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編集方針 

この報告書は、こうち生協が取り組んで

いる社会的責任・社会的役割に関する活

動を報告するものです。 

対象期間は、2017年度の事業・活動を中

心に報告しています。 

 

 

ＳＤＧｓのアイコン掲載について 

報告の中では、ＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）の目標と関わりのあるこうち生

協の事業や活動の事例にアイコンを掲

載しています。 

 



こうち生協とは 

 

 

 

 

 

 

 

暮らし、よりよく、力あわせて 

生協(せいきょう)とは「生活協同組合」のことで、私たち消費者が暮らしのなかで生まれる共通の願いを

実現するために手を取り合って自ら運営していく組織です。安全安心な食と暮らしを求め、組合員の一人ひ

とりが「出資」｢利用｣「運営」に参加することで支えられています。 

生協は営利を目的とせず、人と人の結びつきにより、より良いくらしを実現することを目指しています。 

 

こうち生協がめざしているもの 

基本理念 

『 健康と子どもたちの未来のために 』 

○人間らしい豊かなくらしの創造、よりよい環境と平和をめざします 

○地域住民のくらしと健康を守り、住みよい地域社会づくりをめざします 

○協同の輪を広げ、県民の多数が参加する組織をめざします 

○地場生産者と手を取り合い、安心･安全なコープ商品の開発をすすめます 

○地域のさまざまな団体、商工業者のみなさんとともに｢協力･協同｣を強め、明るい町づくりの取り組みをす

すめます 

○継続発展できる経営基盤の確立と人材育成をめざします 

 

こうち生協の誕生 

1985年 11月 18 日、こうち生協は 2013 人の組合員によって立ち上がりました。健やかな未来とよりよい暮

らしのためにお互いに支え合い、理想を実現しようと集まった組合員は現在高知県全域で９万人を超え、ま

すますその輪が広がっています。 
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安心してくらせる地域社会づくりへ 

□  行政・地域諸団体との連携  

    

●地域を見守る取り組み 

こうち生協では、さまざまな事業や活動を通じて、誰もが安心してくらせる地域社会づくりに取り組んで

います。宅配事業の基盤を活用した「地域の見守り活動」は、配達の際に担当者が異変に気付いた場合、事

前に取り決めた連絡先に連絡を行うものです。 

高知県全域において日頃から商品の配送を行い、地域住民と接する機会の多いこうち生協に見守り活動の

協力依頼があり、2007 年に協定を締結して地域の見守り活動に取り組んでいます。 

 

 

○｢こうち生活協同組合｣｢高知県民生委員児童委員

協議会｣｢高知県｣の 3者間で 

地域見守り協定を締結（2007年 10月 19日） 

 

○｢こうち生活協同組合｣｢高知市民生委員児童委員

協議会連合会｣において高知市における地域の見

守り活動に関する協定を締結 

（2008年 10月 14日） 

 

 

●災害時に早期支援を 

こうち生協は、大規模災害等が発生した時に自治体や他県の生協と相互に協力して、住民生活の

早期安定を図るため、食料・飲料水・生活必需品等の供給や事業の早期再開支援をおこなう協定を

結んでいます。 

 

□協定を結んでいる自治体 

・高知市・南国市・土佐市・安芸市・いの町・佐川町・越知町・四万十町・本山町・日高村・芸西

村・北川村 

□協定を結んでいる生協 

・コープかがわ・コープえひめ・とくしま生協・コープやまぐち・生協しまね 

 

安心してくらせる地域社会づくりへ 
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□  地域社会の課題解決を目指して 

 

   

●子ども食堂を支える取り組み 

高知県全体に広がるこども食堂を応援するために

こうち生協で取り組んでいる「お年玉募金」からの

一部を「高知県子ども食堂支援基金」にあてる取り

組みをはじめました。また宅配カタログ「こうち版

リプレ」から、商品の利用 1 点につき 1 円を同基金

に募金する取り組みを始めました。 

 

