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１．「２月地域別総代会議」の目的 

 

 

 

 

 

■「総代会」、「地域別総代会議」について 

①「総代会」は、生協の「最高の意思決定機関」です。 
総代が生協の重要なことを決める場で、年1 回、６月に開催されます。 

今年は、6 月２０日(火)10～１２時（予定） ラグナガーデンホテルで行われます。 
 

※新型コロナウイルス感染症拡大で休館等の状況変化あれば、変更になる場合もございます。 

 

②「地域別総代会議」は、 

総代会での決定が円滑に行われるように、事前説明を行っています。 

年２回（２月、５月）開催されます。  

 

■５月地域別総代会議（２０２３年５月）のお知らせ 
  時間は 10：00～１２：００（１２０分）  時間は調整予定/会場は調整中です。 

 日程（案） ブロック ブロック 

２０２３年 ５月 ８日（月） 北部 宜野湾・中城 

 ５月９日（火） 那覇西 南部東 

 ５月１０日（水） 中部 浦添市 

 ５月１１日（木） 沖縄市 南部西 

 ５月１２日（金） うるま市 那覇東 

 ５月１３日（土） 宮古 全体会場 

 ５月１４日（日） 八重山 - 

※新型コロナウイルス感染症拡大で休館等の状況変化あれば、変更になる場合もございます。 

①コープおきなわの事業や活動の現状を知っていただきます。 

②２３年度方針の基調の内容についてご意見・ご要望を出していただき、 

よりよい計画づくりにつなげます。 

 

総代さんの一年 総代オリエンテ

ーションの復習 

だよ！ 
START！ 

GOAL♪ 
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２．生協、総代・オブザーバーについて（ご確認ください） 

■生協は  ＊生協：消費生活協同組合の略称。 

〇「生協」は、一人ひとりでは力の弱い消費者が、まわりの人たちと手をつないで、協同する力で 

くらしを良くするための組織です。 

○生協は、一人ひとりの「組合員」が「オーナー」であり、生協のことは「オーナー」である「組合員」が 

決めます。 

 

■総代は 
〇組合員の代表として「総代」が選ばれ、「総代」が事業計画や役員など、生協にとって重要な内容を 

決めています。 

 

■総代・オブザーバーの役割  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※具体的な参加方法については、この資料と一緒に届いた「①お届け案内」をご確認ください。 

役割 地域別総代会議に参加して、声

（意見、要望）を出す。 

計画や声（意見・要望）が 

実践されているか確認する。 

1年間の計画・役員を 

決める。 

総代 〇 〇 〇 
オブザーバー 〇 〇 総代会での 

議決権はありません。 

～コープおきなわの理念～ 私たちのめざすもの 

ともに創る くらしと未来 
 

■ともに創る：一人ではできないことも、知恵と力を寄せあえば願いを実現することができます。私たちは、おたがいを 

認めあい、誰もが生協に参加できることを大切にし、一つひとつの願いをともに実現していきます。 

■く ら し：「私と家族の健康を守り、日々のくらしをよくしたい」と誰もが願っています。私たちは、一人ひとりの多様な

くらしと思いを大切に、人と人とのつながりやぬくもりのある心豊かなくらしを創っていきます。 

■未  来 ：21 世紀は地球環境はじめ社会が大きく変化する時代を迎えています。私たちは、人と自然が共生し、 

子どもたちがすこやかに育まれる、持続可能で平和な社会の実現をめざします。 

アンケートは必ず   

ご提出お願いします！ 

（実参加、ZOOM） 
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動画画面 説明 

 

これから、2 月地域別総代会議の報告を行います。 

 

 
 

これが、6 月の総代会までの流れです。今回は、主

に、活動、事業の状況報告と、２０２３年度方針を説

明します。 

 

 
 

本日、お伝えしたいことは、この３点です。【１】では、

2022 年 4 月から 12 月までの、くらしづくり活動の

様子や、事業のふりかえりを行います。【２】では、２０

２３年度方針（案）を説明します。【３】では、特記事

項として、昨今の電気料金高騰による経営への影

響について説明します。 
 

 

これから、くらしづくり活動の報告をします。with コ

ロナの認識の広がりとともに、実際に顔を会わせて

の取り組みが再開されつつあります。それに、コロナ

禍で得た、オンラインを活用した取り組みも加わっ

て、これから、くらしづくり活動の輪が大きく広がって

いく予感があります。 
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動画画面 説明 

 

