
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ごあいさつ 
 

 

20２１年度は、コープ北陸第９次中期計画のスタートの年、更には創立２５周年

という節目の年に相応しい成果を上げることが出来ました。日本生協連をはじめ

とした全国の事業連合の皆様、そして商品の企画や提案・調達など、目まぐるしく

変わる情勢の中、組合員のくらしの変化を的確にとらえ取り組んでいただいたお

取引先の皆様。そして、思いを一つにして組合員に寄り添いながら、日々奮闘して

いただいた会員生協とコープ北陸の役職員の皆さん。沢山の方々のご支援ご協

力により、２０２１年度テーマである「組合員と家族を笑顔に」を達成することがで

きました。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 
 
さて、２０２２年度がスタートしました。 

4月には富山県において新しく「とやま生活協同組合」が誕生いたしました。 

「北陸の力を一つに」を合言葉に２６年前に誕生したコープ北陸事業連合、今年

度その事が実現し北陸の力を一つにして「組合員のくらしへの貢献」そして「会員

生協への経営貢献」、更には「地域社会への貢献」を果たして参りたいと考えてい

ます。組合員のくらし向きは、コロナ禍の中徐々に正常化に向け動き出しています

が、原油高や原材料等の高騰、円安も重なり、大変厳しいものとなっています。こ

んな時だからこそ、生協を一番に選んでいただけるよう、商品やサービスに磨きを

かけ、あらゆるステークホルダーの皆様と協同して力を合わせ、この難局を乗り越

え組合員と家族を笑顔に出来るよう取り組んでまいります。 
 
日本生協連をはじめ全国の事業連合、お取引先の皆様の引き続きのご支援と

ご協力をよろしくお願いいたします。 
 
２０２２年度は「協同の力で 組合員と家族を笑顔に」をテーマに、役職員一同

まい進する所存です。 

  

 

 

 

2022 年 6 月 

代表理事 専務理事 

檜原 弘樹 



 

 

 

当事業連合は、会員生協への経営貢献と会員生協組合員の満足度向上を追求することを目

的としています。 「北陸の力をひとつにして、組合員の安全安心で豊かなくらしと、協同ある地

域社会づくりに事業を通して寄与します」を使命とし、北陸の３会員生協とともにその実現をめ

ざしています。 

●主な事業の内容 

事業種目 主な取り扱い事業品種等 

供 給 事 業 ( 卸 ) 生鮮食品、一般食品、家庭用品、衣料品等を会員生協に供給する事業 

物 流 事 業 会員生協を対象とした受発注及び配送に関する業務 

シ ス テ ム 事 業 会員生協を対象としたシステム運用・開発に関する業務 

●事業実績（連合会）（金額の単位は百万円）     ●会員生協概要（２０２２年３月末状況） 

項 目 2019 年度 2020 年度 2021 年度   
組合員数 
(人) 

出資金高 
(千円) 

総事業高 
（千円) 

会員数 3 3 3  と や ま 生 活 協 同 組※ 78,840 4,769,870 9,567,200 

出資金額 298 298 298  生活協同組合コープいしかわ 160,011 6,897,064 19,012,552 

供給高 21,513 24,736 24,086  福井県民生活協同組合 165,497 9,901,340 26,299,070 

経常剰余金 7 19 7  ３ 会 員 生 協 合 計 404,348 21,568,274 54,002,459 

 

 

 

 

 

 

 

 

①誰もが利用しやすい事業への変革を通じて、組合員のくらしに生涯寄り添っていきます。 

②会員生協と連携し、誰ひとり取り残さない地域社会づくりに貢献していきます。 

③時代の変化に対応し、スピードをもって経営革新をはかり生産性を高め、組合員の願い 

を実現します。 

④チャレンジ精神と思いやりを大切にし、チームで成長し続ける組織を目指します。 

⑤組合員のくらしを出発点に、連帯と協同で総合力を高めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

コープ北陸の概要 

2030年ビジョン 

「協同の力で笑顔あふれる未来をつくる」 

ありたい姿 

コープ北陸事業連合は、 

「2030 年ビション」の実現とともに、 

ＳＤＧｓ達成に向けた貢献をすすめます。 

 

