
「地域共生社会の実現に向けた連携協定書」
　を締結 ２月１日（火）

会議の様子や
出された意見は

5・6月号で
報告します

ガッテン！ コープ！（商品カタログ）
 総代になって一番変わったことは、商品カ

タログの見方です。商品の値段だけではなく、
マークや取り組み、生産者やメーカーの思い
を読んで、商品選びの参考にするようになりま
した。食は体のもと。思いが詰まっているも
のを体の中に入れたいなあと感じるようにな
りました。多くの組合員の方が生産者やメー
カーの思いを理解し、日本のものづくりを支え
ようと考えられるようになるといいなと思いま
した。別冊は見やすくておいしそうに見える
ので、楽しいです。 （春日井市 40代）

 カタログはどんな方がどのように作ってい
るのだろうと気になっていたので、とても興味
深かったです。「隠れたよい商品を見つけても
らえるように努めている」という言葉が印象に
残りました。 （岩倉市 30代）

 Best Price! の利用について、利用点数
の開きにびっくりしましたが、納得できます。
私もBest Price! の注文が多いからです。e-
フレンズの登録もしていますが、私はカタロ
グ派です。手書きからWebデータ送信に移っ
てきていますが、やはりカタログは残してほし
いです。 （東海市 30代）

 カラーで見やすく、とても分かりやすいで
す。本当に大変な作業をされているのが分
かるので、これ以上申し上げることはありま
せん。自分のリクエストが掲載される日が
来ないかなと、毎週楽しみにしております。 
 （天白区 40代）

 この人に入ってもらって、助けてあげてほし
いと思われる高齢者で、買い物に行けない人
をなんとかできないかと。「こんなにたくさん

のカタログの字も読めなくなった」と辞めてし
まった人もいる。高齢者用に大きな字で、もっ
と注文品目も少ない、分かりやすいカタログ
にしてあげたいなど、いろいろ考えています。 
 （豊川市 70代）

 ずっと疑問なのは、商品カタログの「Best 
Price!」「トクだね」マークの違い。記載に
つられて商品を購入してしまうことがありま
す。マークについても分かるとうれしいです。  
 （みよし市 40代）

ブロック連絡会
 私が住んでいるところでは、高齢者ばか

り。若い人たちを最近見ていないです。働い
ていて昼間はいらっしゃらないし。「生協をお
知らせする…」いえいえ、こんなに便利でよい
品をそろえているのだから「広めたい！」と思
います。小さいお子さんがいる方が行く公園、
保健センター、幼保育園にまず広告を置く。 
 （南区 50代）

 無洗米のVTRを見て意見が出ました。お
米のとぎ汁の再利用や、「昔ながらのやり方
をなくす方向なのでは？」と厳しい意見もあり
ました。私個人としては、いろいろな選択肢
があっていいと思います。時と生活習慣など
で使い分けできることが一番だと。生協には、
今後も選択肢を増やしていってほしいと思い
ます。 （昭和区 50代）

２０２２年に向けた“わたしの思い”
 この大変な状況の中でも、みなさん前向き

な言葉をつづっておられて、自分も元気を出さ
ないといけないなと思いました。自分なりの
楽しみを見つけたいです。 （岡崎市 50代）

 楽しく読ませていただきました。各人が
本音を書いておられることでとても身近に感
じられ、「私も同じ、同じ」とうなずきながら

「２０２２年はパソコンを使いこなせるように
なろう」と目標を掲げました。（一宮市 70代）

 コロナ禍でなかなか親しい人以外とは会
えない状況で、いろいろな方の思いを知るこ
とができ、勇気や希望を感じました。
 （豊橋市 40代）

コープあいち通信を読んで
 １１月号の「『原爆犠牲者を偲ぶ集い』に参

加」について、コープあいちから式典に参加さ
れたことや、カンパ１５万円を送られたことは
素晴らしい活動で、今後も続けていただきた
いと思いました。 （名東区 50代）

