会への資料や紹介と、シ

ステム運用交流を行い、活発な活動を支援していきます。 

（2）平和の折り鶴昇華再生事業は、商品拡販と他企業との交流を通して

活動の広がりを作ります。 

（3）「もずく基金」10 周年＋２の取り組みと恩納村「サンゴの村宣言」の陸域での取り組みにも協

力していきます。    

（4）SDGs 達成のために全国生協の活動情報の収集と連携に取り組みます。 

（5）プラ資源、紙などの資源価格や社会的問題への対策、リユースの調査・研究を行って実現可能

な項目から実施します。 

（6）温室効果ガス削減のために、自然エネルギーの活用、転換を推進します。 

（7）事業活動で発生するプラスティック素材、紙媒体の商品環境負荷資材の廃止、低減に向けた取

り組みを会員生協、日本生協連と協同して進めます。 

  

６６．．急急激激なな社社会会変変化化をを敏敏感感にに捉捉ええ、、社社会会的的責責任任をを意意識識ししたた経経営営ををすすすすめめまますす。。  

【【経経営営、、収収支支管管理理】】  （（基基本本方方針針１１、、６６））  

（1）燃料費、人件費上昇による物流費伸長への対応は、当面の費用負担について見直したうえで、

全体費用の見直しについて協議を行います。   

（2）損益管理の徹底、適切な経費執行管理と取得利益を管理し、計画利益を確保します。 

（3）ドライ、冷蔵品のセンターフィー廃止を事業影響なく円滑に実施します。 

  

【【業業務務のの適適正正化化（（効効率率、、公公正正〈〈法法令令順順守守〉〉））のの確確保保】】  （（基基本本方方針針７７））  

（1）内部監査、QMS の定期監査で業務品質向上とコンプライアンス確認を継続します。 

（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取引を推進します。 

（3）公正取引、車両運送法、電子帳簿保存法（電子取引き保存：2 年宥恕措置）への改正に適合し

た内部運営ルールを見直します。 

オンライン交流会 

（3）生鮮 3 品（農産、水産、畜産）を強化します。 

    ①県別企画部門は継続して MD の見直しを行います。NB の統一化、産地の共同利用を進め、 

     調達力、企画力、品質管理を高めます。 

    ②原料問題に対応した付加価値（加工）商品の企画を拡大し、GPR、利用点数伸長に取り組 

     みます。 

（4）日本生協連との共同事業による商品開発（地産商品開発）、MD 強化に取り組みます。 

  

３３．．連連帯帯強強化化にによよるる共共同同化化、、最最適適化化をを追追求求しし、、会会員員生生協協のの事事業業・・経経営営へへのの貢貢献献度度をを高高めめまますす。。  

【【DDXX--CCOOOOPP】】  （（基基本本方方針針１１、、２２、、６６））  

（1）日本生協連、全国生協とも連帯・連携して宅配リノベーションの各課題に総合力を発揮して 

    取り組みます。 

    ①日本生協連 DX-COOP とコープ CS ネット宅配リノベーション PJ で連携して課題を推進 

します。 

    ②PJ は会員生協間の協議を大切にし、現場の状況を反映させた運営を行います。 

（2）コープアプリは、会員生協の現場を含めた諸活動支援につながる開発を継続し 

    ます。 

    ①コープ CS ネット、会員生協と連携してアプリ登録者の拡大に取り組みます。 

    ②会員生協、利用者の声からアプリ機能強化を図ります。（コンテンツの充実） 

（3） 高齢者にも利用しやすい媒体や供給促進方法についても並行して研究を進めます。 

（4） CRM の推進、ネット利用組合員拡大によるコスト削減に取り組みます。 

      ①フルフォト OCR、バリアブルチラシなど、組合員対応を強めるために

分析評価して推進します。 

      ②ｅふれんず利用による紙媒体の削減、手続きの簡素化に取り組みます。 

（5）電子マネーやクレジットカード決済など、キャッシュレス社会に対応し

た運用開発の検討を行います。 

 

【【事事業業活活動動支支援援】】  （（基基本本方方針針１１、、２２、、３３、、６６））  

（1）全体物流統合課題、最適物流について、方向性確認の上で 2023 年度～2024 年度での運営

開始を目指して 2022 年度内に提案します。 

（2）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）の達成に向けてプロモーシ

ョンと連携して推進します。 

（3）組合員サービスセンターは、他企業のシステム研究や研修、内部運営改善を行って受電率の維

持、向上と、コスト削減に取り組みます。 

  

【【会会員員生生協協ととのの連連携携】】  （（基基本本方方針針２２、、６６））  

（1）四国地区生協と商品事業交流を行い相互メリットを追求します。 

（2）生協のブランド認知向上に向けた戦略的広報活動は、ネットも活用して推進します。 

（3）基幹会議での会員生協間の交流、協議できるような資料、提案方法へ改善します。 

（4）おかやまコープ・生協ひろしまと協同して改革課題に取り組み、事業統一協議につなげていき

ます。  
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（4）収益認識会計処理の円滑な移行とインボイス制度への準備を遅滞なく行います。 

    

【【品品質質保保証証】】  （（基基本本方方針針３３、、７７））  

（1）中四国地区の検査体制の再構築に向けた検討（人材不足対応）、協議を開始します。また、日

本生協連の品質保証体制の共同化見直し論議に参画し、全国共同による品質管理強化と運営体

制の見直しに活かします。 

（2）商品クライシス対応（予兆、発生時、発生後）、全国・管内連携のためにモニタリングを継続

していきます。 

（3）ゲノム食品やプラントベース食品（※）など、新たな食品に関する品質保証を安全政策に反映

させ、適切な広報（リスクコミュニケーション）を行って安心して利用できる取り組みをすす

めます。 

        ※植物由来の原材料を使用し、畜産物や水産物に似せて作られている食品    

  

【【BBCCPP 対対応応】】  （（基基本本方方針針７７））  

（1）ＢＣＰマニュアルの継続的な見直し、災害に備えた備蓄の拡充を行います。 

（2）災害、事故、故障による事業影響に備えて訓練の実施、点検を定期的に見直します。 

（3）組合員サービスセンターのＢＣＰ対応を継続検討します。 

  

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。 

折り鶴 3ヶ月
メモカレンダー
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