※2022年 4 月 1日に富山県生活協同組合と生活協同組合 CO･OPとやまが合併し、とやま

生活協同組合が発足しました。上記の実績は、2022 年 3月 31日時点の富山県生活協同

組合のものです。 



 

 

 

「より見やすく、探しやすい」紙面の実現に向け、組合員モニターや会員

生協の評価をもとに文字書体、調理マーク、紙面デザイン等の見直しをお

こないました。６月は、「日配」と「菓子」のページにそれぞれに掲載

していた「チルドデザート」を集めてひとつのページに掲載しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月は、水産・畜産・冷凍食品ページでバラバラに掲載していた商品を集め、「お魚のおかず」

「お肉のおかず」ページを新設しました。 

「おかず」コーナーにどのような商品

群を配置すれば組合員の要望の実現

が進むのか、「おかず」コーナーを作

った場合、自部門の他のページの商品

配置とバランスが取れるのか等、検討

を重ねました。 

 

 
 

組合員モニターアンケートおよび組合員モニターｗｅｂ交流会などで、紙面に関する意見を聴き

取り、意見・要望を参考に紙面表記やマークの変更をおこないました。 

【新デザインでの主な変更点】 

① 文字フォントを変更 

② 税込価格を少し大きく 

③ 調理マークデザインを変更 

④ ユニット価格を大きく 

 

 

くらしに寄り添い、 
利用しやすく分かりやすい仕組みづくり

組合員からのひとことメモ 

カタログの順番が飛び飛びで

見づらいです。 

同類の商品がまとめて掲載し

てあると嬉しいです。 

「より見やすく 探しやすい」紙面をめざして 

「お肉のおかず」ページに集合して掲載 

《５月２回紙面》 

○印がある「チルドデザート」が 

ばらばらに配置 

これまでのデザイン 

《６月２回紙面》 

ひとつのページに 

まとめて配置 



 

 

 

 

 

様々なくらしのニーズにお応えするため、各部門で少量規格品の品揃え強化に取り組みました。

農産部門では、りんご、みかん、ぶどうで少量多品目の食べ比べセ

ットを新たに企画しました。水産部門では、「脂ののったさば一夜

干(２切)」「銀鮭切身(３切)」企画などに取り組みました。冷食部

門では、冷凍麺や餃子などの人気商品にて大袋規格と少量規格の

併売を増やしました。全部門とも満足のいく結果につながりまし

た。今後もお試し少量規格の拡充をすすめます。 

 

 

農産物の品質向上（農産お申し出の削減）の取り組みでは、前年度にお申し出が多かった農産品

を重点管理商品として四半期ごとに選定し、流通工程の確認を実施しました。 

2021 年 9 月より、初回入荷点検を開始しました。

農産物は生育時や収穫時の天候、温度環境などの影

響を受け、突発的な品質劣化が起こります。農産加工

センターでの初回納品の点検に農産 MD も加わり、

入荷商品に異変がないかを確認しています。品質上

の問題や納品トラブルなどがあればいち早くお取引

先に連絡を取り対応を行っています。 

その他、MD による品質基準書・DC 在庫管理基準書の作成、農産お申し出対応基準の運用開始、

紙面でのサイズ表示などに取り組みました。 
  

 

 

ギフトサイトをリニューアルし、スマホからでも注文ができるよ

うになりました。また、フリーワード検索、カテゴリ検索（価格帯・

地域別）ができるようになり、さらに便利になりました。 

リニューアルしたギフトサイトをアピールしたことで、利用者数

は前年の２倍、子育て層に限ると前年の４倍と大幅に増加しまし

た。 

 

 

新たに EC 事業推進室を設置し、「ＣＯＯＰ宅配アプリ」を 3 月 7 日にリリー

スしたほか、レシピ注文機能「コープシェフ」、レコメンド機能「あなたへのお

すすめ」を導入しました。 

ｅフレンズ利用率は 22.1％(前年度末 15.6％)と大きく伸長しました。 

くらしに寄り添い、 
利用しやすく分かりやすい仕組みづくり

「少量規格品の品揃えの充実」をめざして 

農産物の品質向上をめざして 

使いやすいギフトサイトをめざして 組合員さん・会員生協から

の声 

若い方でも利用しやすいよ

うに、スマホで注文できる

ようにして欲しい。 

ｅフレンズ利用者の拡大と更なる利便性の向上をめざして 

農産品の入荷点検 

ＣＯＯＰ宅配 

アプリアイコン 



 