 冷凍のお肉の処理の仕方がうまくいかず、
料理して食べても物足りない…。近所のスー
パーのお肉は買いに行く手間はかかってもお
いしく感じます。料理の
仕方が悪いとは思います
が、冷凍肉をうまく料理
できる方法を教えてくだ
さい。 （名東区 70代）

 これから長いお付き合
いになるかな？ 自分の時
間もできて、ボランティア
活動に励んでおります！
 （知立市 60代）→

 加入してから長年たち、子育ても一段落
して、これから社会に貢献できればいいなと
思いました。これから生協のいろいろな取り
組みについて勉強して、多くの組合員の方や
特に若い世代に伝えていきたいと思います。
 （名東区 50代）

 テーマグループで活動中に声を掛けてい
ただいたのがきっかけです。始めてみるとい
ろいろな人の意見が聞けるし、組合員の投げ
掛けにちゃんと生協が応えてくれている実感
が持てるので、楽しみながら続けています。 
 （東海市 40代）

 友人からの要望で。長年利用していて、ど
うしても生協でなくては、と思う商品が多々あ
ります。今まで、こうだったらいいな、と思う
こともありました。総代になり、問題提起が
できたらうれしいです。 （豊川市 60代）

 長い間生協にお世話になりながら、総代
は初めての経験です。この歳（８８歳）で活
動はできませんが、考えを発することができ
るかな。 （緑区 80代）

 生協愛がいっぱいだからです。生活して
いく上で、生協にお世話になったことが本当
にたくさんあります。若い方々にバトンタッチ
したくて昨年辞めました。でも1年間生協の
ことを知れなくなり、また復活しました。今
年1年は精いっぱいがんばります。でも最後
の年にします。若い人達に期待しています。 
 （犬山市 70代）

 コープひろばに参加したときに、誘ってい
ただきました。乳児を育てていたころで、社
会参加していないことに焦りを感じていました
が、総代会やテーマグループの活動、ブロック
連絡会に参加することで、人とつながり、役に
立てる喜びを持てました。仕事に復帰した今
は参加できず申し訳ないですが、今でも感謝
しています。 （港区 40代）

 １０年近く利用しています。一度自分の声
を挙げてみたいと思っていました。
 （千種区 40代）

 友人、家族、知っている人だけでも２０人
ほどがコープあいちを利用しています。それ

ぞれの生活スタイルがあり、家族構成、状況
は違いますが、みんな生協が大好きです。「こ
うだったら」「これがよかった」など、総代を
通してよりよくなればと思います。
 （江南市 20代）

 自らすすんで総代になりたいと思ったのは
最近のこと。新しい若い総代の方の意見を聞
いて、今まで何もしてなかったと反省し、もっ
と学びたいという思いから立候補しました。
新しい考え方を聞き、これからの生協のため
に、自分でできることを考えていきたいです。 
 （扶桑町 60代）

 組織としてのコープあいちを知ることがで
きてよかったと思いました。一般の量販店は
利益が最優先で運営されていますが、コープ
は多岐にわたり活動していることを知り、最近

「今時の葬儀・お墓」の学習会に参加しまし
た。内容にも驚きましたが、コープあいちがこ
の分野にも携わっていることに感心しました。
買い物だけではなく、コープあいちのよさを周
りに知らせたいと思います。 （名東区 70代）

◆1月２６日（水）
　�知多市と「地域共生社会の実現に向けた�
連携協定書」締結式のご案内

◆1月14日（金）� 朝日新聞　ダイバシティ＆インクルージョン�職場の取り組み
◆1月20日（木）� 生協流通新聞　西尾市�子育て協定
◆2月��3日（木）� 中日新聞　知多市�高齢者孤立防止や健康づくりで協定
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〈発信〉 〈掲載〉
Press Release １月・２月 コープあいちの取り組みを対外に発信しています