▲子ども食堂の開催日にあわせ店舗の組合員活動室を提供

●組合員同士のくらし助け合いの会「コープたんぽぽ」 

「困った時はお互いさま」の気持ちを大切に活動

する援助活動です。誰もが住み慣れた地域で安心し

て暮らしていけるよう、家の掃除や洗濯、買い物な

どの家事や、付き添い、話し相手、産後の援助など

幅広い活動を行いました。 

●店舗でつどい活動を実施 

地域に暮らす高齢者が楽しく集うことのできる場

づくりとして、お食事会「季節のつどい」を開催し

ています。レクリエーションや健康チェック、スタ

ッフ手作りのランチなど、お喋りや笑い声が絶えな

い場となっています。 

 

活動会員 22人・利用会員 46人・賛助会員 77人 

活動件数 1,114件 

活動時間 2,076時間 

高知県子ども食堂支援基金への募金 

193,500円 

店舗にて開催(コープよしだ・コープかもべ) 

開催回数 6回 

参加のべ人数 77人 

安心してくらせる地域社会づくりへ 
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□  災害復興支援 

  

 2017年は、大型台風による豪雨や大雪などの自然災害による被害が全国各地で発生しました。 

こうち生協では引き続き募金活動やさまざまな災害復興支援に取り組みました。また、東日本大震災や九州

北部豪雨などの被災地への支援も継続して行っています。 

 

▲組合員さんから集まった編み物の発送作業（震災復興支援委員会）

 

●南海トラフ地震に備え自助を養う活動 

地域で活動する防災士を迎え、防災に関する学習会を開催しました。高知の地形や地盤を見ながら想定さ

れる現状などの説明や自分たちでできる防災について学びました。参加の組合員さんは自分の住む地域につ

いて積極的な質問や情報共有を行いました。 

 

 

▲災害時に想定される話に真剣に聞き入る参加組合員さん 

 

 

震災復興支援委員 8人 

※2017年度で活動終了 

東日本大震災被災者支援募金：1,852,558 円 

岩手に編み物を送ろう：参加 71人・約 200点 

東北の生産者の買い支え(2回実施)：62,350円 

九州北部豪雨救援募金：733,508円 

安心してくらせる地域社会づくりへ 
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地域社会づくりへの参加 

こうち生協は、事業・活動の基盤を活用した地域社会づくりに取り組んでいます。地域の誰もが安心して

くらし続けられるよう、それぞれの分野でネットワークづくりを進め他団体との連携を強化しながら地域社

会づくりに参加しています。 

□  子育て支援 

 

●ホッとできる「ひろば」を毎週開催 

子育てしやすい地域社会を目指す活動のひとつ

「子育てひろば」では、子育て中の親子が自由に来

られる場をつくり、お母さん同士が交流をしたり、

子育て経験のあるスタッフと話をするなどホッとで

きる場を目指して活動を続けています。 

 

 

  

                              ▲「子育てひろばクリスマス会」ではサンタさんが登場！

●子育て世代をさまざまな形で応援する「子育て応援講座」を開催 

子育て広場では勉強会や親子で行う運動、ランチ

会やカフェなどの子育て応援講座を開催していま

す。小さなお子さんを持つ世代に向け被災時の行動

を考えるきっかけにと開催した防災の講座では、参

加者が防災について学びながら同じ立場で悩みを共

有するなど交流も深まりました。 
 

▲「ポリ袋料理と災害用グッズ作り」講座の様子

 

 

  

 

 

 

 

 

会場 コープよしだ店（毎週月曜日に開催） 

開催回数 40回 

参加のべ人数 親子352人 

●地域と一緒に、仕事体験 

市内中心部の商店街が主催したお仕事体験イベントに、

こうち生協も参加しました。当日は 28 の企業や団体と、体

験する 300人以上の小学生が集まり、あらかじめエントリ

ーした仕事を体験しました。こうち生協では商品のお届け

作業やおすすめ商品の説明などに挑戦しました。 

 わくわくワーク「るんだ商店街」でのお仕事体験の様子 

地域社会づくりへの参加 
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●児童クラブで「出前授業」を開催 