 

コープ北陸創立２５周年を記念した「還元企画」として「感謝還元祭」特集

や「25 ポイント付与」「ポイント山分け」企画を実施しました。また、厳しさ

を増すくらしを応援するため「年間家計応援商品」を拡充し、定期登録商品４

５品目を「25 周年記念・年間家計応援商品」に設定し、更に値下げしました。

多くのご利用をいただき、年間で１億６,６６１万円の組合員還元をおこないました。 
 

コープ北陸創立２５周年記念商品を開発しました。 

福井県産こしひかりの米粉、石川県産能登大納言(小豆)、能登の塩、と

やまアルペン乳業製造の生クリームを使用した「北陸がぎゅっとつまった

生どら焼き(能登塩)」の開発をコープ公式アンバサダー(試食モニター)と

ともにすすめました。 

 

 

昨年に引き続き組合員モニターを募集し１,５８２名の組合員に参加いただきました。 

今年度は新たな取り組みとして、組合員モニターのうち３０名をコープ公式アンバサダー(試

食モニター)に任命し、コープ北陸創立２５周年記念商品の開発に参加いただいた他、ご自身の

ＳＮＳで商品画像や試食の感想を発信していただきました。 

 

 

20 代、30 代の子育て世代への広報活動強化を目的として、インスタグラム

にてコープ北陸【公式】アカウントを 9 月６日に開設し、子育て世代のニーズ

にあった商品の投稿を開始しました。フォロワー数は２９１名(目標３００名)

となりました。(2022 年 3 月 31 日時点) 

 

 

これまで欠品・遅配お知らせメールのサービスを行っていましたが、 

7月 1回企画分より新たなメール配信サービスを開始しました。 

①欠品・遅配のお知らせ 

注文商品で「欠品」または「遅配」が確定した場合に事前にお知らせします。 

※お届け間際で欠品･遅配となった場合は、配達時に担当者またはお詫び案内でのお知 

らせとなります。 

②注文締め切りのお知らせ 

注文締め切り前日の夕方時点で、ご注文の受付が確認できない場合にお知らせします。  

③抽選結果のお知らせ 

数量制限や抽選商品企画で抽選の結果、注文数よりお届け数が下回る場合にお知らせします。  

④生協からのお知らせ 

お得な情報の他、緊急連絡（大雪や台風･地震など災害時の配達情報など）を配信することもあります。 

くらしに寄り添い、 
利用しやすく分かりやすい仕組みづくり

コープ北陸創立２５周年を記念して 

組合員モニター募集、コープ公式アンバサダー任命 

インスタグラムにてコープ北陸【公式】アカウントを開設 

メール配信サービスがさらに便利に 
組合員さんからの声 

数量限定商品の抽選

結果を早く教えてほ

しい。 

Instagram 
コープ北陸【公式】 

北陸がぎゅっとつまった 

生どら焼き(能登塩) 



  
 

 

 

 

 

仕様書管理  

取扱商品が、コープ北陸商品取扱自主基準（不使用添加

物、アレルゲン表記）等に適合しているかをお取引先から

提出された商品仕様書（商品の設計書）にて点検していま

す。点検時に不適合となった場合は、仕様の変更など必要

な対応を実施しています。 

今年度は、新たな加工食品の原料原産地表示制度に対応

し、商品包材の改版時期の確認やコープ北陸ＰＢ商品の表

示作成を順次すすめました。 

 

商品検査  
お届け商品に起因する食中毒発生防止を目的に、商品の

微生物検査を実施しています。 

また、理化学検査分野では、残留農薬検査、DNA 検査、ヒ

スタミン検査など石川県立大学の共同研究にてすすめてい

ます。この他、放射能検査や産地判別検査なども必要に応

じて実施しました。  

 

 

 

工場点検  
食品製造工場の衛生状況や記録類の整備状況の確認、仕

様書どおりに製造されているかなどを生協の基準で点検し

ています。また、問題があった場合は工場とともに改善する

姿勢で臨みます。 

 新型コロナウイルス感染拡大を受け、不急の工場点検は

中止しました。 

 