北部ブロックでは「みんな仮装でごみ拾い大

会」を開催し、51 名の参加がありました。コー

プなご宮里の５周年祭に合わせて、ハロウィン

の仮装をしながら店舗周辺地域のごみ拾いを

しました。地域の学童やチアダンスチームの参

加もあり、にぎやかで楽しい、ごみ拾いとなりま

した。参加した子供たちからは「ゴミを拾ってき

れいになると気持ちが良い」などの声が寄せ

られました。 

 

 

うるま市ブロックでは「有機フッ素化合物汚染

から市民の生命を守る連絡会」共同代表の伊

波義安さんを講師に迎え、「ピーファス学習

会」を開催しました。地域の汚染状況の最新デ

ータを基に「普段のくらしで気を付けること」な

ど実例を示しながら、ご講演いただきました。

県内各地から 25 名の参加があり、「知ること

の大切さ、知らないことの怖さを知りました」な

どの感想が寄せられました。 

 
 

 

沖縄市ブロックでは「やなえもんさんといのち

の授業」を開催し、１６名の参加がありました。

貧困やいじめ、年々増え続けている未成年者

の自殺、なくならないペットの殺処分などをテ

ーマに、やなえもんさんにご講演頂きました。参

加者からは「本当に心にひびく、心温まる講演

でした」などの感想が寄せられました。 

 

中部ブロックでは、中部協同病院から医学療

法士、作業療法士をお招きし、「筋肉ストレッチ

体操」を開催しました。１１名の参加があり、日

ごろの運動不足解消や、心と体のリフレッシュ

のための体操を学びました。「普段、何気なく

やっていた事を専門的に知ることが出来、とて

も良かった」などの感想が寄せられました。 
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動画画面 説明 

 

宜野湾・中城ブロックでは、宜野湾トロピカルビ

ーチで、「親子でビーチクリーン」を開催し、２3 名

の参加がありました。拾い集めた、ゴミの分別の

際には「これは資源ごみなの？それとも燃やすご

みなの？」など、皆で考える時間もあり、環境問題

について、初めの一歩を踏み出す良い機会となり

ました。 

 

浦添市ブロックでは、「三日坊主さんのための１

ヶ月運動チャレンジ」を宜野湾・中城ブロックと共

催し、18 名の参加がありました。浦添市地域包

括支援センター「みなとん」さん、サンアイ薬局さ

んの協力のもと、骨密度、血管年齢の測定、体力

測定、骨粗しょう症予防の体操などを行いまし

た。この体操を一ヶ月間続けたあとに再び集まり、

ビフォーアフターを比較しました。「数値が改善し

た」という喜びの声や「現状維持にとどまった」な

どの声が寄せられました。 

 

那覇東ブロックでは「秋のおにぎり大作戦 Zoom

でおにぎりにぎっちゃお！」を開催し、10 組 25 名

の親子が参加しました。「世界食糧デー」のイベ

ント「おにぎりアクション２０２２」にもリンクした企

画で、参加者からは「“おにぎりアクション”のこと

を始めて知りました。写真の投稿で困っている子

供たちに食糧を提供でき、世界の食糧問題につ

いて考えるきっかけになりました」などの声が寄

せられました。 

 
 

那覇西ブロックでは、「那覇西ブロック新聞」を発

行し、「身近なところから SDGｓについて考え、小

さなことでも解決策を一緒に実践していきましょ

う！」と組合員に呼びかけました。紙ストロー付き

の飲料とともに「紙ストローを考える」と題したア

ンケートを 25 名の組合員に配布しました。また、

MY ストローのモニターを募集し、そのアンケート

を取るなど、新聞やモニターアンケートを通して、

SDG について考える、キッカケづくりをすすめまし

た。 
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動画画面 説明 

 

南部東ブロックでは NPO 法人防災サポート

沖縄の長堂政美理事長を講師に、「防災学

習会」を開催しました。１2 名の参加があり、

南部地域の危険個所やローリングストックな

どの災害対策について、学びました。参加者

からは「防災速報アプリを教えて頂いて良か

った。早速ダウンロードしました！」「ローリング

ストックはアイデア満載でとても勉強になりま

した」などの声が寄せられました。 

 

南部西ブロックでは、井出佳代子さんのガイ

ドのもと「平和ガイドと巡る南部戦跡巡り」を

開催し、18 名が参加しました。激戦地であっ

た南部糸満市の戦跡をいくつか巡り、壕の中

へも入りました。沖縄戦の悲惨さ、戦争の悲惨

さ、そして、平和の大切さを学ぶ機会となりま

した。あいにくの天気にもかかわらず、参加さ

れた皆さんの熱い思いが伝わる戦跡巡りとな

りました。 

 
 

