
 

－ 78 － コープおきなわ 40周年記念誌 あゆみ 

 

 

■組合員   １２万０６２８人 

■供給高 ２３０億１３１２万円 

■出資金  ３２億３３１５万円 

■職員数       ３６９人 

 

 

4/ ハウジング事業スタート 

4/3 コープ首里「ごみ減量推進事業所」で那覇市

から表彰 

5/25 第 22回通常総代会 

6/16 上期組合員のつどい（～27） 

6/23 「6・23平和行進」に 80人参加 

8/1 虹のホームステイ沖縄編（～4） 

8/25 金融口座引き落としスタート 

 個配事業を実験的に導入 

9/ 初めて酒免許を取得（コープ美里） 

11/ あっぷるメイト那覇支所で運用開始 

11/8 那覇市主催「環境フェアー」へ参加 

11/9 那覇 Bブロック主催「あいあいまつり」開催 

11/22 中部・沖縄ブロック主催「生協あっぷるまつ

り」 

11/30 北部ブロック主催「フリーマーケット」開催 

12/ コープ個配あっぶるメイト実験導入 

1/ 「ユニセフ親子募金・ベトナム教育支援プロ

ジェクト支援募金」に取り組む（395 万円） 

1/26 下期組合員のつどい開催（～2/21） 

3/27 少年少女ヒロシマの旅（～29） 

3/27 虹のホームステイ長野編 

 アメリカ合衆国が実施した二度にわたる「臨

界前核実験」に対し、理事会で抗議声明を決

議、抗議文を送付 

 

 

 

 

 

ハウジング事業が４月にスタートし、利用高が

１億３０００万円となり、組合員の「住まい」に

関する事業基盤づくりをすすめてきました。浦添

市、宜野湾市を中心に事業を開始したハウジング

事業は、７月から事業エリアを那覇市、沖縄市、

北谷町、嘉手納町、読谷村まで拡大して、より多

くの組合員が利用できるようになりました。 

組合員のつどいやブロック委員会、運営委員会

で「網戸張替え教室」や「白ありの話」など、く

らしに役立つ情報の提供と、組合員の要望の聞き

取りを行いました。 

 

 

 

１１月、共同購入事業では女性の共同購入担当

者やあっぷるメイト（※）を配置し、女性労働者

の活躍の場を広げました。 

 

※あっぷるメイト 

個人配達のスタッフ。組合員の中から配達する方

を募り、個配を希望する組合員のお宅へ配達して

もらう。 
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コープ首里が那覇市より、リサイクル型社会の

建設を推進するためにごみ減量及び環境問題に寄

与している事業所として表彰されました。店舗で

行ってきた空き缶、牛乳パック、レジ袋削減（マ

イバック）運動などが認められたということは、

本当にうれしいことでした。 

 

 

 

共同購入システムの改革に向けて、8 月から金

融ロ座自動引き落としのシステムを全県に導入し

ました。口座振替の登録率は、共同購入を利用し

ている組合員の４０．２％（３月１週現在）となり、

班全員が登録した班は２３．７％となりました。 

 

 

９月、組合員の要望に応え、長年にわたって取

得を目指してきたお酒の小売販売免許をコープ美

里で取得し、店内でお酒の販売ができるようにな

りました。 

 

 

店内の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空欄 



 

－ 80 － コープおきなわ 40周年記念誌 あゆみ 

 

 

■組合員   １２万８１８９人 

■供給高 ２３４億４７２０万円 

■出資金  ３３億８９７４万円 

■職員数       ３６２人 

 

 

4/13 地域別総代会議（～24） 

5/17 普天間基地包囲行動、組合員・役職員含め

320人参加 

5/25 第２３回通常総代会 

6/12 コープ首里で酒の販売開始 

6/ 喜劇「めんそ～れ沖縄」を全国上演に先駆け

て県内上演、2227 名観劇（５回公演） 

6/23 沖縄戦体験者の証言をまとめた『いくさ世－

を生きぬいて』を発刊 

6/23 6・23平和行進、100 人参加 

8/1 「消費税に抗議する 5%値引きセール」実施 

8/4 ヒロシマ行動（～6） 

8/7 ナガサキ行動（～9） 

9/7 上期組合員のつどい（～10/9） 

11/15 秋のおさそいキャンペーン（～20） 

11/29 那覇 Bブロック主催「あいあいまつり」開催 

12/21 コープ全店舗で 5%引きセールと消費税引き

下げ署名活動 

1/ ユニセフ・ベトナム教育支援、お年玉募金 

2/3 イラク攻撃に対し、理事会が抗議声明 

２/4 ５号店「コープ牧港」オープン 

2/6 コープ全店で「消費税引き下げ署名」実施 

2/6 消費税引き下げの 150 台トラックパレード

実施 

 少年少女ヒロシマの旅 

 