小学校の児童クラブからの「夏休み中に学びの場

がほしい」との願いに応え、夏休み期間中に出前授

業を開催しています。さまざまなニーズに応えるた

め 2017年度は「平和」「金銭」「食」の各テーマ

を準備し、希望する授業を行いました。 

 

                                ▲食をテーマにした授業の様子 

 

□  暮らしを見直す活動 

 

組合員さんが学習できる場をつくり、それらに関する情報提供を継続的に行っています。 

 

●エシカル消費についての理解を深める活動 

高知県生活協同組合連合会が主催したエシカル消費に関する講演会に協力し、こうち生協の組合員さんも

当日参加しました。講師には、一般社団法人エシカル協会代表理事の末吉里花さんを迎え、世界で起きてい

ることや身近な暮らしのこと、ご自身の体験談やエシカルへの思いなどお話しいただきました。 

講演後、こうち生協の組合員さんや職員にも広く知らせようと、組合員さん向けの機関紙や職員向けの部

内報でこの様子を特集した記事を掲載しました。 

 

  

 

開催期間 2017年7月26日～8月22日 

開催数 10ヶ所（高知市内の小学校放課後児童クラブ） 

参加児童数 434人 

地域社会づくりへの参加 
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ふだんのくらしへの役立ち 

 こうち生協は組合員さんのさまざまな願いを実現するため、宅配事業･店舗事業･共済事業･保険事業･サー

ビス事業を推進し、それぞれの事業の連携を図っています。組合員さんの声を聞きながら、ふだんのくらし

を総合的にサポートし、生涯を通じて利用いただける事業の構築を目指しています。また、みんなのよりよ

いくらしを目指して環境やエシカル消費に配慮したコープ商品の普及・啓発を行っています。 

 

□  エシカル消費の取り組み 

      
よりよい社会に向けて人や社会、環境に配慮した消費活動のことを 

「エシカル消費（倫理的消費）」といいます。こうち生協では、エシ 

カル消費に対応した商品（フェアトレード認証商品、環境配慮商品、 

社会貢献寄付金付商品など）の普及を進めています。 

 

●エシカル消費に対応したＣＯ・ＯＰ商品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱帯の森と人を守る 

  

▲カカオ 70％チョコレート 

コアノンスマイルスクールプロジェクト 

（1パック購入で 1 円をユニセフに寄付） 

   

▲コアノンロール(シングル) 

国産素材を使用した商品 

     

▲日本の苺ジャム  ▲宮崎のカットほうれん草 

社会貢献寄付金付商品 

洗剤環境寄付キャンペーン 

（1品購入で 1円を環境保護団体に寄付） 

   

▲セフター本体と詰替え用パック 

 
環境配慮商品については、日本生協連のホームページの中で環境や 

リサイクルを考慮した商品を積極的にお知らせしています。 

 

ふだんのくらしへの役立ち 
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持続可能な漁業で獲られた水産物 

 

   

▲無着色たらこ 

 

●地産地消の推進

〇宅配などの商品 

県内各地の地場産品を集めて企画しているカタログ「こうち版リプレ」(月 1回発行)では、高知県内のさ

まざまな企業・生産者さんと組合員さんを結ぶ紙面づくりを進めています。 

 

 

〇店舗商品 

高知県産の商品をより多く取り揃えています。あわせて地元の生産者さんの顔が見えるお知らせをして組

合員さんに案内しています。 

    

▲生産者さんのコメントを掲載したＰＯＰ          ▲全て高知県内産のトマト。この日は 7種類を案内 

公正な価格で生産者を守る 

    

▲フェアトレードコーヒーバッグ炭焼珈琲 

ふだんのくらしへの役立ち 
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□ 宅配などの事業 

 

こうち生協の宅配には、ご自宅の玄関までお届け

する個人宅配、ご近所のグループや職場にお届けす

る共同購入、またお店や各拠点で商品の受け取りな

どニーズに合わせたお届けを行っています。 

 

 