 

八重山ブロックと宮古ブロックでは、アズマ工

業の倉島雄也さんとオンラインでつながり、

「大掃除のコツ講習会」を共催しました。２0

名の参加があり、年末の大掃除に備えて、便

利なお掃除グッズの紹介や「効率よく掃除す

るためのコツ」などを学びました。参加者から

は「掃除の手順がよくわかった。また汚れによ

って使う洗剤を変えることでよく落ちることが

わかった」などの声が寄せられました。講習

会の様子を動画にして、「うぃずこーぷ」に

QR コードを案内し、多くの組合員に喜ばれ

ました。 

 

八重山ブロックでは、本原畳店の本原史香さ

んを講師に招き、「畳でしめ縄づくり」を開催

しました。新年を手づくりのしめ縄で迎えたい

というワクワク感、そして、和気あいあいの楽し

い雰囲気の中で、14 名の参加者が、それぞ

れ個性豊かなしめ縄を完成させました。「初

めてのしめ縄作り本当に貴重な体験でした。

皆さんとも楽しくできて良かったです」など声

が寄せられました。 
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動画画面 説明 

 

福岡県エフコープ生協とコープおきなわ平和

推進委員会の共催で、“ひめゆり平和祈念資料

館オンライン展示ガイドツアー”を開催しまし

た。楽しい学校生活が戦時体制で変わっていく

様子や、生徒たちを戦場へ向かわせた教育の恐

ろしさ、ひめゆり学徒隊が体験した過酷な戦場

の様子など資料館学芸員の方から学びました。

その後グループに分かれ、感じたことや平和へ

の想いを共有し、あらためて平和の尊さを再認

識する交流会となりました。 

 

 

環境推進委員会では、県民環境フェア「エコライ

フ＆ネイチャーフェア２０２２」に出展しました。環境

配慮商品や、「コープでんき」の取り組み、環境推

進委員会の活動などを紹介しました。また、親子

で体験できるワークショップ木灰（もっかい）そば

づくりを行い、１４家族４１名の参加がありました。

自分たちでつくった、そばを試食しながら、木灰を

無駄なく暮らしの中で活用してきた先人の知恵

や、沖縄の歴史も同時に学べるワークショップとな

りました。 

 

子育て支援推進委員会では、オンラインで「耳つ

ぼリフレッシュ！」を開催しました。自宅に居ながら

リラックスした環境で日ごろの子育て、孫育ての疲

れを癒す交流会となりました。離島からの参加も

含め幅広い年代の組合員の参加があり、オンライ

ンならではの良さを感じさせる企画となりました。

「血流が良くなり全身温まってスッキリとする感じ

で気持ち良かった」「子育ての、ちょっとした悩み

の個別相談などがあるといいな」」などの感想が

寄せられました。 

 

ここからは、事業の状況を報告します。with コロナ

の認識の広がりとともに消費動向は、コロナ禍以

前に戻りつつあります。消費者のくらしは、諸物価

の高騰で、厳しさが一層増してきています。事業面

でも、エネルギー資源のひっ迫で、光熱費が異常

高騰して、経営を圧迫しています。その一方で、こ

の間取り組んできた、経営構造改革、経費の適正

化の成果も見え始めてきています。 
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動画画面 説明 

 

まず、供給高や事業総剰余金、所謂、収入につい

て、説明します。供給高は１６６．６億円で予算比９

８．８％となっています。with コロナの認識の広が

りとともに、巣籠もり消費に陰りが見え始めていま

す。また、諸物価の高騰に伴い、仕入価格の値上

げが相次ぎ、利益率は下がり気味です。結果、事

業総剰余金は５０．８億円で、予算比９７．２％にと

どまっています。 

 

 

次に経費について説明します。人件費は、ＩＴ活用

による業務の効率化や、店舗の運営改善などで、

２０.６億円、予算比９７．３％となっています。物件

費は、派遣業務の内製化による委託料の軽減や、

新店舗の出店が遅れていることによる経費の未

執行などで、２８．２億円、予算比９５．６％となって

います。結果、事業経費合計は４８．８億円で、予算

比９６．３％と予算内に収まっています。 

 

 