 

 

 

６月１２日～１５日の４日間で上演した喜劇

「めんそ～れ沖縄」は、合計で２２００人もの方

が観劇し、大成功で終了しました。組合員自身が

沖縄の現状や歴史、文化について考えるきっかけ

になりました。 

 

 

 

沖縄戦証言集『いくさ世―を生き抜いて―語り

伝えによる沖縄戦―』を発行し、組合員や全国の

生協に広めてきました。 
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消費税率引き下げを求める運動を、実行委員会

を結成して行いました。学習講演会や各店舗での

５％引きセール、トラックへの消費税率引き下げ

を求める横断幕を掲示するなどして、県民にアピ

ールしました。 

 

 

 

１９９９年２月に多くの組合員・職員に支えら

れて「コープ牧港」のオープンを成功させること

ができました。オープンセール３日間の来店組合

員数は、計画の４２００人を超える６１９５人と

なり、供給高も大幅に計画を上回りました。 

 

 

食の安全を守るために、飼料の安全性にこだわ

った「産直やんばる赤たまご」の開発をすすめま

した。飼料主原料には県内で初めて収穫後農薬を

使用せず（ＰＨＦ＝ポストハーベストフリー）、遺

伝子組み替えをしていない「ノンＧＭＯコーン」

を配合しています。 

 

 

 

 

 

組合員が活動に参加しやすい環境づくりのため、

各ブロックに託児制度（優遊くらぶ）を設置しま

した。 

 

 

空欄 



 

－ 82 － コープおきなわ 40周年記念誌 あゆみ 

 

 

■組合員   １３万４５０６人 

■供給高 ２４５億７０３９万円 

■出資金  ３５億８７５４万円 

■職員数       ３６４人 

 

 

5/7 地域別総代会議（～17） 

5/31 第 24回通常総代会 

6/23 6・23平和行進に 123 人が参加 

8/4 ヒロシマ行動、12人の組合員が参加（～6） 

8/7 ナガサキ行動、11人の組合員が参加（～9） 

10/5 全店でマイバッグの呼びかけ 

10/19 コープ直営の「コープのお酒屋さん」オープン 

10/ 組合員の声に応えてカタログ発行 

10/ 共済加入者が 3万人達成 

12/11 宮古事業所移転オープン 

12/11 「コープ朝採り産直青果物」取り扱い始まる 

1/ ユニセフ募金 

1/30 宮古ブロックまつり 

2/7 下期組合員のつどい（～25） 

2/9 生協フォーラムｉｎオキナワ 

2/12 八重山ブロック戦跡ウォッチング（～13） 

2/17 2000 フォーラムくらしに 3人派遣 

3/5 浦添・宜野湾ブロック「りんごまつり」開催 

3/25 コープ美里フリーマーケット 

3/27 「食べてしゃべって楽しいコープ商品交流会」

開催 

3/ 「虹のかけはし」3週間回答 100% 

 

 

 

 

８月４週「声のカタログ」を発行しました。組

合員から「あの商品を企画して！」のご要望商品

を「声のカタログ」にまとめました。食品や雑貨

など約５０点、どれも「これじゃなきゃダメ」と

いう組合員おすすめの商品ばかりです！ 

 

 

 

１２月、これまでの事業所が手狭になったため、

新しく平良市東仲宗根に開所しました。いままで

なかった会議室や休憩室も設置されました。宮古

の生協活動は、１９８９年７月５日に「生協を広

げる会」が２２人でスタート。１９９２年には宮

古事業所が開所し、１９９４年には伊良部町への

配達が始まりました。１９９９年１月１日現在約

３０００人に増え、事業額も４億円を超えました。 
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個配事業が本島全域に広がり、あっぷるメイト

方式から定時職員による配達へと切り替えがすす

みました。 

 

 

12 月 24 日の配達日、コープのトラックからサンタさ

んが下りてきた！？ 

 

組合員の声を「聴き、応える」ことを最重点に

取り組みました。１年間に受け付けた組合員の声

カード（虹のかけはし）を１００％返すことがで

きました。寄せられた声で商品の改善や企画も行

われ、組合員の要望カタログ「声に応えて」も毎

月 1回、発行されるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

空欄 



 

－ 84 － コープおきなわ 40周年記念誌 あゆみ 

 

 

■組合員   １３万９０２５人 

■供給高 ２２９億８５８８万円 

■出資金  ３７億３６５１万円 

■職員数       ３５２人 

 

 