●県下全域への配達 

県内を 6 つのエリアに分け支所を配置し、高知県

下全域への配達を行っています。高知県は県内の 34

市町村のすべてが中山間地域を含む市町村となって

おり、人口減少や高齢化の進行などの課題を抱えて

います。こうした地域住民のくらしを守り一人ひと

りの組合員さんのくらしの中でこうち生協がより役

立つことを目指し、商品を毎週お届けしています。 

   

▲支所から 1時間程で到着する配達場所で組合員さんと

 

●利用者の声に応え、エネルギーと塩分を抑えた食事をお届け 

健康な食生活を応援する「夕食宅配」はご利用者

の声に応えエネルギーと塩分を調整した日替わりの

メニューでお届けしています。加えて、様々な世代

に対応したコースを設置しています。またセカンド

メニューの充実や土・日用の冷凍弁当、年末にはお

一人様おせちや歳時商品などのご案内をしました。 

登録人数 4,445人 

利用人数 849人   

利用食数 1,004食(1日当たり)※2017年3月4週実績より 

声に応えて(組合員さんのリクエストによる商品企画) 

企画要望 1625件  

年度内企画実現 690件 

 

宅配事業全体の供給高 

85億1,418万円 

（1万円未満は切り捨て） 

ふだんのくらしへの役立ち 

9 



 

□  店舗事業 

 

日々のくらしに役立つ商品を提供するため、使う方が必要とする買い場づくりやメニュー提案、半調理品

の品揃えを進めるなど地域や組合員さんのニーズに応じたお店づくりを行っています。 

●使う方の立場にたって

それぞれの生活スタイルに合ったお買物をしてい

ただけるよう、さまざまな量目での商品作りを進め

ました。お店でいただく声を聞き、少量目や 1人用

に加工した商品を増やしました。またリクエスト商

品や宅配事業で人気の商品などを品揃えし、組合員

さんの声や商品紹介をＰＯＰで紹介しています。 

 
▲要望に応えた「玉ねぎ 1/2カット」の販売 

●地域とつながる活動室の提供 

各店舗の 2階に組合員活動室があります。コープ

よしだ店では毎週月曜日に「子育て広場」を開催し

子育て世代の親子が集まる場となっています。他に

も地域の高齢者を対象としたお食事会や、食育のイ

ベント等を行っています。 

組合員さんの活用も活発で、こうち生協のサーク

ル登録をされた組合員さんや地域の方々が集まる場

となっています。また子ども食堂への支援として毎

月会場の貸出しを行っています。 

 

▲サークル活動の様子

店舗数 2店舗 

供給高 19億6,118万円（1万円未満は切り捨て） 

よかった･よくするカード 140件 

ふだんのくらしへの役立ち 
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□ 共済事業 

 

 ケガや病気などのくらしの「もしもの時」に備えるため共済事業を行っています。日本コープ共済生活協

同組合連合会（略称：コープ共済連）が扱っている「ＣＯ･ＯＰ共済」は、全国の生協でその輪が広がってお

り、こうち生協でも組合員さんのくらしのなかでコープ共済が安心の支えとなることを目指しました。 

  店舗で開催している共済相談会の様子 

 

●ＬＰＡの会が全国表彰 

ＬＰＡ（ライフプランアドバイザー）の会では、

くらしの見直しのさまざまなテーマでセミナーや講

演を行いました。こうち生協の内外で開催したセミ

ナーの参加人数において 2年連続で全国 1 位とな

り、コープ共済連から表彰されました。 

 

 

▲こうち生協ＬＰＡの会によるセミナーの様子

 

【こうち生協 ＬＰＡの会】 

くらし全般に関わる知識を広げることを目指し、セミナーや講演会などの企画・運営をしています。講師

はＬＰＡ養成講座を修了し、国家資格のＦＰ技能士の資格を取得しています。組合員さんの立場に立って

「今、知りたいこと」を伝えたい思いで新たな講演内容も増えており、組合員さんはもとより外部からの依

頼もあるなど、多く学びの場を提供しています。 

 

