
 

202２年秋の総代交流会   

西三河ブロック当日資料 
 

 

 

 

＜本日のスケジュール（予定）＞ 

時間 内容 

10：00～10：05 開会 挨拶 

10：05～10：55 

○総代ガイダンス（総代の役割について） 

○理事会からの報告 

・上半期の活動報告 

○生産者からのメッセージ（動画で） 

○ブロックからの報告 

10：55～11：00 換気（５分） 

11：00～11：50 意見交流・質疑応答 

11：50～12：00 まとめ 
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西三河ブロック事業結果報告（２０２２年４月～２０２２年９月） 
 
 
 
 
（１）供給高・事業収入 

 事業所 実績 予算比 前年比 
岡崎センター 18 億  277 万円 98.0％ 98.2％ 
西尾センター 19 億 6,195 万円 98.1％ 98.4％ 

◎コープ宅配合計 37 億 6,472 万円   

コープ岡崎 1 億 5,983 万円 99.1％ 93.7％ 
コープ安城よこやま 1 億 8,053 万円 94.1％ 90.7％ 
コープ岡崎北 1 億 7,524 万円 95.8％ 91.9％ 

◎店舗合計 5 億 1,560 万円   

福祉サービス岡崎・安城・ひな 1 億 3,367 万円 95.8％ 100.1％ 
デイサービスよこやま・ひな 3,536 万円 96.4％ 102.7％ 

◎福祉事業所合計 1 億 6,903 万円   

 

（２）利用者人数・来店者人数（人） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 事業所 実績 前年比 
岡崎センター 309,274 人・1 週平均 11,895 人 99.4％ 
西尾センター 396,535 人・1 週平均 13,217 人 99.2％ 

◎コープ宅配合計 705,809 人・1 週平均 25,112 人  

コープ岡崎 60,036 人・１日平均 380 人 92.3％ 
コープ安城よこやま 73,527 人・１日平均 465 人 90.1％ 
コープ岡崎北 72,857 人・１日平均 461 人 90.0％ 

◎店舗合計 206,420 人・１日平均 1,306 人  

福祉サービス岡崎・安城・ひな 6,239 人 107％ 
デイサービスよこやま・ひな 4,323 人 95％ 

◎福祉事業所合計 10,562 人  
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（３）直接剰余金 
 事業所 実績 前年実績 前年差 

岡崎センター 1 億 1,227 万円 1 億 1,943 万円 ▲717 万円 
西尾センター 1 億 0,977 万円 1 億 1,726 万円 ▲1749 万円 
コープ岡崎 ▲124 万円 163 万円 ▲288 万円 
コープ安城よこやま ▲333 万円 244 万円 ▲577 万円 
コープ岡崎北 ▲312 万円 9 万円 ▲321 万円 
福祉サービス岡崎・安城・ひな 2,543 万円 1,851 万円 6,916 万円 
デイサービスよこやま・ひな ▲1,045 万円 ▲1,303 万円 257 万円 

 
＜店舗直接剰余・剰余率＞ 

店舗 直接剰余 
直接剰余率 

2022 年度（累計） 2021 年度 

コープ岡崎 ▲124 万円 ▲0.8％ 0.9％ 
コープ安城よこやま ▲333 万円 ▲1.8％ 1.2％ 
コープ岡崎北 ▲312 万円 ▲1.7％ 0.0％ 

 

 

（４）仲間づくり 
 事業所 実績 前年比 

岡崎センター 902 人 93.8％ 

西尾センター 1.135 人 93.8％ 
◎コープ宅配合計 2,037 人  

コープ岡崎 76 人 76.0％ 

コープ安城よこやま 140 人 111.1％ 

コープ岡崎北 126 人 93.3％ 

◎店舗合計 342 人  

福祉サービス岡崎・安城・ひな 9 人（福祉利用者） 100％ 
デイサービスよこやま・ひな 3 人（福祉利用者） 100％ 

◎福祉事業所合計 12 人（福祉利用者）  
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２．２０２２年度事業活動（４月～９月）の様子と 
２０２２年１０月～１２月重点活動 