お申し出管理 

お申し出情報を一元管理するシステム「クイックプロⅡ」

を利用し、会員生協の他、全国の生協でのお申し出の発生状

況を監視しています。 

日本生協連、全国生協との連携によりお申し出対応の演

習をおこない、お申し出対応の強化をはかりました。 

新商品点検数 3,149 品 

リニューアル点検数 3,638 品 

定期更新点検数 0 品 

詰合せ商品点検数 45 品 

仕様書点検合計数 6,832 品 

企画中止品目数 10 品 

微生物検査数 6,970 品 

残留農薬検査数 78 品 

産地判別検査数 14 品 

ＤＮＡ検査数 10 品 

放射能検査数 14 品 

ヒスタミン検査数 10 品 

アレルゲン検査数 6 品 

栄養成分分析検査受託数 52 品 

専門家・職員工場点検数 10 品 

全国生協共同工場点検数 34 品 

帳合お取引先共同工場点検数 24 品 

工場点検数合計 68 品 

お申し出件数 4,188 品 

重大お申し出件数 0 件 

重要改善お申し出件数 0 件 

重要対応お申し出件数 0 件 

食の安全・安心への取り組み

お届け商品の安全・安心を守るための 5 つの確認業務（仕様書管理・商品検査・工場点検・

お申し出管理、産地・ 原料管理）をおこなっています。 

２０２１年度安全確認業務報告 



 

 

 

 

産地・原料管理  

取扱商品で産地偽装、重大なお申し出等の問題が発生し

ないよう未然防止に取り組んでいます。 

月次で実施している商品取扱検討会では、産地判別検査や

他生協発生のお申し出詳細を確認するなど、企画商品のリスク対応を実施しています。 
 

 

 

会員生協と連携し、5 月から８月を品質管理強化月間と位置付け、主に冷凍商品の解凍のお申し出

の削減に取り組みました。期間中の解凍に関するお申し出は 100 件と目標(86 件以下)には届きませ

んでしたが、前年度より減少させることが出来ました。 

 

 

 

コープデリ連合会、東海コープ事業連合、コープきんき事業連合、コープ中国四国事業連合とすす

める商品仕様書の共同点検（CKNS＝コープカルテネットワークシステム）の共同点検率は 19.6％

と前年より 0.9％向上しました。 

 

 

これまで発行してきた「あんあんニュース」に加え、動画の

制作に取り組み公開しました。また「あんあんニュースのスマ

ートフォン対応」の準備をすすめました。 

 

 

 

 5 つの安全確認業務をおこない、3 つの基準･6 つの要件を満たした商品です。 

 3 つの基準 

 1．包材表示は法律に則って表示されており、適正です。 

 2．品質管理システムに基づいた商品の製造管理がされています。（より確かな安全性） 

 3．組合員の利用支持、ニーズの高い商品です。 

6 つの要件 

 1．取引先評価が「A 評価」の商品 

 2．原料仕入れメーカーに対する牽制のとりくみができている 

 3．年 1 回、商品仕様書の更新点検ができている  

4．専門家による工場点検評価が A 評価 

5．品質管理システムに基づいて製造された商品 

6．組合員利用支持のある商品 

リスク予兆情報発信数 608 件 

リスク予兆点検商品数 46,206 品 

企画中止商品数 6 品 

食の安全・安心への取り組み

安全・安心認証商品について 

情報発信の強化 

品質管理強化月間の取り組み 

全国生協との連携強化 



 

 

私たち生協はエシカル消費を 環境・社会・人々・地域 の４つの視点ですすめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有機 JAS 

有機 JAS とは、農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないこ

とを基本として自然界の力で生産された食品を表しており、農

産物、加工食品、飼料、畜産物及び藻類に付けられていま

す。日本では JAS 規格による登録認定機関の認証を受けた商

品だけが有機 JAS マークをつけ、 

「有機」と表示をすることができます。 

コープの洗剤環境寄付キャンペーン 

洗剤環境寄付キャンペーンは、対象商品 1 点の利用につき 0.5

円を、WWF ジャパンに寄付しています。持続可能なパーム油の

生産などを支援する活動につながります。 

2021 年の利用は、77,743 円の寄付に相当します。 

 