組合員LPA 8人 

学習会開催 21回 

参加人数 1,041人（全国第１位） 

加入件数 60,891件 

給付件数 8,891件 

共済保険給付者ありがとうの声 629件 

ふだんのくらしへの役立ち 
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□ サービス事業 

快適なくらしづくりをお手伝いするこうち生協のサービス事業は、困りごとにも気軽に相談でき、さまざ

まな安心できる提携を拡げることでより楽しいくらしづくりへの貢献を目指しています。組合員さんの日常

のくらしをより輝かせるような商品や各種サービスを案内しています。 

 

 

 

●防災と環境をテーマにした住宅フェアを開催

住宅事業では環境に優しく災害に強い住まいを提

案する「エコな住まいフェア」を、県内の住宅業者

や環境団体と一緒に開催しました。各相談コーナー

や環境について親子で遊びながら学ぶエコブースが

並びました。また防災について学ぶセミナー「モノ

とお金の備え方 ～南海トラフ大震災からゲリラ豪

雨にも対応！風水害編～」も同時に開催しました。 

 

▲お子さんが楽しむコーナーも設置（エコな住まいフェアより）

□  品質保証 

  

こうち生協の品質管理室では、カタログで企画さ

れる商品や店舗取扱いの商品・夕食宅配商品などの

日常的な抜き取り検査を行っています。また鮮度・

品質・微生物・衛生状態・製造現場、それぞれの点

検や排除した添加物の検査、抜き取りによる表示や

製造日付のチェックを行っています。2017 年度は商

品品質に関するお申し出が 529件ありました。 

 

 

 

供給高 1億7,094万円（1万円未満は切り捨て） 

ふだんのくらしへの役立ち 
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社会への貢献 

□  環境活動 

     

組合員さんや地域社会とともに持続可能な社会を目指し、温室効果ガスの削減や再生可能エネルギーの普

及、リサイクルおよび事業活動からの廃棄物の削減に取り組んでいます。 

 

●レジ袋削減の取り組み  

 店舗では「買い物袋持参運動」を実施していま

す。現在、マイバックの持参でのお買物 1 回につき

2 円の還元を行っています。買い物袋のリユースコ

ーナー（組合員さんに不要なエコバックや紙袋等の

提供を呼びかけ、集まった袋はマイバックを忘れた

来店者が再利用するもの）は組合員さん同士が参

加・利用できる取り組みとなっています。 

 
▲店舗の買い物袋リユースコーナー

●高知県地球温暖化防止県民会議に参加 

県が取り組む「高知県地球温暖化防止県民会議」

に登録し、さまざまな取り組みに参加しています。

毎年 10～11 月に県内の量販店が参加する「マイバ

ッグキャンペーン」に参加して店舗でレジ袋の削減

枚数の集計結果を掲示するなどして啓発を強化して

います。 

また温暖化防止活動の一環として取り組んでい

る、交通エコポイント活用社会還元事業「ですかで

ゴー」にも賛同し寄付の協力を行っています。この

事業は県内の小学生を対象に、マイカーの利用に比

べて温暖化ガス排出の少ない公共交通を無償で利用

していただくもので、路面電車やバスに乗って校外

学習に出かける体験の支援となっています。 

 

▲高知県地球温暖化防止県民会議の総会における感謝状贈呈式

（前列中央は尾崎高知県知事） 

 

 

レジ袋削減（レジ精算方式） 

想定削減枚数※ 317,669枚 

削減率 27.8％ 
※レジ袋削減の取り組みをしなかった場合のレジ袋の使用量の想定

と、取り組んでいることによる実際のレジ袋使用量の差 

交通エコポイント活用社会還元事業 

・寄付（10,000円） 

・監理委員会委員の委託 

社会への貢献 
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●自主回収・リサイクルの推進 

宅配事業では商品を入れる内袋や企画カタログ・注文書そのほかを、店舗事業では食物残さを回収し堆肥

にするなどのリサイクル活動を行いました。各事業所や組合員さんからの回収量やそれによる二酸化炭素の

量を換算し公開しています。 

 