※２０２２年度は既に上半期（４月～９月）も終了しました。昨年に続き、事業活動は

「命と安全を最優先」に、新型コロナウイルスの感染予防・感染拡大防止に取り組み

ながらすすめてきました。組合員・職員の行動・声等で印象に残っていることや気づ

き、各事業間・事業所間で連携したこと、地域の皆さんと一緒に取り組んだことを中

心に報告します。 

※下半期に向けては、新型コロナウイルスの終息が依然不透明な中にあり、同時に様々

なものの値段が高騰してきています。わたしたち消費者のくらしを直撃するだけでは

なく、生産現場でも生産を継続するための切実な問題が発生しています。ともに安

全・安心な商品づくりを進めてきた生産者・メーカーのみなさんと情報を共有して、

一緒になってお互いのくらしを守る取り組みが旺盛に進められるようにします。 

（１）岡崎センター 

■稲刈り体験（JA あいち三河） 

 8 月 27 日(土)JA あいち三河本店隣接の圃場にて、2022

年度稲作体験交流会の稲刈り体験を開催しました。厳しい

残暑が続くなかでの開催となりましたが、4月 29 日(金)の

田植え体験に参加された 31 家族のうち組合員 17 家族 51 名

の方にご参加いただくことができました。 

生長した稲を鎌で狩り取り、束ねた稲を麻ひもで縛っ

て、はざかけ、天日干し作業まで行いました。 

田植えから稲刈りまでの稲作体験と、生産者・JA の皆さ

んとの交流を通して、食糧自給率の問題や地元産品への関

心づくりに繋がりました。 

■安全運転の取り組み 

 コープあいちでは、地域の安全確保と職員の安全確保

が重要な責務であると考え、地域の方々が安心して暮ら

せる社会の実現、また、くらしの安全・安心を担う人づ

くり（安全意識の高い職員の育成）に努めています。 

岡崎センターでは、委託を含め毎日約 60 台（うち生協

車両 45 台）の配送トラックと営業車が公共の道路を使用

しているため、安全の確保をすべてにおいて最優先して

います。交通事故の防止と削減、重大事故の撲滅を目標

に、安全運転トレーナーが中心となり、危険予知トレー

ニング等の学習教育を実施し、22 年度上半期の事故発生

件数を 1件(発生率 2.2％)に抑えることができました。 

下期も安全運転教育を通して、安全を最優先する人づ

くりに取り組みます。 

■2022 年度 10 月∼12 月重点活動（組合員のみなさんと一

緒に取り組みたいこと） 

2023 年年始の宅配は 1月 9日(月)からお届けが始まります。これまでよりも長いお

休みとなりますので、組合員の皆さんへ年末の計画購入と店舗への来店を呼びかけさ

せていただきます。早割最終週は 11 月 4 週(注文回収日：11/14(月)～18(金))です。

組合員の皆さんに、生協商品を囲んで良い年末年始をお過ごしいただけるよう、普及

活動に取り組みますので、年末最終週までご利用下さい。また、新年の店舗おすすめ

商品情報等は宅配センターニュース等でご案内致しますので、店舗のご利用をお願い

いたします。 
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（２）西尾センター 

■あいちを食べよう日本の食を大切に大運動 

西三河ブロックで取り組んでいる地元農産物を旬の  

時期にお届けする宅配センター企画です。取り組みは 

1 年半で 8品目を実施していますが、はじめて「いち 

じく生産者部会議」へ参加させて頂き、組合員から頂 

いたメッセージカード 130 枚を直接手渡しさせて頂き 

ました。生産者より「こんな素敵なメッセージを直筆 

で頂けて幸せです。嬉しい声が多いです、品質良い商 

品を納品するのは当然のことですので、生産者へ届く 

声はお申出がほとんどです。元気が出るメッセージを 

頂きありがとうございます」と部会長よりお言葉を頂 

きました。 

■コープ安城よこやまと連携活動 

①上記、宅配限定企画商品で取り扱った農産物は、コ  