5/8 ブロック別総代会議（～17） 

5/30 第 25回通常総代会 

6/23 6・23平和行進に 120 人の親子が参加 

6 月 生協フォーラム in おきなわ開催、45 生協

750人の生協の仲間が集まった 

7/20 沖縄サミットを前に嘉手納基地包囲行動 

8/4 ヒロシマ行動へ１人派遣 

8/7 ナガサキ行動へ 1人派遣 

8/15 コープ牛乳異臭問題 

9/4 上期組合員のつどい（～11/3） 

10/ 統一カタログに変更 

11/6 運営委員長交流会開催 

11/ 「食品衛生法」改正署名に 10万人余が署名 

12/19 夜間電話注文センター、受付開始 

1/1 コープ全店舗初の元旦営業 

1/22 ホームページ開設 

2/26 春の仲間づくりキャンペーン（～4/7） 

2/29 コープおきなわ創立 25 周年 

3/5 那覇 A・Bブロック合同組合員交流会 

3/25 虹のホームステイ長野編 

 コープ受け取りステーション設置 

 

 

 

 

沖縄県生協連や全国の生協と協力して「生協平

和フォーラムｉｎおきなわ」を開催し、４５生協

から７５３人が参加、平和を愛する心を全国に発

信しました。 

 

 
会場の読谷村文化センターは、全国から寄せられた

４０００枚以上の黄色いハンカチで彩られました 
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8 月に発生した「カルキ臭、消毒臭がする」と

のお申し出などによる「コープ牛乳異臭問題」は、

生協の商品に対する信頼を根底から揺るがしまし

た。利用された１万人の方へ連絡を行い、体調不

良を訴えた方は１３３人になりました。「さすが対

応が早いね」と評価する声がある一方、「生協だけ

は信頼していたのに」との声も寄せられました。 

その後の調査では、塩素や食中毒菌などは検出

されず、８月３０日には供給を再開しました。 

９月２６日には生産者・組合員らが集まり「コ

ープ牛乳改善報告交流会」がひらかれました。 

 

 

 

「夜間電話注文センター」や「コープ受け取り

ステーション」の設置など、より利用しやすい共

同購入のしくみづくりをすすめました。 

 

 

11 月 7 日から始まった請願署名が、沖縄県の

目標１０万名を超え、１１月２３日時点で１０万

１３９名まで集まりました。２００１年度の通常

国会に提出し、食品衛生法の改正を請願しました。 

 

 

 

組合員から要望の多か

った「元日営業」を実施

しました。 

 

 

 

 

コープ各店から出る生ゴミを、農業生産法人「あ

らぐさ」さんで有機肥料「つちカエル」に変え、

その肥料で育てた有機野菜をコープ各店で販売す

るという、「循環型エコ野菜」の取り組みが始まり

ました。新鮮な有機野菜は店頭でも人気で、循環

型社会の重要なモデルとして注目されました。 

 

  

空欄 



 

－ 86 － コープおきなわ 40周年記念誌 あゆみ 

 

 

■組合員   １４万１６２７人 

■供給高 ２２４億８９１８万円 

■出資金  ３８億０８１６万円 

■職員数       ３４３人 

 

 

6/11 第 26回通常総代会 

6/23 6・23平和行進 150 人余の家族が参加 

7/19 店舗の夜間 10時までの営業時間延長 

8/2 虹のホームステイｉｎ沖縄（～5） 

8/4 ヒロシマ行動（～6） 

8/7 ナガサキ行動（～9） 

8/ 障害者雇用促進で表彰 

9/ 米同時多発テロ発生。基地を抱える県民のく

らしに影響を与える 

10/ 「声のカタログ」開始 

11/6 久米島への配達を業者委託に変更 

12/ 返品手数料の撤廃 

12/ 全国の生協と取り組んだ食品衛生法改正請願

国会採択 

 新共同購入システム稼働 

 個人配達手数料の値下げ 

3/ 社会問題となった商品偽装問題はコープ取扱

商品にも及ぶ 

 

 

 

 

 

 

「夜１０時までお店を開けてほしい」という声

に応えて７月より延長しました。 

 

 

「利用１回あたり４００円×利用回数」の注文

手数料が、２月からは、「月固定手数料２００円＋

（利用１回あたり２００円×利用回数）」にしまし

た。利用するほどよりお得になりました。 

また、１２月からは協同購入の返品手数料が廃

止されました。 

 

利用手数料 
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「甘さ控えめのケーキがほしいね」という声か

ら始まった開発委員会。自分たちの想い、組合員

の想いを実現しようと、アンケートをもとに開発

に取り組みました。試食を重ね、大人も子どもも

楽しめ、自分で飾りつけできるこだわりのケーキ

が生まれました。 

 

 

 

 

開発委員の皆さん。「クリスマスには夢と楽しさを召し上がれ！」 

■声のカタログ 

「目が不自由なので共同購入カタログテープが

あるといいけれど」という声が寄せられ、この思

いに応えたいと、職員が自主的にテープを作って

いました。その後「パソコンで文字を読み上げる

ソフトがある」と判明。共同購入事業として「声

のカタログ」を作ることになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空欄 


