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第12回 通常総会を開催
2017年6月23日（金）ホテルグランヴィア岡山（岡山市北区）において、コープＣＳネット

第12回通常総会を開催しました。

開会の挨拶をする小泉理事長

採決の様子

全ての議案が法令に基づき可決されました

新人職員研修を開催
2017年4月6日
（木）
〜7日
（金）2日間

23名(鳥取県生協・生協しまね・生協ひろしま・コープＣＳネット）

第12回 通常総会を開催
2017年度 コープCSネット事業執行体制
新人職員研修を開催
2016年度 もずく基金贈呈式
2017年度 商品開発委員会
「CO・OP鹿児島の黒酢ドリンク・大隅産うなぎ」産地視察
2017年度 第1回 重点商品試食学習会を開催
フリーリア研修会を開催！
組合員さんは「バラ園」を視察見学！
新商品・リニューアル商品のお知らせ
品質管理担当者研修会を開催！
コープCSネットトピックス

研修参加者

エコセンターにて

号

第

議事提案をする塩道専務理事

回 通常総会を開催

ODSC

ORSC

チラシセットC

OCRセンター

エコセンター

エントリーC

非食事業企画課

特販課

吉田統括課長

稲谷統括課長

商品2課

商品1課

2

西統括課長

重政統括課長

味彩課

ドライ食品課

堤下統括課長

日配課

大福統括課長

畜産課

小谷統括課長

水産課

野上統括課長

農産課

井上
︵英︶
統括課長

木庭統括課長

管理統括課

赤坂統括課長

大室
︵三︶
統括課長

システム運用課

中黒統括課長

システム開発・調整課

（兼)

特販企画部

田中統括部長

池田統括部長

武田統括部長

宗原統括部長

管理部

加納統括部長

２０１７年６月 日︵金︶ホテルグランヴィア岡山︵岡山市北区︶

商品開発課

非食品商品部

食品商品部

生鮮商品部

赤坂統括部長

情報システム部

中浜統括課長

商品・実績管理

大室
（章）
統括課長

供給管理
収支管理
機関会議事務局
非食チラシ制作運用

媒体制作課

武居統括部長

供給企画課

商品企画部

熊谷統括課長

非食品・特販商品事業本部

食品商品事業本部

執行役員 青山本部長

執行役員 白髭本部長

〈本部長スタッフ〉

〈本部長スタッフ〉

12

斉郷センター長

井上(隆)統括課長

山田統括課長

23

開会の挨拶をする小泉理事長

組合員サービスセンター

宅配事業支援課

コミュニケーション推進課

周藤統括課長

西岡統括課長

今宮担当課長、平田担当課長

小西統括部長

総合企画室

内堀統括部長

物流担当

品質管理課

商品検査課

おかやま・ひろしま
事業統一事務局

宅配事業支援課

執行役員 人見統括部長

品質保証部
三浦担当課長

ＢＣＰ・危機管理担当
（兼）監事会事務局

《子会社》

㈱ハートコープおのみち
野田担当部長

問
◆顧

議案の採択状況

◆ 執行役員

深井事業部長

常勤役員会
武居(兼)統括部長

監事会事務局

◆ 執行役員

13

第１号議案
２ ０ １ ６ 年 度 事 業 報 告 書 ︑決 算
関 係 書 類 等︵ 剰 余 金 処 分 案 及 び
監査報告含む︶承認の件
第２号議案
２０１７年度事業計画及び収支
予算決定の件
第３号議案
役員︵理事・監事︶選任の件
第４号議案
２０１７年度役員報酬決定の件
第５号議案
定款の一部変更に関する件
第６号議案
監 事 監 査 規 則・公 認 会 計 士 監 査
規約の変更に関する件
第７号議案
議案決議効力発生の件