ープ安城よこやま店舗に JA 物流便で納品開始しまし 

た。組合員の声から店長と相談し、実現する事が出来 

ました。配送時に「いちじくが美味しかった、どこで 

購入できるの？！」と組合員に声をかけられた際に 

昨年は「生協のお店で購入できるよ」と伝えられなか  

ったのが残念でした。 

➁店舗統一行動 

コープ安城よこやまにて、店舗周辺のポスティング活 

動（1.300 枚配布）しながらお声がけできる方へは来 

店のご案内をおこないました。総勢 13 名で活動しま 

した。 

■夕食宅配 

組合員の声を受け、高浜地域にも夕食宅配配送実現に向け、上期取り組みました。 

・利用者から感謝のご連絡を頂きました。「市の健康診断の結果、中性脂肪数値が 

144→78 と下がりました。こんなに変わるモノかと驚いています。感謝です！」 

・夕宅未食 安否確認対応 

夕食宅配週 3回利用（月水金）月分未食の利用者の安否確認連携をで夕宅課より頂

き対応。見守り協定に沿って行政、社協に連絡。センターからも即組合員宅に訪問

しましたが、在宅の様子はありませんでした。ご近所に訪問活動と同時に、別居の

家族と連絡がついたことの連絡を受け安否確認ができました。ご家族から緊急時に

このような対応をしてくれることに感動したことの感謝の声を頂きました。 

■ミールキットおすすめ取り組み 

7/1 週リニューアルしたミールキット商品普及をおこないました。配達時にすぐに

おすすめするために首掛け POP を作成して活用しました。組合員からの声を朝礼時

に交流し、共有しました。・ミールキットの全商品を子供たちで全部作ろうと目指し

ている組合員がいました。夏休みなので毎週色々な商品を買って子供が作ってくれ

るのは楽だし、子供たちの食育にもつながってとても良いです！・ぼてぢゅう総本

家のお好み焼きが大好きだけど自分で材料を買って切ったりすることが面倒くさい

からこの商品が出てからよく利用するようになりました。 

 

 

 

- 6 -



■2022 年度 10 月∼12 月重点活動（組合員のみなさんと一緒に取り組みたいこと） 

生協たまご、生協牛乳、産直鶏、お米・・・生産者の現状について正しく知るために

産消生産者の学習会を職員一同おこなっています。飼料価格は今まで経験したことのな

い高騰が続いており、このまま生産が続けられるか不安広がっています。組合員のみな

さんと利用の広がりを作るためにも、予約登録のおすすめや商品価値の情報提供して行

きます。 
（３）コープ岡崎                                                                                   

■組合員に喜ばれる商品普及 

①6/12（日）から、アツミ産直センターの「朝採りとうも 

ろし」の企画を実施し、1日で 461 本の利用がありまし  

た。7月まで、金・日曜日の入荷で、昨年を大きく超える 

利用がありました。 

② 8/5（金）に長野県の中川農民組合の「恋空りんご」が入荷

しました。収穫したてのりんごで、この時期のリンゴは日持ち

しませんが、瑞々しくて美味しいりんごのため、入荷してすぐ

完売しました。中川農民組合のりんごは、昨年の台風で大きな

被害があり、「産地応援企画」として取り組み、今年も産地を

応援するために取り組んでいます。組合員からは、美味しいと

声を頂いています。 

■ブロック連携 

  ①毎月第 2と第 4日曜日に、ベジチェックを午前中（10：30～ 

12：30）に実施しています。毎回 20 人～40 人の方が参加さ 

れていますが、初めて参加される方も多数あり、健康のため 

に活用頂いています。 

②今年も 9月に、地元応援企画として「駒立ぶどう狩り組 

合」の巨峰の販売を西三河ブロックで行いました。店舗で 

は、LINE で案内を行い、売り場では産地の状況の案内 POP 

と利用呼びかけのボイス POP で組合員の皆さんへ呼びかけ 

  を行いました。 

 