経常剰余金について説明します。経常剰余金と

は、平たく言うと、その企業が毎年どれくらい稼い

でいるかを示す、大事な利益の指標です。②の事

業総剰余金は予算比９７．２％と予算を下回ったも

のの、 ③の事業経費を予算比９６．３％に抑えるこ

とができたために、 ④の経常剰余金は３．３億円

で予算比１３３．４％となっています。 

 

ここからは、事業ごとに説明します。協同購入は、

供給高は８６．８億円で、予算比・前年比ともに未

達成となっています。仲間づくりが目標に届かず、

利用人数が予算を下回っていることが主な要因

です。一方、経費は現時点では予算内に収まって

いるものの、電気代やカタログ代の値上げもあり、

増加傾向です。また、特徴的な取り組みとしては、

「いつもくん」の登録プロモーションで、既存組合

員の利用継続が一定すすんでいることが挙げら

れます。 
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動画画面 説明 

 

店舗は、供給高７３．２億円で、予算を超過してい

ます。上期は、昨年までの巣籠もり消費の鈍化も

あり、苦戦しましたが、下期に入ると、来店組合数

が前年を超過するようになっています。経費は、 

昨年導入した発注支援システムの活用で、作業

時間を削減出来たことや、新店の出店遅れによ

る経費の未執行などもあり、予算内に収まってい

ます。特長的な取り組みとして、キッズ割の取り組

みを強化したことで、２０歳から、３０歳代の新規

加入者や、その利用が増えてきています。 

 

ハウジングはリフォーム工事の完了遅れもあり、

予算未達の状況ですが、受注は順調で予算達

成のメドがたっています。葬祭は、コロナ禍の収ま

りとともに葬儀単価がコロナ禍以前に徐々に戻り

つつあり、前年比１０３．８％と回復基調です。夕

食宅配は諸物価の高騰に伴う、弁当料金の値上

げがあり、予算未達の状況です。共済の収入合

計は予算未達となっていますが、これは協同購

入、店舗への加入促進費の分配を増やしたため

であり、その分を加味すると前年を超過していま

す。 

 

２０２２年１２月末時点での、財務上の主な数字

を報告します。現金預金は経常剰余金が好調に

推移したことにより、前年よりも１．７億円増加し、

２４．６億円となりました。出資金は、ダイレクトメー

ル等で「次年度から減資は年に一回」のアナウ

ンスを強化していることもあり、減資が増え、５８．

４億円となりました。未処分剰余金、２千万円とな

り、３．１億円改善できました。 
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動画画面 説明 

 

ここからは、２０２３年度の方針について説明しま

す。まず、はじめに、コープおきなわを取り巻く社会

環境や、コープおきなわの内部環境について、説明し

ます。  

 

２０２３年度以降、ｗｉｔｈコロナの認識の広がりとともにコ

ロナの感染拡大による経済社会活動の制限はほぼ解消

される見通しであり、消費者の購買行動はコロナ禍以前

に戻るものと思われます。しかしながら、沖縄の基幹産業

である観光業が、コロナ禍で受けた影響は甚大で、沖縄

経済の回復には一定の時間がかかるものと思われます。 

 

ロシアによるウクライナ侵攻などの国際情勢の変化

が、社会経済における新たな火種となっています。食

糧の需給バランスが崩れたことに、円安が更に拍車

をかけ、食料品の価格が近年経験したことのないレ

ベルで値上がりしています。また、液化天然ガスなど

のエネルギー資源のひっ迫が電気料金の高騰につな

がり、消費者のくらしに重くのしかかってきていま

す。事業用電気料金も同様で、経営基盤の脆弱な企業

は存続の危機に晒されています。 

 気候変動の影響による自然災害も地球規模で頻発し

ています。発災時に実効性のあるＢＣＰ（Business 

Continuity Plan・事業継続計画）の策定と併せて、行

政や地域の諸団体との日頃からの備え、関係性づくりが

大切です。また、近年台風の大型化によって、商品の入

荷遅れによる欠品・遅配が多発しています。組合員の暮

らしへの影響はもとより、事業収益の悪化や、お届け出来

なくなった商品の処分方法、食品廃棄なども併せて解決

しなければならない課題となっています。 

 

先日、りゅうぎん総合研究所は、沖縄もいよいよ人口減

少に転じる見込みとの調査結果を公表しました。人口減

少、超高齢社会は、ともに食料品に対する支出の減少に

つながります。供給高に占める食品事業の割合が９割を

超えるコープおきなわにとっては、安全・安心な食での暮

らし貢献を継続しつつ、食以外の分野での事業構築が

急がれる課題となります。 
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動画画面 説明 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大、ロシアによるウク