◆ 執行役員

塩道琢也専務理事

CRM推進担当

監事会
佐川昭文常勤監事
◆ 常勤監事

23

採決の様子
全ての議案が法令に基づき
可決されました

◆ 専務理事

２０１７年６月 日︵金︶ ホテルグランヴィア岡山
︵岡山市北区︶において︑コープＣＳネット第 回通常
総会を開催しました︒小泉理事長からの開会挨拶の後︑
来賓の皆様よりご祝辞を頂きました︒
議長には︑鳥取県生協 保木本淳也代議員が選出さ
れ︑議事提案に入りました︒塩道専務理事が第１号議
案〜第５号議案までを提案し︑佐川常勤監事が監査報
告を行いました︒会員生協を代表して鳥取県生協︑お
かやまコープ︑コープかがわの代議員の皆様より︑会
員生協の活動報告や︑今後のコープＣＳネットの活動
に対してご発言がありました︒代議員の発言後︑採決
に入り︑全ての議案が法令に基づき可決されました︒
総会後に同ホテルで開催された第 期第１回コープ
CSネット理事会において執行体制が確認され︑代表
理事２名︑常任理事５名が互選されました︒
総会開催に先立ち「もずく基金」の取組みについて、ビデオ放映しました。

■ 2017年8月現在
◆ 理事長

生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合
小泉 信司（代表理事）
（会員代議員）
総会
塩道 琢也（代表理事）
《専務スタッフ》
佐川 昭文
理事会
経営企画担当
白髭 裕
沓脱担当部長
常任理事会
青山 純真
商品安全政策担当
笠間担当部長
人見 昭生
小泉信司理事長
システム推進担当
三橋 幸夫（非常勤）
◆ 正式名称

12

2017年度 コープCSネット 事業執行体制

新人職員研修を開催

日 程：2017年4月6日（木）〜7日（金） 2日間
参加者：23名（鳥取県生協・生協しまね・生協ひろしま・コープCSネット）

行程

コープＣＳネットでは、「新人が集まって学習・交流でき
る場を作りたい」「被爆者証言などの平和教育は広島でない
と実現が難しい」などの要望に応えて、2016年度より中国
地区会員生協合同での新人研修を実施しています。参加者か
らは「碑めぐりで行った原爆供養塔が特に印象に残った」
「普段の業務している上では関わることのない生協の方々や
医療生協の方々と交流することが出来て良い経験になった」
などの感想があり、新人同士の絆が深まった交流会となって
います。

研修参加者

エコセンターにて

１日目 ⇒ 尾道物流センター、エコセンター、アヲハタ㈱工場見学、平和学習（大久野島毒ガス工場跡）
２日目 ⇒ 広島県生協連との合同で平和記念公園での平和学習（碑めぐり、被爆証言）

1,998,311円を贈呈 2016年度もずく基金贈呈式
2017年４月12日（水）沖縄県恩納村 恩納村
役場にて、2016年度もずく基金贈呈式を行いま
した。当日は、中国地区四国地区６生協組合員
理事及び役職員、恩納村漁業協同組合、恩納村、
株式会社井ゲタ竹内、恩納村商工会、コープお
きなわ、コープCSネットをはじめとする31名の
出席がありました。2016年はもずくの不作にも
関わらず、1,998,311円と例年並みの基金を贈
呈することができました。
コープCSネットが「もずく基金」を通じて
「サンゴ礁再生事業」に携わって６年（生協し
まねは７年）。今では、全国の生協や事業連合
にもサンゴ礁再生事業の輪が広がり、全国の生
協で約20,000本（うち、コープCSネットは約
4,900本）のサンゴの移植ができました。

贈呈式の様子

2017年度商品開発委員会が始動しました
2015年度から始まった商品開発委員会も今年で３年目。2017年
６月27日（火）に2017年度の第１回目となる商品開発委員会が開
催されました。当日は新しいメンバーの紹介や諸報告後、2016年
度に寄せられた組合員の声（魚、菓子・スイーツ）を読み込んだ後、
意見を出し合い、７月８月に会員生協のおしゃべり会で話し合って
頂くテーマを決めました。
※魚、菓子・スイーツは2016年度からの開発テーマで、2017年度
も継続しています。