古紙１トンあたり立木２０本に相当、立木１本あたり年間１４ｋｇのＣＯ２を吸収

プラスチックごみ１ｋｇ当たりのＣＯ２換算係数は２．６を使用

生ごみ１ｋｇ当たりのＣＯ２換算係数は０．３４を使用

買物袋１枚当たりのＣＯ２換算係数は炭素換算（0.0281kg（c））×CO2への換算係数（3.67）を使用

２０10年度の１年間、生協の事業所からでた廃棄物の分別や、組合員さんからの回収物の分別、計量
を行いました。結果を、二酸化炭素の排出に換算すると、このようなものになりました。

廃プラスティックの分別
（固形燃料の原料にリサイクル）

２３，７０２kg

５０トンのCO２の

発生を削減

共同購入カタログ等の回収
（古紙製品の材料にリサイクル）

１，２３２，６６０kg

立木に換算すると

２４，６５３本分
吸収するCO２

３４５トン

牛乳パックの回収
（古紙製品の材料にリサイクル）

１８，７００kg

立木に換算すると

３７４本分

吸収するCO２

５トン

卵パックの回収
（卵パックに再生）

３，４５０kg ７トンのCO２の
発生を削減

買い物袋再利用
（レジ袋を辞退した人から

換算した枚数）

３３８，９００枚

３４トンのCO２の

発生を削減

トレイの回収
（トレイに再生）

２，４１４kg ５トンのCO２の

発生を削減

お店の生ごみの分別
（堆肥にリサイクル）

３６，１８６kg

１２トンのCO２の

発生を削減

コピー紙･チラシなどの分別
（古紙製品の原料にリサイクル）

７，４４６kg

立木に換算すると

１４９本分

守られた立木が１年間に

吸収するCO２

２トン

ダンボールの分別
（古紙製品の原料にリサイクル）

８５７，４４８kg

立木に換算すると

１７１４９本分

吸収するCO２

２４０トン

焼却ゴミに
しないことで

焼却ゴミに
しないことで

焼却ゴミに
しないことで

製造されるレジ袋が減
ることで

焼却ゴミに
しないことで

事
業
所
ゴ
ミ
の
分
別
か
ら

組
合
員
さ
ん
か
ら
の
回
収
か
ら

立木に換算すると

４２３本分
吸収するCO２

６トン

共同購入注文書
（古紙製品の原料にリサイクル）

２１，１５０kg

２０１７年度の１年間、生協の事業所からでた廃棄物の分別や、組合員さんからの回収物の
分別・計量を行いました。結果を二酸化炭素の排出に換算するとこのようなものになりました。

廃プラスティックの分別
（固形燃料の原料にリサイクル）

１５，５８４kg

４０トンのCO２の

発生を削減

共同購入カタログ等の回収
（古紙製品の材料にリサイクル）

１，５７４，２５０kg

立木に換算すると

３１，４８５本分
吸収するCO２

４４０トン

牛乳パックの回収
（古紙製品の材料にリサイクル）

１４，２６７kg

立木に換算すると

２８５本分

吸収するCO２

３．９トン

卵パックの回収
（卵パックに再生）

４，３９４kg １１トンのCO２の
発生を削減

買い物袋再利用
（レジ袋を辞退した人から

換算した枚数）

３１７，６６９枚

３２トンのCO２の

発生を削減

トレイの回収
（トレイに再生）

１，５１４kg ３．２トンのCO２の

発生を削減

お店の生ごみの分別
（堆肥にリサイクル）

６１，５０２kg

２０トンのCO２の

発生を削減

コピー紙･チラシなどの分別
（古紙製品の原料にリサイクル）

２，８６６kg

立木に換算すると

５７本分

守られた立木が１年間に

吸収するCO２

０．８トン

ダンボールの分別
（古紙製品の原料にリサイクル）

４３８，０７３kg

立木に換算すると

８，７６１本分

吸収するCO２

１２２トン

焼却ゴミに
しないことで

焼却ゴミに
しないことで

焼却ゴミに
しないことで

製造されるレジ袋が減
ることで

焼却ゴミに
しないことで

事
業
所
ゴ
ミ
の
分
別
か
ら

組
合
員
さ
ん
か
ら
の
回
収
か
ら

立木に換算すると

５１２本分
吸収するCO２

７トン

共同購入注文書
（古紙製品の原料にリサイクル）

２５，６１０kg

社会への貢献 
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●再生可能エネルギーの取り組み 

2003年 5 月から太陽光を利用した市民共同発電設備が店舗（コープよしだ）の屋根で稼動しています。こ

れは県内外の市民有志が共同出資し、こうち生協が屋根を提供しているものです。発電された電気は生協が

買い取り、コープよしだ店で使用しています。 

 