ライナ侵攻、食糧・燃料資源の異常な高騰、大規模

な気象災害の頻発など、これまでの常識を覆すよう

な社会変化が次々と起こり、将来を予測するのが困

難な時代となっています。このような先の見通せない

時 代を （ブ ーカ）の時代とい うのだ そうです。

volatility（変動性）、uncertainty（不確実性）、

complexity（複雑性）、ambiguity（曖昧性）、それ

ぞれの頭文字をとって、ブイ・ユー・シー・エー、ブーカ

です。 

 

続いて、コープおきなわの内部の状況をみてみます。

コロナ禍の中で、協同購入は玄関先まで商品をお届

けする安心感から、週当たりの利用者が約４，０００名

増えました。店舗では外出を控えた巣籠もり消費の

影響で、来店頻度は減少したものの１回あたりのお

買い物点数が増えました。結果、コープおきなわの供

給高は急伸長し、経営状況は大きく改善されました。 

 

 

次に、財務の状況です。保有する現金預金は、コロナ

禍以前の１４億円から１０億円増加して、２４億円とな

りました。また、コロナ禍以前、１１．５億円あった未処

分剰余金、累積赤字は１億円台にまで改善される見

込みです。しかしながら、諸物価・諸経費の異常な高

騰、ｗｉｔｈコロナでの消費行動の変化、出資金の原則

運用にともなう減資リスクなど、財務の先行きは不透

明です。 

 

この間、組合員数・出資金は微増傾向が続いていま

した。しかしながら、出資金の原則運用、減資は年に

１回に変更することの案内をすすめる中で、直近で

は、出資金が減少傾向に転じています。この間、組合

員の運営参加、くらしづくり活動は、大きな広がりを

つくれないままとなっていました。そのような状況の中

で、コロナ禍を迎え、対面での活動が大きく制限され

ましたが、オンライン環境の整備をすすめ、総代会等

の運営参加、そして、くらしづくり活動を一定継続する

ことができています。 
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動画画面 説明 

 

県民のくらしを指標でみてみます。「平均年収は全国

４７位」「子供の相対的貧困率は全国１位」「主要食

料品価格は全国１位の高さ」となっています。コロナ

禍での経済的疲弊に加え、資源高や円安による物価

高は、更に県民のくらしを圧迫することになります。コ

ロナ禍の中で浮き彫りとなった経済的弱者・生活困

窮者の問題が更に大きくなってきています。「消費者

のくらしと健康を守る砦」として何をするのか、何が出

来るのか、が問われます。 

 

 

先の見通せないＶＵＣＡの時代だからこそ、３年、１０

年といった長期スパンでの計画づくりが重要になっ

てきます。そこで、２０２３年から２０２５年までの３か年

アクションプランを作成しました。時間の関係から、こ

の場での詳細な説明は行いませんが、その基調のテ

ーマは、経営構造改革と未来づくりです。この３か年

で、この間、経営に重くのしかかっていた累積赤字を

解消します。併せて、安定した経営構造を構築しま

す。そして、２０３０年時点での、ありたい姿の実現を

めざし、未来づくりのための種まきをします。 

 

 

ここからは、２０２３年度の方針を説明します。まず、基

調のテーマである経営構造改革と未来づくりについ

て、説明します。今回の地域別総代会議で、皆さんか

らいただいた、ご意見・ご要望を方針に反映させ、  

５月の地域別総代会議に提案する流れとなります。 

 

まず初めに、財務の視点です。コロナ禍の事業伸長

で現金預金は２4 億円に増えました。しかしながら、２

０２３年度から始まる「出資金の原則運用」に伴う減

資リスクなど、先行きは不透明です。店舗出店などの

大型投資に備え、出資金をはじめとした現預金管理

を強化します。なお、大型投資については、「出資金

の原則運用」による出資金減資の状況を見て、２０２

４年度以降に判断します。ただし、１０号店の新店用

地が確定した際には、確定後２～３年間で約８億円を

投資します。 
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動画画面 説明 

 

次は損益の視点です。供給高は、協同購入、店舗で

はコロナ禍で増えた利用を維持した上で、更なる伸

長をめざします。くらしのサポート事業は、既存事業

の伸長と併せて、新規事業の調査研究をすすめま

す。経費については、電気料金の値上げや、毎年約

３％の最低賃金の引き上げなど、経費の増加が予想

されます。ＩＴ技術の活用、機械化などを推進し、既存

事業の生産性の向上と経費の適正化をすすめます。

経常剰余金は、２．２億円をめざします。 

 