発信
往来 コープあいち通信を読んで

12月号のアンケートは 122通お寄せいただきました。
ありがとうございます。一部をご紹介します。

コープあいち通信を読まれた総代のみなさんの感想や
総代どうしの交流のコーナーです。 3・4月号
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総代になった理由は何ですか

〈アンケート返信〉 〈総代年代〉

Web上の「アンケートフォーム」か
らも投稿していただけます。写真の
投稿もお待ちしております。

ご意見をお寄せください

知多市役所での協定式
(右から)宮島市長、森理事長

森理事長と荒木ブロック長が、宮島市長へ
「ハピハピボックス」について説明をしました

協定式の様子
向かって左列奥から森理事長、荒木尾張南ブロック長、
鈴木大府センター長、佐々木理事

子どもさんが生まれたら、
喜ばれる商品がいろいろ
入っています

ミックスキャロットは生
協の人気商品です！ にん
じん嫌いのお子さんで
も飲めるジュースです

ＳＤＧｓ

ＳＤＧｓ

第13回通常総代会に向けて、春の総代会議を開催しました。
まん延防止等重点措置期間の中、7ブロックで35会場に 
分かれて行いました。

春の総代会議 開催　

Web会場は4会場で行いました

会議では２０２1年度の事業
や活動の進捗状況の報告、
２０２2年 度 の 基 調・重 点
課題や次回５月総代会の
議案検討に向けて、総代ど
うしで活発な意見交換が
されました。 2月21日（月）　尾張東ブロック　名東センター

ブロック共通　Web会場の様子

2月21（月）　名古屋北ブロック　コープくろかわ（北区）

２月18日（金）　東三河ブロック　新城センター

2月18日（金）～
3月5日（土）

高齢化がすすむ地域への
買い物支援、子どもたち
が学べる学習の場の支
援、子育て世帯が交流で
きる場所作りの支援、さ
まざまな連携・協働を通
じた仕組みづくりを推進
していくため、協定を締
結しました。

市民が安心してくらせる環境を共につくります

知多市と

尾張南ブロック

まん延防止等重点
措置期間のもと、
式自体を短縮して
行いました。

6

総代および地域で活動する組合員にお届けしています。

広報部  
TEL 052-703-6022・FAX 052-703-3387

編集
発行

コープあいちWebサイト  http://coopaichi.tcoop.or.jp/
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12月4日（土）・5日（日）・18日（土）・19
日（日）の4日間をコープ小幡で、11日（土）・
12日（日）の2日間をコープ日進店で、コー
ナーを設けて販売したところ、多くのみなさ
んに商品を購入いただきました。リデザイン
プロジェクトの商品は、
購入が社会貢献につなが
るエシカルなお買い物で
す。今後もコープあいち
は、持続可能な社会につ
ながるお買い物として、エ
シカル消費の取り組みを
すすめていきます。

ほこちゃんくらぶ登録の方に毎月お届けしている子育て情報紙
「ほこちゃん通信」は、３月号で誌面の発行を終了し、４月から
はWebサイトに移行します。

１.	２０２１年度期中における宅配事業のポイント還元の実施の件
  宅配事業への利用結集により生み出された剰余金を組合員のみなさ

んへ還元します。感謝の気持ちを込めてコープ宅配ポイントサービス
のしくみを活用し期中でポイント還元します。

２.		福祉サービス安城およびデイサービスよこやまの今後のすすめ
方の件

  介護報酬改定に対応した事業持続可能な福祉サービス安城とデイ
サービスよこやまの経営を踏まえ、今後のすすめ方を確認しました。

３.	第１７回食育推進全国大会への協賛の件
  食育推進全国大会は、農林水産省と都道府県が主催する全国規模

の行事です。２０２２年６月１８日～１９日、愛知県国際展示場（Aichi 
Sky Expo）での開催にあたりCO・OPミックスキャロット125ml（約
1万本）を協賛します。