マングローブ植樹活動の支援 

インドネシア･タラカン島の生産者・メーカー、ＷＷＦ(世界自然

保護基金、タラカン市が協力して取り組んでいる「マングローブ植

樹活動」を支援しています。対象商品１点につき 1 ～ 2 円を

マングローブの苗の購入や環境保全活動などに 

活用しています。 

2021 年度の寄付金額は、28,004 円となりました。 

FSC®認証 

FSC®認証は、適切に管理された認証林やその他責任をもって

調達された原材料で作られた製品に認証ラベルを付けて消費

者に届ける仕組みです。 

 

サンゴ植え付け活動支援 

サンゴ礁の保全により地球環境と生命の源である海を守り育て

ることを目的として、「   味付もずく」１パックにつき 1 ～ 2

円をサンゴ基金に充て、原料産地である沖縄県恩納村漁協が

取り組む「サンゴ植え付け活動」を支援しています。 

2021 年度のサンゴ基金は、310,849 円となりました。 

インドネシア・エビ養殖業改善プロジェクト 

「CO・OP 殻むき簡単ブラックタイガー」を含む「粗放養殖マーク」

のついた対象商品 1 点の利用につき、3 円をブラックタイガー養

殖業改善協力金として「スラウェシ島エビ養殖業改善プロジェク

ト」に寄付しています。 

2021 年度のブラックタイガー養殖業改善協力金は、 

371,229 円となりました。 

MSC 認証 

MSC「海のエコラベル」は、環境にやさしい MSC 認証漁業で獲

られた水産物に付けられます。 消費者がこのエコラベルが付い

た製品を選ぶことが、将来の世代へ水産資源を残していくこと 

につながります。 

コープのエシカルな取り組み
エシカル消費とは「環境」「社会」「人々」「地域」に配慮して 

モノやサービスを買うことで、SDGｓの 17 の目標を実現するための重要な手段の１つです。 

環境への配慮 ～地球環境を守る～ 

レインフォレスト・アライアンス認証 

レインフォレスト・アライアンス認証マーク付きの製品を買うことで、

農園労働者の権利と福利の支援、天然資源の保全、野生生

物と環境の保護の支援の一助になります。レインフォレストォレス

ト・アライアンスについての詳細は、www.rainforest-

alliance.orgをご覧ください。 

2021年度の支援結果は、対象商品の結集が進み 

計画・前年比とも大きく伸長しました。 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO･OPコアノンスマイルスクールプロジェクト 

ＣＯ・ＯＰコアノンスマイルスクールプロジェクトは、コアノンロール

１パックの利用につき１円を、ユニセフを通してアンゴラ共和国

の「子どもにやさしい学校」づくりに寄付しています。 

2021年度のご利用は、287,445円の寄付に相当します。 

 

CO･OP×レッドカップキャンペーン 

CO･OP×レッドカップキャンペーンは、キャンペーン対象商品１点

の利用につき１円を、国連ＷＦＰ協会に寄付しています。 

ミャンマー連邦共和国の子どもたちに学校給食を届けるために

使われます。 

2021年度は、64,561円の寄付に相当します。 

ピンクリボン運動キャンペーン 

コープ化粧品 1 点の利用につき 1 円を、認定 NPO 法人

J.POSH（日本乳がんピンクリボン運動）に寄付しています。 

乳がんに対する啓発や患者や家族の支援をすすめます。 

                  協賛：コープ化粧品 

2021 年度の利用は、21,051 円の寄付に相当します。 

フェア（公正）な価格で生産者を守るフェアトレード 

開発途上国から原料や製品を不当に安く買うのではなく、適

正な価格で継続的に買い取る取引を 「フェアトレード」といいま

す。この商品を購入することは、開発途上国の 

生産者や労働者の労働条件と生活状況の 

改善および環境保全の促進につながります。 

 