 

次に、全体方針基調の未来づくりです。国連で採択

されたＳＤＧｓの到達目標年である、２０３０年に併せ

て、全国の生協の仲間と話し合って「日本の生協の２

０３０ビジョン」と「２０３０環境・サステナビリティ政

策」をつくりました。コープおきなわでも、２０３０年時

点で、実現していたい姿を策定し、その実践をすすめ

ます。併せて、コープおきなわのＳＤＧｓ基本方針を推

進します。 

 

 
 

日本の生協の２０３０年ビジョン、「つながる力で未来

をつくる、COOP２０３０」は、ここに掲げた５つの柱で

構成されています。以下、抜粋して紹介します。 

 １．生涯にわたる心豊かなくらしのテーマでは、人生１

００年時代を見据え、事業を効率的に組み合わせ、生

涯のライフステージを通じて、切れ目やすき間なく、く

らしを支えます。「２．安心してくらし続けられる地域社

会」では、地域の多様な人々、諸団体・協同組合や行

政とともに、地域社会づくりをすすめ、地域の課題解

決に取組みます。「３．誰一人取り残さない、持続可

能な世界・日本」では、脱炭素社会・循環型社会・自

然共生社会の実現に向けて、くらしのあり方を見直

し、事業を変革します。 

 

 
 

14



動画画面 説明 

 

４．組合員と生協で働く誰もが活き活きと輝く生協のテ

ーマでは、常に新たな挑戦を追求するとともに、持続性

のある事業・活動と健全な経営を継続し、未来へと展

望を拓きます。５．より多くの人々がつながる生協のテー

マでは、生協の理念や取り組みの発信など、社会との

コミュニケーションを深め、生協への理解と共感を広げ

ます。 

 

持続可能な社会の実現のために、全国の生協の仲間

とともに「２０３０環境サステビリティ政策を策定し、２０３

０年までに達成する目標を定め、毎年、進捗管理しなが

らすすめています。 

 

エシカルとは直訳すると倫理的と言う意味です。生協で

は、「誰かの笑顔につながるお買い物」と表現して、地

域・社会・環境・人々に優しい商品の取り扱いを増や

し、広げていきます。 

 

目標１．エシカル消費を学び広げます。海・森・大地へ

の配慮、そしてリサイクル材を使用した、コープサステナ

ブル商品や、世界のこどもの給食を支援するレッドカッ

プキャンペーン商品、県内の障がい者施設で製造した

商品などの普及をすすめます。例えば、協同購入では

エシカル消費対応商品企画アイテムを週当たり４０アイ

テムから、１００アイテムに増やします。また、エシカル消

費に共感し、選定する組合員を増やします。 

 

 

目標２．CO２排出量を全国の生協と共同して４６％削

減します。商品セットセンターなどの事業所の使用電力

を、再エネ使用プランへの切り替えなどで、削減します。

また、業務車両の電気自動車への切り替えをすすめま

す。 
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動画画面 説明 

 

目標３．５０００キロワットの開発と利用をコープエナジ

ーとともにすすめます。生協の事業所や組合員宅の

太陽光発電設備の設置や、組合員からの太陽光発

電の買い取りなどをすすめ、約１，０００世帯分の年間

使用量に相当する、５，０００キロワットの開発と利用

をすすめます。 

 

目標４．プラスチック容器と紙を２５％削減します。使

い捨てプラスチック製容器から再生プラスチックや植

物由来包材への切り替えをすすめ、 ２０１８年度対比

で、２５％削減します。また、商品カタログに使用する

紙使用量を、 e フレンズの推進や、カタログの選択制

配布などをすすめ、２０２１年度対比で、２５％削減し

ます。 

 

目標５．組合員の家庭や事業で生じる食品廃棄物、

食品ロスを５０％削減します。店舗から出た食品廃棄

物を肥料化して育てた「あらぐさ」循環型野菜を推進

し、店舗での食品廃棄物ゼロをめざします。また、「て

まえどり」「フードドライブ」を推進し、家庭や事業所

からの食品ロスを削減します。 

 

国連では SDGｓ１７の目標が採択されました。１．貧

困をなくそう、２．飢餓をゼロに、３．すべての人に健康

と福祉を、など世界の人々が協力して、２０３０年まで

に目標を達成しようというものです。 

  