ＳＤＧｓ

■�「リデザインプロジェクト」
　ご協力ありがとう
　ございました
繊維商社や企業から提供された未利用素
材を使ってデザイン学校の学生が作成し、
障がい者施設で製品化した商品を、コー
プ小幡・コープ日進店で販売。多くのみ
なさんにその取り組みをお伝えしました。

https://coopaichi-hocofure.jp

各地の話題 各地で行われているコープの組合員活動や
事業所での取り組みを紹介します。

理事会で議決したこと、および協議したこと、報告された主な内容を報告します。理事会報告
■�第7回理事会報告��２０２１年１２月１４日（火） ■�第8回理事会報告��２０２２年１月１０日（月）

協議や報告したこと
協議や報告したこと

議決したこと 議決したこと

1.		２０２１年１１月度決算および事業活動と２０２１年９月度決
算の修正について報告

  １１月度の決算は、供給高51億2456万円、予算比105.1％、前年
比94.2％、総事業高は54億7612万円、予算比104.9％、前年比
94.6％、経常剰余金1億3966万円の結果でした。９月度決算で店
舗の供給原価に誤りがありましたので修正報告をしました。

2.	役員報酬のあり方検討委員会からの答申について報告
  役員報酬のあり方検討委員会の今泉委員長より答申の内容について

説明がありました。答申を受け止めて、役員報酬検討委員会を設置
し検討していきます。

3.	積立金の整理や積み増しの方向性について協議
  第１３回通常総代会での剰余金処分案提案に向けて法定準備金や

任意積立金を整理しながら積み増すことを協議しました。
4.	次期理事会の構成と定数について協議
  ２０２２年度改選に向けて次期理事会の役割や構成と定数について

協議しました。

1.		２０２１年１２月度決算および事業活動と第３四半期の経営結果につ
いて報告

  １２月度の決算は、供給高54億1095万円、予算比104.4％、前年比
103.6％、総事業高は57億7583万円、予算比104.4％、前年比103.7％、
経常剰余金3585万円の結果でした。

2.	コープいわくら12月経営到達について協議
  コープいわくらは２０１９年の経営結果を踏まえて２０２０年度から特別対策店

に指定して特別対策店会議を立ち上げ改善をすすめています。１２月経営の到
達点と今後について協議をしました。

3.	ケアコープ豊橋移設事業所と新規事業展開について協議
  ５月理事会で「ケアコープ豊橋の土地・建物、隣地の購入」について議決し、

運営するサービス内容はプロジェクトを立ち上げ検討しています。将来を見据
え地域利用者が必要とし担い手が集う施設に向けて協議しました。

4.	２０２１年度の剰余金活用による地域社会貢献について協議
  剰余金を活用した地域社会貢献としてコープあいちから寄付することを検討し

ました。

販売点数：99点
販売金額：141,000円
　　  （どちらも2店舗合計）

※画像はイメージです

〈コープ小幡〉
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〈コープ日進店〉トートバッグや小物
など、たくさんの商品が並びました
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どうぞよろしくお願いします センター長・店長が一部異動になります。※異動者のみ掲載

コロナ禍の中、感染拡大防止対策を徹底して開催しました。理事会からの報告、「コープあいち組織運営方針」
「組合員参加と運営のしくみ」ついての報告、「コロナ禍での活動の仕方」について意見交流を行いました。

● 飲食禁止で活動の幅が限られたまま２年、飲食店
ではアクリル板などで対応して飲食できるのだか
ら、もっと活動の範囲はウィズコロナの対応がで
きるのではないか。

● 今までは気になるメーカーを呼んでの勉強会が主だったが、それ
もできないので、カタログを持ち寄っておすすめを伝え合い、購入
できる人は試してみて、次の定例会で感想を交流している。自分
では利用しなかった商品も、誰かのおすすめで買ってみようという
気持ちになり、それが楽しみになっている。