■組合員の皆様と一緒に取り組んだこと 

 ①店舗運営委員会で相談し、7/7（木）の七夕の 1週間前から 

店舗エントランスに七夕の飾りつけを行いました。短冊に 

願い事を記入する方も多く、季節行事を大切にする活動と 

して、組合員の皆さんに喜んで頂けたと思います。 

 

 ②8/13（土）、14（日）に平和活動として、「平和パネル 

展」を実施しました。店舗サッカー台の目立つ場所で展示

しましたので、多くの方に見て頂けました。その他、平和

川柳・平和カンパに取り組みました。 

 

■2022 年度 10 月∼12 月重点活動（組合員のみなさんと一緒に取り組みたいこと） 

・今年も 10/9（日）から、クリスマス予約と迎春予約に取り組んでいます。どち 

らも早割期間は、12/5（月）までですので、お得な早割を是非ご利用下さい。 

店舗運営委員会では、毎年好評の「クリスマスケーキ人気投票」を実施する予定 

です。お店で楽しくご予約できるように、組合員の皆さんと一緒にお店を盛り上 

げていきたいと思います。ご来店お待ちしております。 
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（３）コープ安城よこやま 

  ■あいちを食べよう日本の食を大切に大運動 

・センターと連携し、宅配で扱っていた JA あいち中央の農

産物の取り扱いを 9/26 より開始しました。 

地元安城市産のチンゲン菜、きゅうり、梨、いちじくの取り扱

いを行い、非常に新鮮で、組合員さんからも 

好評です。今後、碧南市産を含めて、なす、トマトなどを順次

取り扱い予定です。 

 

■ブロック連携 

・店舗周辺のポスティング活動（1.300 枚配布）しながら 

お声がけできる方へは来店のご案内をおこないました。 

西尾センター、サポーターさん、店舗運営委員会、宅配後方 

支援、店舗職員、総勢 13 名で統一行動を行いました。 

・サポーターさんによるベジチェックを第 1、第３日曜日 

恒例行事として行っていただいています。9/18（日）には 

カゴメさんにもご協力いただき、開催いたしました。 

 

■組合員の皆様と一緒に取り組んだこと 

・平和活動の一環として６、７月に平和川柳・ぬりえ募集と 

募金を行いました。８/１４（土）、１５（日）は 

平和パネル展を店頭にて行いました。 

・コープ市２日目 8/28（日）に店舗運営委員会主催で、 

ガチャガチャイベントを行いました。80 名の参加があり、 

お子様にも非常に喜んでいただけました。 

 

 

 

 

 

 

 