2017年度第1回商品開発委員会の様子

●７月のテーマ
「お魚で、気に入っているもの、また食べたいものは？その理由は？（生協のものに限らない）」
●８月のテーマ
「甘いもので、気に入っているもの、また食べたいものは？その理由は？」

いずれも、「魚にまつわる暮らしの声」や「個人の暮らしぶりや暮らしの声」を出して頂く予定です。
話合って頂いた内容は、次回の商品開発委員会（８月29日開催予定）で共有化し、今後の商品開発に活かして
いきます。
3

「CO・OP鹿児島の黒酢ドリンク・大隅産うなぎ」産地視察
日 程：2017年5月10日（水）〜5月12日（金） 2泊3日
場 所：株式会社ふくれん、坂元醸造株式会社「つぼ畑」、大隅地区養まん漁業協同組合
参加者：おかやまコープ組合員理事、生協ひろしま組合員理事、コープやまぐち組合員リーダー
鳥取県生協職員、生協しまね職員、おかやまコープ職員、生協ひろしま職員、
コープやまぐち職員、コープCSネット職員、日本生協連職員 計16名
コープCSネットでは、組合員と生協職員が合同で産地視察・学習を
行うことにより、組合員・職員が一丸となって利用普及に取り組むこと
を支援しています。
今年は、「CO・OP鹿児島の黒酢ドリンク」「CO・OPただの炭酸水」の
普及に向けて株式会社ふくれん（福岡県）と坂元醸造株式会社「つぼ畑」
（鹿児島県）へ、うなぎの商品普及と「鹿児島県ウナギ資源増殖対策協議
会」への協力金の理解を深めることを目的に大隅地区養まん漁業協同組
合（鹿児島県）へ視察・学習を行いました。今回の視察では、「CO・OP
大隅産うなぎの利用とうなぎ資源を守る取り組みの関わり」について理
解を深める為に、河川の環境の観察と石倉かごの観察を通じて、産地に
行かなければわからない・できないプログラムを体験しました。

2日目

2日目

「CO・OP鹿児島の黒酢ドリンク」
の原料を視察。
坂元醸造株式会社の
「つぼ畑」
。

2017年度

初 日

株式会社ふくれんでの商品学習の様子

最終日

参加者有志による、うなぎのすみか「石倉かご」の見学・体験。
かごの中には天然うなぎ、シラスうなぎ、川魚などが入ってい
ました。

参加した組合員理事と生協職員。
大隅地区養まん漁業協同組合にて。

第1回 重点商品試食学習会を開催

日 程：2017年4月7日（金） 10：00〜16：00
場 所：おかやまコープ オルガホール（岡山市北区）
2017年度第１回目となる重点商品試食学習会が開催され、中国地区５会員生協より58名の参加がありまし
た。昨年より試食対象商品を絞り込み、会員生協ごとに参加者がブース会場をまわり、商品学習、試食、質疑
応答を行う形に変更しています。
商品学習・試食の後は、「CO・OP大隅産うなぎ蒲焼」の養殖者の大隅地区養まん漁業協同組合より稚魚
であるシラスうなぎの仕入れから養殖までの工程や製品化の様子などの説明を頂きました。その後「うなぎ」
をテーマに５〜６人グループ
に分かれて、会員生協間で交
流を行いました。参加者から
は、「生協は違うが共に頑張
っていこうと思う」「昨年の
成功事例や失敗事例を交流し
た中から、良い事例を今年に
取り入れていきたい」という
感想を頂きました。
試食学習の様子
学習の後は、５〜６人のグループに分かれて、昨年の成功
事例や失敗事例を交流します。