● 学習会ができない中だからこそ、できるようにな
ったらどんなことをしようか、と話し合っている。
できないからと言って定例会までやらなくなっ
たら希望がないので続けている。まわりの組合
員も学習会を心待ちにしている。早くコロナが収まらないかな…
とつくづく思う。

● 人が集まって何かをするのは難しいから、自分たちのスキルアップ
のためにビデオを使って自主学習しようと決めている。せっかくの
定例会を有意義なものにしたいと思っている。

● コロナ禍で活動できない状況。１年先か２年先か分からないが、
活動が再開できるときに向けて、活動の考え方の整理や
具体的な活動内容をグループの中で意見交
流している。できることとして、防災の学習会
など意外と知らないことがあるので、学ぶ機
会をつくれるとよいと思う。東日本大震災復
興支援活動では、福島県の復興支援を考え
ていきたい。

● いつまでこの状態が続くか分からないので、ガイドライン
の活動の制限のあり方を考えてほしい。もう少し緩和し
ていただけるとありがたい。

● 食育、子育てをテーマに活動しており、何ができるか暗中模索して
いる。月1回、みんなが元気に集まれることをめざしている。近況報
告やおしゃべりをする中で、心の健康づくりにつながっているよう
に思う。コロナ禍の中、コープでつながれる場があることはよいこ
とだと思う。

● 月1回集まれるのがみんなの楽しみになってい
る。今は生協の活動を通して、地域をよくしてい
くための活動ができないので心苦しい思いもあ
るが、メンバーが参加し続けるようにすることが、
代表としての今の目標。

● 近年、共同購入は宅配という表記内に含まれてい
る。宅配中心の考え方には、寂しさを感じる。高齢
期を迎えコロナ禍で人とのつながりが薄くなる中
で、班（グループ）は人と人をつなぐ大切な単位だったことをあら
ためて感じている。身近な地域として、班という人とのつながりを
大切にしていきたい。

● 子育てひろばの活動がなかなかできず先の見えない日々。
出席されたグループの方々の話を持ち帰り、グループのみ
んなに伝えようと思う。出席して勉強になった。

● 活動費がなくても楽しく集まるには？活動費がな
いなら活動はできないと言われる方もいる（今後
の活動を続けていけるのかとても不安）。私は好
きなこと（工場見学・調理教室・フェスタ・自分た
ちで考えて、など）をやりたい。少人数の仲間と楽
しいお茶会や肩肘張らずに勉強会、そんな今後を
考えている。

● 活動費の精算方法が、会計の負担を減らすため半期に一度、個人
振り込みになることは、会計は楽になるが、生協側が大変。

● 数々の議論を経て、よい提案になったと思う。組合員参加のしやす
さについてブロックとセンターの割り方で不都合の声が出ていた
が、どちらかというと活動拠点の少なさの方が問題だと
思う。名古屋市内の組合員を増やすという上でも都心部
に活動拠点がないことをどうにかしてほしい。

● ブロック連絡会の回を重ねながら見直し提案が練られてきたと思
う。いくつかの提案については賛成できないこと(特にブロック協議
会の設置)はあるが、各ブロックの総意を踏まえた理事会の提案な
ので、その判断を尊重していくのが適切だと思う。

● 最後の提案ということで、これまで繰り返し説明
があった部分について定着してきたのかなと思
う。活動費補助(交通費)について、会計の負担を
減らす提案もあり、またオリエンテーションがある
とのことなので詳しく教えてほしい。

● 今回の事前資料は分かりやすくなっていたように思う。
随分、変わるところがあるので、しっかりと自分のものに
しなくては続けていけなくなるように思っている。

出された意見

ＳＤＧｓ

「コロナ禍での活動の仕方」について

その他

「組合員参加と運営のしくみの見直し」報告について

第4回 ブロック連絡会を開催
組合員活動について交流をしました

1月26日（水）～
3月7日（月）

子育て
情報Webサイト

4月1
日OPEN!