■2022 年度 10 月∼12 月重点活動（組合員のみなさんと一緒に取り組みたいこと） 

・クリスマス迎春商品の予約を受け付けています。今年も、大型モニターを活用して、

店舗入り口でクリスマス迎春予約コーナーを展開し、店舗全体で盛り上げながら取り

組んでいく予定です。12/5 までは早割価格での受付で大変お値打ちになっております

ので、ぜひご利用くださいませ。 

・百石町お祭り、JA まつりなど、地域のイベントに参加していきます。また、10/23

（日）のアンフォーレでのイベントに生協の食材を提供し、生協をアピールします。 

・組合員の皆様の声を積極的に聞き、売場改善、店舗改善に活かしていきます。要望商

品、おすすめ商品などございましたら、ぜひ、ご意見いただけますと幸いです。 

・西三河ブロック組合員モニター商品産直豚生ウインナーのチルド販売品の販促を、メ

ーカー試食交流会依頼し、大々的にお勧めし、来店動機商品として定着を図りたいと

思います。 
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（４）コープ岡崎北 

  ■組合員に喜ばれる商品普及 

  ①朝採りとうもろこし 

   毎年好評いただいている「朝採りトウモロコシ企画」に 

取り組みました。ラインの配信などで組合員のみなさん 

に呼びかけ、初回では 500 本をその日のうちに売り切る 

ことができました。 

  ②バイヤーズセレクション商品 

   東海コープ商品部の担当者が厳選した「バイヤーズセレ 

クション」商品の利用普及に努めてきました。エントラン 

スホールなど目につきやすい場所での陳列に心がけて利用 

の呼びかけをしています。これまでも多くの利用実績を作 

ることができました。 

■西三河ブロックとしての取り組み 

    ①ベジチェック 

 月に２～３回のペースで取り組んできました。途中から 

 農産コーナーで展開するようにして、野菜の利用普及も 

 合わせて行えるようにしました。毎回 50 名近くの方たち 

 にご参加いただいています。 

②駒立ぶどう、生産者応援企画 

 天候不順や来園者の減少などで利用が減っている駒立ぶ 

どう狩り組合の巨峰を店舗でも販売しました。昨年同様、 

 利用された方たちからは、とても甘くて美味しいと喜ん 

   でいただけました。 

  ■組合員のみなさんと一緒に取り組んだこと 

①平和活動 

６、７月に平和川柳・ぬりえ募集と募金を行いました。 

８/１４（土）、１５（日）は平和パネル展をエントラン 

スホールにて行いました。署名をいただくこともできま 

した。 

 ②店舗運営委員会 

 8 月 27 日（土）、28 日（日）に久しぶりの店内イベント 

「スタンプラリー」を行いました。当日は組合員様への聞 

き取りアンケートも行い、200 名以上の方からお店に対 

するご意見をいただくことができました。その結果をもと 

に店舗の改善活動を行っています。 

■2022 年度 10 月∼12 月重点活動（組合員のみなさんと一緒に取り組みたいこと） 

 ①年末活動としてクリスマス迎春商品の予約取りを行っていきます。楽しいイベン 

ト（クリスマスケーキの人気投票など）も行いながら組合員のみなさんと一緒に 

楽しく取り組んでいきたいと思います。クリスマスケーキやおせちは今年も生協 

でご予約いただきますようお願いいたします。12 月には今年最後のケース予約 

にも取り組みます。年末商材と合わせてご利用いただきますようお願いします。 

   ②組合員のみなさんのお声をしっかりと受け止め、お店の改善につなげていきま 

す。お店に対するご意見や取り扱って欲しい商品などお声を上げていただきたい 

と思います。特に商品のおすすめ情報などがありましたら、利用普及にもつなげ 

ていきたいと思いますので、ぜひご提供ください。 
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（５）福祉西三河エリア 

  ■デイサービスよこやまでは、生協 10 の基本ケアの実践で、自宅での生活を継続で

きるように、職員全員の三角移乗実践の手技の統一と、利用者家族への伝達を行いま

した。デイサービス利用中と自宅での介助方法が揃うことで利用者の動きの混乱を避

けることができるので、日々の中で効果的に生活リハビリが実践できています。 

 

  ■安城総合福祉センターにて、「安城市福祉まつり」が開催されました。                  

  コロナ禍で 2 年ぶりの開催となり、例年では折り鶴作成コーナー、指編みタワシ作成

コーナー、豆つかみチャレンジコーナーなどの体験コーナーを設置していましたが、

今年はコロナ禍での開催ということで有人ブースの出展はなく、掲示物のみの出展と

なっています。 

  掲示物については、生協の福祉事業の取り組みや生協 10 の基本ケア、デイサービス

利用者の作品展示などを行いました。 

   

 

 

 

  

 ■2022 年度 10 月∼12 月重点活動（組合員のみなさんと一緒に取り組みたいこと） 

コープあいちが福祉事業を行っていることや、福祉事業の内容についてお伝えする活

動の一環で、テーマグループの皆さんを対象に、介護保険制度や生協の福祉の取り組

みを発信させていただいています。この活動を今後も継続し、いざという時に暮らし

のお役立ちに繋がるよう、福祉事業所が相談の窓口となるような、取り組みを行って

参ります。また、生協の福祉実践に位置付けられている、生協 10 の基本ケアの取り

組みについてもお伝えし、組合員の皆さんに向けた学習会なども引き続き行って参り

ます。 
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