１７の目標すべてが大切なことですが、コープおきな

わでは、特に、ここに掲げた３つを優先課題として取り

組んでいます。優先課題の１がエシカル消費を広げ

ます、優先課題の２が誰もが安心して暮らし続けられ

るまちづくりへ貢献します。そして、優先課題の３とし

て、「二度と家族を戦場に送ることのない平和な暮ら

しを子ども達へ引き継ぐために」平和の取り組みを

推進しています。 
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動画画面 説明 

 

ここからは、各事業本部の方針（案）を説明します。 

 

協同購入では、供給高が前年を下回らない施策を講

じ、安定した事業構造を構築します。担当者のスキルア

ップ研修を実施し、個別・グループの利用者を増やしま

す。新規加入組合員を対象に、初回利用から 10 週目

まで利用サポートを行う、「寄り添いプラン」や「いつもく

ん」登録の働きかけを強化し、利用促進につなげます。

あっぷるカタログは、「商品の価値（エシカル消費やＳＤ

Ｇｓなど）」を伝える紙面づくりを強化し、職員がカタロ

グで学び、組合員におすすめできるようにします。 

 

ポータルアプリを導入し、商品クーポンやアプリ内ポイン

トなどのプロモーションを強化し、組合員の利用をサポ

ートします。業務の見直し、配達効率の改善、計画的な

時差出勤などに取組み、投下労働時間の適正化を図り

ます。職員の考動事例共有会のオンライン視聴、動画配

信、組合員の声を仕事の基本にした事業運営などを通

して、「学習する組織」「共感する組織」「自走する組

織」をめざします。 

協同購入インフラを活用し、旧盆等の贈答品を協同購

入ルートで回収し、社協等に提供します。独居高齢者の

安否確認サービスを検討します。また、福祉事業所製造

商品を定期的に企画し、障がい者の就労を支援します。

環境対応として、「紙カタログは不用」という、e フレンズ

利用者には、カタログ配布しない仕組みを導入し、紙資

源を削減します。併せて、集品袋や卵パックの変更を行

い、プラスチックを削減します。 
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動画画面 説明 

 

店舗事業では、新規出店準備と既存店の生産効率を

高めた店舗運営体制を構築します。供給関連では、発

注支援システムを最大限活用し、品切れのない利用し

やすい買い場づくりを進めます。競合店と価格比較され

る人気のＮＢ商品は EDLP（Everyday Low Price・

毎日低価格）で買いやすさを追求します。また、LINE友

だち登録 28,000 名を目指し、情報発信を強化します。

組合員カード提示で５％OFF を毎月 1 回開催し、LINE

友だち登録者を組合員加入につなげます。 

 

２０24 年度の 10 号店オープンに向け、準備を進めま

す。併せて、レジ入れ替えに向け、機材･運営体制の検

討と導入の準備をすすめます。既存店の損益改善につ

いては、派遣などの外部委託を減らし、職員の内製化を

すすめます。また、人財共育のテーマでは、組合員の声

を基本にした運営、外部講師による共育、職員の考動

事例発表会などを通して、職員の成長を図ります。 

 

ＳＤＧｓ、環境対応関連では、バイオマス使用のレジ袋に

変更し、プラスチックを削減します。エシカル消費対応商

品のアイテム・利用を増やします。「てまえどり」の取組

などを推進し、食品廃棄ロスの削減に取り組みます。台

風時の入荷遅延による消費期限間近の商品や、フード

ドライブで集まった商品を、店舗近隣の福祉施設への

提供する仕組みづくりを進めます。 

 

ハウジング・葬祭・夕食宅配・共済の連携をすすめ、安

定経営を実現するとともに、くらしの困りごとをサポート

する、新たな事業の調査・研究をすすめます。ハウジング

では、「モデルルームこくば」での相談会などを通して、

利用を増やします。併せて、「積立登録」を推進します。

葬祭では、ひやごんホールでの学習会などを開催し、積

立登録を増やします。また、障がい者施設と連携し、香

典返し、盛かごの制作、ホール清掃などの委託を検討し

ます。 

 

夕食宅配では、利用者の増加が見込めることから、弁

当製造会社の新規導入をすすめます。併せて、新商品

開発をすすめます。共済では、コープ共済連、ライフプラ

ンアドバイザーと連携し、大学、専門学校で保障とライフ

プラン学習会を開催し、学生や新社会人をサポートしま

す。送迎サービスと移動店舗まちかど便では、行政や地

域など連携して、利用者を増やします。 

18



動画画面 説明 

 