4

〜9月のキャンペーンに向けて〜

フリーリア研修会を開催！
中国四国９会員生協で組合員さんに絶大な人気を誇る化粧品
「CO・OPフリーリアシリーズ」の主力アイテムが2017年９月にリ
ニューアルします。リニューアルと同時に展開する９月の「CO・
OPフリーリアシリーズ キャンペーン」に向けて、６月29日、30
日、ナリス化粧品株式会社様の兵庫工場・兵庫研修センターにおい
て「コープCSネット フリーリア研修会」を実施しました。９会員
生協から64名もの参加があり、活気のある研修会となりました。２
日間で工場見学や、分散会での各会員生協での実践交流、おすすめ
トークや成功事例の共有化などをおこないました。

「CO・OPフリーリアシリーズ」
は
国内初の
「生」
の国産バラを使用
した化粧品です。
（画像はリニューアルした商品）

特に今年は商品が
リニューアルすることから、
ポイントをどのように伝えれば・
・
・
など論議が交わされ、
有意義な研修期間となりました。

9会員生協から
64名の参加が
ありました

組合員さんは
「バラ園」
を視察見学！
2017年６月８日、９日の２日間で、組合員理事を対
象とした「CO・OPフリーリア バラ園視察見学会」を
開催しました。鳥取県生協・生協しまね・おかやまコー
プ・コープえひめからは組合員理事、生協ひろしまから
はブロック長、コープやまぐちからは組合員リーダーの
計６名の組合員さんが参加し、同行事務局としてコープ
CSネット役職員４名が参加しました。
5

宮城県にある「フリーリアローズガーデン」。参加した組合員さん

新商品・リニューアル商品のお知らせ

コープCSネット独自開発商品＆日本生協連
新発売！

2017年2月1回

新発売！

CO恩納村産
もずくのおみそ汁＜FD＞

開発区分：日本生協連
中四国共同開発商品
規
格：700g
価
格：980円
（税込1,058円）

◉商品特長◉

◉商品特長◉

組合員のおしゃべり会で意見の多かった「夕食のおか
ず」「スープ・汁」分類について、恩納村産太もずくを
使用した手軽に食することのできるフリーズドライタイ
プの即席みそ汁を開発しました。米みそに麦みそをブレ
ンドし、かつおとこんぶだしを合わせた香りがよくまろ
やかな味のおみそ汁です。もずく基金対象商品です。

2017年3月1回

卓上味付のり うまぱりっ！

開発区分：コープCSネット 独自開発商品
規
格：10切60枚（板のり６枚）
価
格：298円（税込321円）

◉商品特長◉

主原料の乾海苔は、
国産４等級以上を使
用。口どけの良いパ
リッとした食感が特
長 で す。味 付 け は、
広島県特産の「海人
の藻塩」でまろやかさを、あご節等でコク
を出し、素材のうま味を活かしました。容
器は使い勝手が良く保存に便利なポットタ
イプを採用しました。

2017年5月5回

若鶏から揚げ
（まろやか塩麹仕込み）

開発区分：日本生協連
中四国共同開発商品
規
格：５食
価
格：398円（税込429円）

リニューアル！

中四国共同開発商品

若鶏のもも肉（タイ産）を塩麹入りのタレに漬け込
み、柔らかくまろやかな味わいのから揚げにしました。
タレにはしょうゆ、しょうが、にんにく、パイナップル
ジュースを使用し、素材の味を生かしたあっさり、まろ
やかな味に仕上げています。たっぷり700gの大容量でバ
ラ凍結、保存に便利なチャックシール付きです。

リニューアル！
生協食パン

2017年4月2回

開発区分：日本生協連
中四国共同開発商品
規
格：５枚・６枚
価
格：168円（税込181円）

◉商品特長◉

おかやまコープ開発商品
「生協食パン」
と日本生協連中四
国共同開発商品
「国産小麦食パン」を統合し、新たに
「生協食
パン」としてリニューアルしました。国産小麦
（北海道産限定）50％を使用し、パン生
地（中種）に 湯 種 生 地（小麦粉に液糖や油脂を加えて温水でこねあげた生地）や マーガリ
ンなどを混ぜ合わせ発酵させることにより、もっちり、しっとりした食感になりました。