 

 

 また、2014年 8月末に商品センター、2015年に支所（中央支所・須崎支所）の屋根にそれぞれ太陽光発電

設備を設置し、発電を行っています。 

 

▲商品センターの太陽光発電設備 

 

●コープの洗剤環境寄付キャンペーンの実施 

2010年からこの取り組みを行っています。毎年 6 月～11 月の期間中、コープの洗剤を 1個購入ごとに 1 円

を寄付金として積み立てを行いました。この積立金は、高知県森と緑の会に全額寄付を行いました。 

 

 

 

 

発電容量 3,625kＷh 

発電容量 585,985kＷh 

2017年度寄付対象金額 58,859円 

社会への貢献 
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□  平和活動・ユニセフ 

  

こうち生協では、平和について考え、学習するさまざまな取り組みを継続しています。その中で「ピース

カンパ」の呼びかけを行い、組合員さんから善意の募金が集まりました。こうした支えをもとに平和の取り

組みを進めています。 

 

●ピースカンパを活用した主な取り組み 

・「少年少女ヒロシマの旅」：組合員の子どもさんが広島に行き、原爆について学びました。 

・「沖縄戦跡・基地めぐり」：組合員ご家族が沖縄に行き、沖縄戦と米軍基地について学びました。 

・「ピースアクション inこうち」：被爆したピアノでコンサートを開催し、平和の大切さを確認しました。 

・「平和 DVD紙芝居『ぼくのみた高知大空襲』の上映」：高知県在住の岡村正弘さんの戦争体験をもとにし 

  た紙芝居を DVD化し、夏休み出前授業での上映や、組合員さん・学校・図書館に配布しました。

   

▲少年少女ヒロシマの旅          ▲沖縄戦跡・基地めぐり       ▲被爆ピアノコンサート 

 

●組合員さん参加の平和活動 

高知市内で開催された「第 35 回平和七夕まつり

(7 月)」に参加し、平和への願いを込めた折り鶴の

吹き流しを市内中心部のアーケードに飾りました。

折り鶴は組合員さんや職員から集まったものを、各

支所の商品活動委員会やコープ委員会などで糸通し

の作業を行うなど多くの組合員さんが参加しまし

た。  

▲折り鶴約 3万羽が集まりました（糸通し作業のようす）

●ユニセフ募金 

開発途上国の子どもたちを支援するユニセフの活動を 

組合員さんにお知らせし、支援の呼びかけを行いました。 

ユニセフ募金（こうち生協総計） 

一般募金・指定募金合計 1,741,346円 

ピースカンパへの募金 1,117,479円 

社会への貢献 
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□  産直・商品を通じた生産者とのつながり 

 

安全・安心の商品をお届けすることに加え、環境への配慮や、食物を通して生産者と消費者がつながる産

直の取り組みを目指しています。 

●組合員さんと生産者さんとの交流・学びの場としての産地見学 

 コープ委員会や商品活動委員会では、1年を通じて産地や工場の見学が 

行われました。委員の組合員さんは、それぞれの現地で生産者さんや担当 

者さんとの交流を深めました。学んだ内容は各委員会でニュースを作成して 

組合員さんの商品選びに役立つ情報発信が行われました。 

      

▲トマトの生産者さんとの交流（四万十町「四万十トマト」にて）    ▲見学のあと組合員向けに作成したニュース 

 

□  食育 

    

子どもたちに「食」に関わる取り組みを行う「たべるたいせつキッズクラブ」では、地域との交流やさま

ざまな体験を通じて食への興味が芽生え、その思いが育っていく事を願って活動しています。企画や運営に

は組合員サポーターさんも参加し活動が行われています。 

 