総合推進室では、実参加、オンライン参加、紙資料を読

んでの参加をそれぞれ進化させます。併せて、総代

LINE・インスタグラム・Facebook などを活用し、多様

なライフスタイル、年代の人が参加・参画できる場づくり

をすすめます。また、「地域活動支援制度」や「フードバ

ンク支援募金」で、地域で社会的課題解決に取り組ん

でいる方々を支援し、「誰かの笑顔につながる」取り組

みの輪を広げます。エシカル消費や食品ロス削減など

を組合員と一緒に推進します。 

 

 

バック部門の取り組みを抜粋して説明します。人事総務

部では、女性職員を中心とした組織横断的Ｄ＆Ｉチーム

を設置します。ダイバーシティ＆インクルージョンチームと

は、職員の成長や雇用の安定をめざし、性別の違いや

年齢、障がいのあるなし、などを超えて、それぞれの人が

活躍できる仕組みの検討・推進を担うチームです。情報

システム室では、ＩＴ活用による業務の効率化、経費の

適正化をサポートします。 
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動画画面 説明 

 

最後に、電力の情勢変化による事業影響につい

て、説明します。事業への主な影響は、「子会社

おきなわコープエナジーの経営への影響」「コー

プおきなわの減損損失」「コープおきなわの損益

の圧迫」の３つです。順を追って、説明します。 

 

 

おきなわコープエナジーは、再生可能エネルギー

の普及拡大を目的に、２０１８年に設立しました。

但し、太陽光などの再生可能エネルギーを自前

で確保できるようになるまでは、沖縄電力から電

力を仕入れて運営しています。昨今、国際的なエ

ネルギー資源の異常高騰により、仕入価格が高

騰しています。現時点では、国の施策により、利用

者へ請求できる上限額が設けられているため、

売上と仕入が逆転し、経営が激変しました。 

 

 

おきなわコープエナジーの設立からの状況です。

２年目から営業利益を確保できるようになりまし

た。そして、学校などの市町村の公共施設や、幼

稚園などへの営業が順調にすすみ、売上は２．６

億円、３．９億円、６．８億円、１２．４億円と右肩上

がりで伸長していました。しかしながら、２０２２年

度、ロシアのウクライナ侵攻や、円安などの影響

を受け、電力仕入価格が１３．３億円まで急騰し、

売上と仕入の逆転現象が起きました。現在国の

施策も見極めながら、今後の計画を立てていると

ころです。 

 

 
 

 

おきなわコープエナジーの経営悪化により、親会

社のコープおきなわに減損損失が生じる結果と

なりました。減損損失とは、資産へ投資した際に、

収益の回収可能性の低下を、資産価値の低下と

見なして、帳簿に反映させる会計処理のことで

す。因みに、減損会計の対象となる固定資産は主

に以下の３つになります。「土地」「建物・設備」

などの有形固定資産、「ソフトウェア」「特許権」

など無形固定資産、そして、今回の対象となった、

「子会社への投資」です。 
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動画画面 説明 

 

今回の減損会計による、貸借対照表の変化は以下の通

りです。「資産の部」の子会社等株式を１億１千５百万円

減額するとともに、「純資産の部」の当期剰余金を同額減

額します。つまり、おきなわコープエナジーへの資本金出

資額分を減額することになります。なお、減損会計は、帳

簿上の資産の価値を減少させることであり、現金の流失

はありませんが、当期剰余金を減少させることになりま

す。 

 

損益計算書への影響を説明します。②の減損損失を含

む特別損失により剰余金が減少しますが、①の経常剰余

金が予算を大きく上回っているため、②の特別損失を加

味しても、⑤の税引き後剰余金は予算に近い額が残せる

見込みです。従いまして、減損損失による新たな累積赤

字の増加はない見込みです。 

 

 

３つ目の影響は、コープおきなわの事業経費である、電気

料金が増加し、単年度の経営を圧迫することです。ここで

は、水道光熱費として、電気料金以外のガス・水道料金も

記載しています。電気料金とガス料金の増加が大きく、２

０２２年度は２０２１年度よりも、約６千万円の増加。２０２３

年度は、約２億円の増加となる見込みです。これから、次

年度の予算作成に入りますが、供給高の伸長とともに、す

べての経費の適正化、コントロールが重要となります。 

 

 

先の見通せない「ＶＵＣＡの時代」ですが、つながる力と、

組合員の声を聴き、応える力を磨き、高めて、この難局を

乗り切ってまいります。これで、２月地域別総代会議の報

告を終わります。ご清聴ありがとうございました。 
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