障害者ノルディックスキー応援キャンペーン 

2017 年 9 月よりスタートした取り組みです。対象商品を 1 点お

買い上げいただくごとに 1 円が、特定非営利活動法人日本障

害者スキー連盟ノルディックスキーチームの次世代を担うジュニアチ

ームに寄付されます。 

コープのエシカルな取り組み

社会への配慮 ～公正な社会の仕組みづくり～ 

人々への配慮 ～人々の「生きる」を支える～ 

キャンペーン期間：2021 年 10 月 1 日～11 月 10 日 

キャンペーン期間：2021 年 9 月 10 日～10 月 20 日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．「エシカル消費認知度向上」の取り組みとして、コープファミリーにてエシカル消費  

の特集企画を年間６回実施しました。エシカル消費対応商品では、認証型商品の利 

用点数が前年比 133.5％と大きく伸長しました。寄付対象商品は対象商品を拡大 

したことで寄付額は 1,220 千円と計画を上回りました。(計画比 105.8％) 

 

2．地産地消の推進を行うことで、地域貢献や商品の鮮度の向上をはかりました。 

＜2021 年度から導入した地場産品＞ 

富山県産：生きくらげ、花弁茸、キャンディトマトなど 

石川県産：金沢たけのこ水煮、能登の赤土じゃがいも、熟成加賀れんこん、 

味きららすいか、紋平柿など 

福井県産：紅い鈴（紅すずめ）、無限大の枝豆、越前しらやま大根など 
 

３．2021 年度分のサンゴ基金は、富山県生協・コープいしかわ・福井

県民生協の合計で 310,849 円となりました。 

基金は水温上昇の影響で白化死滅し、減少している沖縄の海での

サンゴの植え付け活動の費用等に充てられます。 

 

 2020 年度のサンゴ基金贈呈に対し、恩納村漁業協同組合より

お礼状をいただきました。 

 今後もコープ北陸事業連合では会員生協とともにサンゴ基金

の取り組みを継続してまいります。 

 

日本の農業を応援する。国産素材 

主要な原材料に国産素材を使用している商品です。 

生産者と消費者がつながる。産地指定 

主要な原材料に産地や栽培方法が明らかな国産素材を使用

した商品です。 

産直 

産直３原則 

1. 生産者や産地が明確なこと。 

2. 栽培方法（肥料の種類や農薬の種類・使用など）や肥育方法が明

確であること。 

3. 生産者と組合員の日常的な交流があり、信頼関係があること。 

産直３原則および５つの提携基準を満たした、コープ北陸の

産直マーク認定品 

 

コープのエシカルな取り組み

地域への配慮 ～豊かな地域を作り出す～ 

エシカル消費推進への取り組み 
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プラスチック包材の環境対応として、リデュース(使用量削減)に取り組んでいます。 

2020 年５月より『   ハチバンの焼きぎょうざ』のノートレー化を実施、現在も継続してい

ます。 

  

◆トレー削減枚数と重量 ※利用実績より算出  

          トレー削減枚数  削減重量(トン) 

2020 年度    343,782 枚    約 5.81 ﾄﾝ 

2021 年度   352,660 枚      約 5.96 ﾄﾝ 

 

 

2020 年度よりラベルレスペットボトルの取り扱い強化にも取り組んでいます。 

2020 年度は 96 企画の取り扱いにとどまりましたが、2021 年度は 157 企画まで拡大しまし

た。 

 

 
食品ロス削減の取り組みの一環として、2017 年より子ども食堂への食材提供を行っていま

す。現在は 7 団体と支援協定を締結しており、2021 年度は同一商品を含む 6,618 品の食材の

無償提供をおこないました。また、コープ牛乳の賞味期限延長やお米の精米年月日表示の見直し

(年月日表示から年月表示)を実施しました。 

 
 

当事業連合では、日本生協連の【生協の 2030 環境・サステナビリティ政策】の、温室効果ガ

ス排出削減目標『2030 年にＣＯ₂排出総量を 2013 年度比で 40％削減』を指標に、ＣＯ₂排
出削減に取り組んでいます。 

2021 年度は、新型コロナウイルス感染防止対策として出張や会議等が中止となり、公用車の

ガソリン使用量の削減につながりました。一方で、新型コロナウイルス感染防止対策として、事

務所内を常に換気しながらエアコン等を使用したため、電力使用量が増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球とエネルギーと未来のために

3R の取り組みの推進 

食品ロスの削減への取り組み 

CO₂排出量削減への取り組み 
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職員の研修などは、コロナ禍により中止いたしましたが、会員生協の配送担当者を対象とした