●親子でエシカルを学びました 

エシカル消費をテーマにした「はじめてのエシカルたんけん」 

を開催しました。初めてエシカルの言葉を聞くという参加者も 

多く、親子で興味を持つきっかけとなりました。 

 

 

 

たべる＊たいせつキッズクラブ 

イベント開催回数 9回 

参加人数 のべ 238人 

サポーター 7人 

組合員さんによる産地見学 

見学回数 22回 

見学のべ人数 306人 

社会への貢献 
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元気な組織と健全な経営づくり 

  

組合員さんのお役にたち、職員がやりがいをもって働けるような組織風土づくりを進めています。 

お互いの仕事から学び合える研修や学習を行いました。また、ずっと働き続けられる環境づくりのひとつと

して専任職員や正規職員への登用制度を実施しています。 

                        

●安全防衛運転の取り組み 

こうち生協で働く全職員が安全な運転を使命と受

けとめ、実践できるよう取り組んでいます。安全防

衛運転推進室を設置し、新人研修や各部署のリーダ

ー育成、一人ひとりの意識やスキル向上への訓練を

行いました。また職員が家庭で安全な運転を考える

機会として、職員と家族を対象に｢安全運転フェス

タ｣を実施しました。 

 

▲「安全運転フェスタ」でのトラック死角体験の様子

 

●ハートフルコープこうちの設立 

2016年 7 月に特例子会社としての認可を取得したハートフルコープこうちは、障がいのある方の雇用を

積極的に促進し就労の拡大を進めています。社会的役割を果たしていくと同時に、こうち生協の職員と共に

活躍する場となっています。 

 

 

 

正規職員 5名 

出向職員 2名(こうち生協より) 

元気な組織と健全な経営づくり 
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組織の概況について 

■名   称：こうち生活協同組合     ■代表理事：理事長 西岡雅行  専務理事 佐竹一夫 

■創   立：1985年 11月 18日 

■事業所一覧               

事業所名 所在地 のべ床面積 

本部事務所 高知市薊野中町 16-8 601㎡ 

共同購入 

配送支所 

中央支所 高知市南河ノ瀬町 156 2,015㎡ 

東支所 高知市大津乙 916-1 952㎡ 

安芸支所 安芸市津久茂町 11-8 687㎡ 

須崎支所 須崎市桐間東 46 779㎡ 

四万十支所 四万十市具同 6242 952㎡ 

南国支所 南国市篠原 1784-1 872㎡ 

店舗 コープよしだ 高知市吉田町 6-6 1,778㎡ 

（店舗売場面積 989㎡） 

コープかもべ 高知市鴨部 2丁目 4-43 2,339㎡ 

（店舗売場面積 1,292㎡） 

商品センター 南国市三和琴平 1-1743-12 4,417㎡ 

 

■主な事業内容             

消費生活協同組合法に基づいた生活協同組合で、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上をはかる

ことを目的としています。 

事業種目 主な事業品目 

供給事業 
農産、水産、畜産、日配品、加工食品、菓子、パン、卵、冷凍食品、日用雑貨、衣料品、配食サービ

ス、その他 

受託共済事業 CO・OP共済《たすけあい》《あいぷらす》、終身共済、火災共済 

サービス事業 各種チケット、住宅新築・改築、布団・エアコンクリーニング、ギフト、書籍、葬祭事業、引越、その他 

その他 提携サービス等 

 

■事業概況                

組合員数 

（内訳）共同購入 

 

店  舗 

98,161人 

68,754人 

(うち個人宅配など 25,523人) 

29,407人 

事業高（供給高） 

（内訳）共同購入  

店  舗  

サービス  

106億4,630万円 

85億1,418万円 

19億6,118万円 

1億7,094万円 （1万円未満は切り捨て） 

出資金 39億93万円 （1万円未満切り捨て） 

※2017年度（2017年 4月 1日～2018年 3月 31日）集計 
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こうち生活協同組合 

〒781-0013 高知県高知市薊野中町 16-8 

TEL：088-826-5211 FAX：088-826-5252 

http://www.kochicoop.or.jp/ 
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