リニューアル！
熟仕込食パン

2017年4月2回

開発区分：日本生協連
中四国共同開発商品
規
格：５枚・６枚
価
格：147円（税込158円）

◉商品特長◉

パンにはバターやマーガリン、ショートニングなどの油脂
を使用しますが、今回のリニューアルではその一部に
「オリ
ーブオイル」を使用しました。パンにコクを与えるだけでなく、香りや独特の風味を出
しました。

品質管理担当者研修会を開催！
2017年６月16日(金) コープCSネット二葉の里事務所（広
島市東区）で「2017年度第１回 品質管理担当者研修会」を
開催し、会員生協やコープしこく・コープCSネットから、品
質保証関係や組合員対応の担当者が30名参加しました。今回
の研修会では、大阪府警OBで現在はリスクマネジメント会社
を経営する援川聡氏による「顧客満足の向上とクレームリスク
マネジメントを強化する」をテーマとした実践的な演習を実施
しました。

援川氏（手前）
と会員生協参加者（奥）
による対応演習の
様子。援川氏がクレーマーになって対応演習を行います。

※生協では、クレームを「お申し出」と呼んでいますが、今回は研修会の内容に合わせてクレームと記述しています
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コ ー プ コレクション

総 選 挙 を 開 催！

予告

2017年４月１回より、中国５生協食品案内チラシ、中国四国９生協非
食品案内チラシにおいて、普段のくらしに欠かせない「コープならでは」
の商品群を「コープコレクション商品（Cコレ商品）」と名付けて、年間
を通じて目標を持って普及に取り組んでいます。このCコレ商品の更な
る普及を目指して、９月に人気総選挙を行います。総選挙で選ばれた上
位30品は、2018年２月にお買得価格にて案内します。

Cコレマーク
トピックス

2

CO・OPコレクションロゴ

も ず く基 金

報告

コープCSネット独自開発商品「恩納村産 味付太もずく」をはじめとする「もずく」の生産者団体である恩納村漁業協
同組合は漁業活動と並行して、沖縄の海の生態系を守っています。コープCSネットもその取組みに協賛して2010年より
「もずく基金」の活動を始めました。集まった基金は、恩納村のサンゴ礁再生事業に役立てています。

2017年度
基金報告

今年も産地見学・
生産者交流会を開催！

2017年4月から7月までの基金額は

734,970円となりました。

（基金前年比 91.2％）

次世代に活動をつなげる取り組みとして、組合員さん親子
と沖縄県恩納村の生産者の交流を中心に「産地見学・生産者
交流会」を実施しています。
生協で「もずく」を利用することが恩納村のサンゴ育成に
貢献していることや、サンゴが海の生態系に果たす役割を実
感し、沖縄の自然環境を体験しながら、学んでいきます。今
年は８月22日（火）から24日（木）の２泊３日の日程で、
６生協から15家族30人の組合員さん親子が参加しました。

この
マー
クが
目印
！

＊「もずく基金」対象商品のひとつ コープCSネット独自開発
商品「恩納村産味付太もずく 55ｇ×４」。「もずく基金」
対象商品については、コープCSネット公式ホームページ
（http://www.csnet.coop/）で公開しています！

トピックス

3

〜「 C O・O P 商 品 実 感 フェス タ 」で 大 人 気！！〜

ピ ンク の た ま ね ぎドレッシ ング 人 気 投 票 で 7 位 に！

2017年６月15日（木）東京で「CO・OP商品実感フェスタ」が開催され、
全国から多くの生協組合員さんや生協職員が来場しました。
その中でも、大人気だったのが中国地区の組合員さんの声か
ら開発され、全国展開をしている「ピンクのたまねぎドレッシ
ング」。会場で試食をした全国の生協組合員さんから「かわい
い！」
「綺麗！」
「美味しい！」などのたくさん言葉を頂きまし
た！来場者からの人気投票では、
「ピンクのたまねぎドレッシ
ング」は、全87品目中７位！
健康性で注目される「たまねぎ」と、彩りを鮮やかなピンク色
にするため「紫いも酢」
「紫たまねぎ」を使用し、着色料は使用
していないことと、ドレッシング以外に、魚料理や肉料理のソー
「ピンクのたまねぎドレッシング」試食の様子
スとしてもお使いいただけるところが、支持されたようです。
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〜ヒロシマの心を次世代のあなたへ〜