「重点商品学習会」を毎月オンライン形式で開催しました。各センター・支所から毎回 100 名

前後の参加があり、学習会で取り上げた商品の普及活動において大きな成果がありました。 

 

 

 管理職の在宅勤務を可能とするため、ワークフローシステム(電子申請システム)を導入し運

用を開始しました。本システムの導入にあわせ、記録類の作成手順を見直すことで業務効率向上

につながりました。 

 

 

 

業務フロー改革の取り組みとして「デジタル校正」の仕組みを導入しました。 

導入にあわせて点検項目の見直し、紙面校正回数の削減(３回から２回)により、1,765 時間の

校正時間短縮につながり、生み出された時間は紙面および品揃え改善につながる業務に振り替

えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染防止対策は継続しておこない、会議や交流会はオンライン会議を基

本として実施しました。出張等は行き先の感染拡大状況を確認し、感染防止対策のガイドライン

に沿って制限を行うなどの対策を実施しました。 

 

 

商品部の新規配属者向け教育資料を作成し、教育をおこないました。 

また、北陸３県における小売業の現状や消費動向を把握するための学習会をオンラインで開催

しました。 

 

 

 

業務改革の推進と人材育成 

人材育成 

学習会・研修 

ワークフローシステム(電子申請システム)の導入 

新型コロナウイルス感染防止対策   

「デジタル校正」の導入  

企画マスターと紙面画像を並べ

て表示点検を行っています 
デジタル校正を行っている様子 



 
 

ガバナンスと内部統制の強化および意思決定の迅速化をはかることを目的に副理事長の選

任を行い、理事長会議の開催をスタートしました。 

 

 

危機管理全体マニュアル、新型感染症ＢＣＰマニュアル、雪害対応版ＢＣＰマニュアル、個

人情報保護マニュアルの改訂を行いました。また、組合員対応が必要な商品トラブルが発生し

た際の対策会議開催マニュアルを整備しました。 

 

 

高齢者雇用安定法の改正趣旨に沿って長く働ける制度を整備し、エルダー職員の雇用上限年

齢の見直しを行いました。また、パートタイム・有期雇用労働法の改正内容に沿って処遇改訂

を行い、エルダー職員の一時金支給と賃金体系の見直し及び人事考課の導入を行いました。 

 

とやま生活協同組合の誕生に向け、「富山県内生協組織合同支援タスク」を設置し、商品・

物流・システム等に関する検討課題の協議と進捗確認を行いました。 

 物流に関しては、物量がこれまでの 1.2 倍程度に増加することから、ドライ集品ラインを 2

ライン増設しました。また、輸配送効率の維持・向上を目的に、2022 年度転送便運行計画に

ついて会員生協と協議を重ね合意形成をはかりました。 

 

リスクマネジメント 石川県民一斉防災訓練(シェイクアウトいしかわ)にて、訓練開始の合図の後 

、「身の安全を守る行動」を１分間実践しました。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、火災と地震を想定した総合

消防訓練と、心肺停止状態での処置（AED実技訓練）は中止としました 

下請法・独占禁止法に抵触する事例の発生はありませんでした。 

内部統制マネジメント 
2021年 11月、内部統制基本システム規則に基づき、内部統制モニタリングを

実施しました。 

環境マネジメント 
環境目標 9項目中、8項目は目標達成しました。 

ＣＯ₂排出量削減の取り組みは、目標達成できませんでした。 

2021 年度は環境に関するご意見を 84 件（会員生協組合員から 84 件、会員生

協から 0件）受け付けました。 

エコ商品・商品企画に対するご意見や、詰替商品の企画やご要望、簡易包装を

求める声が数多く寄せられました。 

 

経営管理・機関運営 

ガバナンスの強化 

事業継続計画(ＢＣＰ)の整備   

経営管理   

新しい生協づくりの支援  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行日：2022 年 6 月  

発行者：生活協同組合連合会 コープ北陸事業連合 総合企画室 

〒921-8005 石川県金沢市間明町ホ 63 番地 

TEL：076-269-2394  FAX：076-269-4244  

ホームページ https://www.coop-hokuriku.net/ 