予告

今月の
ふろくで
楽しく！

子育て
イベント
情報を
お知らせ

記事の
検索が
スムーズ

子育て中の
ママパパを
応援する

特集記事も

１.	２０２２年度役員報酬検討委員会の委員と諮問事項の件
  次年度の役員報酬について審議するため、２０２２年度役員報酬検討委員会の

委員と諮問事項について議決しました。委員の構成は、役員報酬の支給対象
である「非常勤理事、常勤理事」と対象外である「有識者、職員」のバランスを
考慮しています。

２.	生協役員賠償責任保険の加入申し込みの件
  理事、監事、執行役員を被保険者とする生協役員賠償責任保険の補償の対象

は、「役員が誠実に業務を遂行したにもかかわらず、経営判断ミスなどによって
生協や第三者に損害を与えたとして訴えられた場合」です。全国約３００の生
協がこの保険に加入しています。

３.	役員人事検討委員会運営規程改定の件
  運営規程で定められた人数に合わない委員を理事会から選任し、委員会を運

営していました。内部統制上重大な過失として、理事会で協議の上、規程を改
定しました。



ガッテンして
いただけましたでしょうか。

次回は「電話注文センター」です。
東海コープ

4 5

加入してもらうことが
目的ではなく、利用し
てくらしのお役に立
つことができるよう
に仲間づくりの活動
をしています。

心掛けていることや工夫していることはどんなことですか？

相手にたくさん話してもらうことです。どう
いう想いで資料請求をされたかなどを伺うと

「買い物が大変」や「友達が利用していて、
よいと聞く」「親がコープを利用していた」
などいろいろと話していただけます。一口に

「買い物が大変」といっても「仕事終わりに
スーパーに行くのが大変」「重い物を運ぶのが大変」「子どもが
２人いるとゆっくりスーパーで買い物ができない」など人によっ
て全く違います。そこで会話の中でその人に合った商品を提案
していくことも心掛けています。
コープの魅力は商品なので、「実際にどんな商品があったら使っ
てみたいですか？」と伺うこともあります。

みなさん、「コープあいち」と聞くと、何をイメージしますか？ 
コープあいちでは、宅配やお店以外にも福祉・共済など
幅広い事業や、商品活動・組合員活動を行っています。これ
らの事業について組合員の
みなさんからいただいたご質
問にお答えします。
さまざまな事業を知ることで、
コープにガッテン！ 第14回は、

「仲間づくり」です。

組合員のくらしがより豊かになり、

みなさんの思いが少しずつ実現で

きるように活動しています。「こんな

いい仕組みがあるんだよ！」「利用

したら便利になったよ」と自信を

もって地域のみなさんに紹介いた

だき、地域になくてはならない存在

となるよう取り組んでいきます！

コロナ禍で岩倉西センターでは、ベル

フェイス(オンラインでの対応)を積極

的に案内しています。非対面で対応する

ことで、コロナの感染リスクが少なくな

り、妊婦さんや赤ちゃんがいる方に大変

喜ばれています。スマホ１つ準備しても

らうだけで、コープの案内ができます！

組合員や地域のみなさんのくらしに貢
献することが、生協の使命です。宅配
やお店、共済、福祉、夕食宅配などの
サービスを多くの組合員に利用してい
ただくために組合員を増やしていく活
動が「仲間づくり」です。「こんな風に
利用できたらな…」といったくらしの声
を傾聴し、それを実現していくことも大
切な仲間づくりの活動だと思います。

活動を通じて、コロナにより組合員のく
らしも大きく変化していることを実感し
ています。しかし、組合員のみなさんか
ら「やっぱりコープさんは、いいね！」「大
変な中、届けてくれてありがとう！」「友
達が、加入してよかった～と言ってい
たよ！」といった声もいただいています。
厳しい声も含め、みなさんの声が私た
ちの活動の原動力です。