2017 ピースアクション in ヒロシマ

生協ひろしまと広島県生協連は、日本生協連と協力しながら、被爆体験の継承や、戦跡や
記念館・資料館、美術館など、地元にある戦争に関する施設や遺構を見学し、身近なところ
から戦争の実相を考える活動を行っています。コープCSネットもヒロシマに本部を置く連
合会として、平和活動をサポートしています。

【ピースナイター 2017】

８月２日
（水）
マツダスタジアムで、記念すべき10回目のピースナイターが開催
されました。緑色を基調とした「ピースナイター新聞」を来場者に配布し、５回
裏終了後、イマジンの曲に合わせて「ピースナイター新聞」を掲げ、球場全体を
緑色に染め平和の願いを発信しました。原爆ドームと同じ高さ25mにあたる席の
方には、赤色の「ピースナイター新聞」を掲げていただき、「ピースライン」を
表現しました。観客の皆様からのあたたかい拍手に、球場でパフォーマンスをし
た子どもたちは感激していました。

【平和行進】

８月４日（金）に、稲荷橋西詰
から平和記念公園までを歩く市
民平和行進が行われ、猛暑にも
関わらず多くの方が参加しまし
た。コープCSネットからも16
名の参加があり、平和の尊さを
感じながら行進しました。

【虹のひろば】

８月５日（土）には、広島県立総合体育館グリーンアリ
ーナで、平和についての思いを広げ、各地の平和の取組
みを交流する「虹のひろば」が開催されました。コープ
CSネットからは、
「平和の折り鶴昇華再生事業」を深く知
って頂く為に、折り鶴の束から糸や金具を除去する選別
作業を体験して頂いたり、昇華再生された商品である「ノ
ート」
「カレンダー」などの商品を販売したりしました。

平和の折り鶴昇華再生事業について
「平和の折り鶴昇華再生事業」は、国内外から平和記念公園（広島県広島市
中区）の「原爆の子の像」などに寄贈される平和の折り鶴を再生原料として再
商品化する事業です。
コープCSネットの子会社 ㈱ハートコープおのみちは、再生資源の集積・
加工を行い、「平和の折り鶴昇華再生事業」にも深く関わっています。2016
年度は、㈱ハートコープおのみちで1,800kgの平和の折り鶴の１次加工を行
いました。2017年度も同程度の１次加工を見込んでいます。１次加工された
平和の折り鶴選別作業
平和の折り鶴は、抄造委託管理会社を
〜2017年度発売予定商品〜
通じて「封筒」「名刺」「ノート」「カ
レンダー」「折り紙」などの商品に加
規 格
商品名
工しています。2017年度は中国地区
折鶴再生おりがみ75㎜×75㎜ 50枚１梱包
四国地区９会員生協の組合員さんに最
1ケース1,000枚入り
折鶴社用封筒 長３封筒
寄りの事業所で折り鶴の束から糸や金
具を除去する選別作業に参加して頂く
1ケース500入り
折鶴社用封筒 角２封筒
予定です。世界中の人々の平和への思
100枚帯掛け
折鶴再生名刺
いがこめられた折り鶴を甦らせて商品
表紙1枚・カレンダー12枚
卓上カレンダー
化することで平和を願うメッセージを
発信し、更に大きな普遍的な思いとし
表紙1枚・カレンダー4枚
3ヶ月メモカレンダー
て広がるような取組みを進めていきま
中綴じＡ5版32Ｐ
折鶴再生ノート
す。

●商品に関するお問合わせ先●
コープCSネット 総合企画室 コミュニケーション推進課

発注ロット
100セット
2,000枚
2,000枚
3,000枚
100部
50部
300部

電話：082-236-6800
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