ガッ
テン
！

コー
プ！

仲間づくりとは何ですか？

組合員ができる「仲間づくり」のお友達紹介について教えてください

Q.1

Q.2

Q.3

A.1

A.2

A.3

仲間
づくり

vol.14

組合員（仲間）が増えると、さまざまな要望を実現することができます

相手の話をよく聴き、生活に合った提案をすること
コロナ禍の案内方法は、組織全体で実践中

組合員のみなさんから、安全・安心・便利なコープの商品
やサービスなどをお友達に紹介いただく制度です

知っ
て、食

べて
、

学ん
で

岡崎センター��専任マネージャー

杉
すぎさき
崎��歩

あ ゆ み
実

仲間づくり推進課��孕
はらみいし
石��貴

た か お
生

岩倉西センター��仲間づくり専任

水
みずたに
谷��豪

ご う し
志

コープ宅配の仕組み・手続きの様子を動画にて公開中！

生協の「仲間づくり」はお友達
紹介が始まりです。実際に利
用されている組合員のみなさ
んが生協のよさ（安全・安心
な商品、便利な宅配、コープの
お店、生活サービス）を周りの
困っている人にお伝えする「助
け合いの気持ち」。この気持ち
を中心に、組合員の輪がひろ
がっていきます。

ご近所や職場で、子育てママや
パパ友など、人と人のつながり
の中でのお友達紹介から組合
員の輪がひろがることが大切だ
と思います。周囲にお困りの
方がいらっしゃれば、ぜひコー
プあいちをご紹介ください。

お友達
紹介制度は
こちら ▼

詳しくは
こちら ▼

詳しくはこちら
▼

【コープあいち公式】 YouTubeほこチャンネル

不織布マスク入り
リーフレット

職員が地域での
ごあいさつに
配布しています

3月配布チラシ

お友達紹介をおすすめするチラシ・リーフレット

組合員の要望を実現することができます。

新しい
お店がほしい

地域の拠点となる
宅配センターが
できる

組合員の活動を
ひろげたい

利用しやすい
価格にしてほしい

商品を
増やしてほしい

共済や福祉を
充実して
ほしい

２０１０年コープあいちの誕生から
約13.8万人の組合員が増加しました

全国地域生協組合員数�2,266万人（前年比101.8％）
全国の世帯加入率�38.4％（2019年3月現在）

全国の世帯の
約3分の1が
地域生協に
加入しています

コープあいちの
世帯加入率は

約16％

出典：日生協報道配布資料

※21年度は2022年2月現在 ※地域生協：食品や日用品など、グループ購入・店舗販売を中心とした生協

総代アンケートの一部仲間づくりをして組合員が増えると…

組合員数の推移 地域生協※の組合員加入率

チャンネル

生協の輪を広げていくためには、組合

員のみなさんに寄り添った対応やサー

ビスの提供などが必要です。コロナ禍で

玄関先への置き配が増え、コミュニケー

ションが取りづらい状況ですが、みなさ

んとの関係性を大事にしながら仲間づく

り（紹介）をすすめていきます。

紹介した方、された方の
両方に特典あり

さらに！
Web加入限定特典も
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39.2

45.1

53

UP!

気軽に紹介制度を利用
できるように、仕組み
づくり（SNS）やツール
（お友達紹介チラシ）
の作成、お友達紹介特
典の充実など、よりよ
くしていきます。

みなさんも気
軽にコープを
お知らせしま
せんか。

50％以上 /4道県
40％以上 50％未満 /13府県
30％以上 40％未満 /21都府県
20％以上 30％未満 /8県
20％未満 /1県

愛知県

自分が購入してよかった
ものを「コープで買った
んだよ」と紹介するとお
友達にほめられます。産
後お世話になったことを
お友達にお伝えして商品
を使ってもらったりします
が、感謝されます。それっ
てすごくうれしいです。

ぜひ興味のある

お知り合いを

ご紹介ください！


