
コープながのガイド 2021



CO・OP  ともに  はぐくむ  くらしと未来

コープながのビジョン2025

コープながの理念

食卓を笑顔に、地域を豊かに、誰からも頼られる生協へ。

私たちは、一人ひとりが手をとりあって、一つひとつのくらしの願いを実現します。
私たちは、ものと心の豊かさが調和し、安心してくらせるまちづくりに貢献します。

私たちは、人と自然が共生する社会と平和な未来を追求します。

2



SDGs
（持続可能な開発目標）

について

持続可能な開発目標（SDGs）
とは、2015年9月の国連サ
ミットで採択された「持続可能
な開発のための2030アジェン
ダ」にて記載された2016年か
ら2030年までの国際目標で
す。持続可能な世界を実現す
るための17のゴール・169の
ターゲットから構成され、地球
上の誰一人として取り残さな
いことを誓っています。
コープながのの取り組みは、SDGs
の実現につながっています。

「コープながのは生活協同組合です」

出資…組合員になる時に生協に預けていただく出資金は、商品調達や事業の運営に活用されています。

利用…組合員みんなで商品を購入したり、さまざまなサービスを利用します。

運営…生協の組合員になる～商品やサービスを利用する～さまざまな取り組みへの参加～総代としての参
加など、すべてが生協の運営にかかわっています。

利 用
豊かなくらしのため
組合員みんなで商品や
サービスを利用します

出 資
出資金はみんなの願いを
実現するために
活用されています

運 営
運営の主役は
「組合員」です

生協って何でしょう？
生協はくらしのさまざまな願いを実現する
ために、組合員がお金を出し合い、商品や
サービスをみんなで利用し、事業や活動の
運営に参加することで成り立っている「生活
協同組合」という組織です。

生協がすすめてきたこと
生協はこれまでの長い歴史の中、消費者の「安全で安心できる商品を利
用したい」という願いをかなえるために、さまざまな取り組みをすすめて
きました。例えば、不必要な添加物を減らした商品、地球環境にかかる
負荷を減らす商品、アレルギー表示の開始…など世の中に先駆けて、消
費者視点でのコープ商品や産直商品を提供してきました。
また、商品検査センターでの商品検査や、商品が消費者の手元に届くまでの品
質保持や温度管理の徹底など、フードチェーンの安全にも取り組んでいます。

協同組合の組合員は、出資の多少にかかわらず同じ権利がありますが、組合員全員が集まって話し合いをする
ことはできないので、組合員の代表となる総代を決めます。総代は総代会で方針案について決議を行います。

生協は3つの柱で成り立っています

組合員の権利
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コープデリ中野センター
（中野市江部川原田1385-3）

コープデリ飯田センター
（飯田市松尾寺所7312）

錦町ステーション
（飯田市錦町2-25-1）

コープ安曇野豊科店
（安曇野市豊科2637-4）

コープ長野稲里店
子育て応援センター 
きらきらきっず・いなさと

（長野市稲里町中央3-38-1）

コープデリ池田センター
（北安曇郡池田町会染9011-16）

コープデリ上田センター
（上田市上塩尻字嶋崎313-1）

コープデリ佐久センター
（北佐久郡御代田町御代田聖原1062-2）

須坂グロサリー集品センター
（須坂市井上砂田1700-11） 塩尻要冷集品センター

（塩尻市宗賀本山4145-1）

上田古里ステーション
福祉センター上田
（上田市古里742-4）
■居宅介護支援 ■訪問介護

コープながの本部
（長野市篠ノ井御幣川668）

総合企画室
■くらしの困りごと総合窓口
（くらしサポート活動 まごころ）

福祉センター長野
■居宅介護支援 ■訪問介護
共済センター
学校職域センター
（株）コープデリ保険センター
長野支店

（株）コープサービス住宅事業部
上信越支店

コープデリ篠ノ井センター
（長野市篠ノ井御幣川656）

福祉センター長野 
長野北事業所
（長野市壇田2-6-22）
■居宅介護支援 ■訪問介護
■宅老所こーぷの家 まゆみだ

コープデリ長野センター
（長野市村山482-3）

コープデリ松本センター
（松本市笹賀7802）

コープデリ諏訪センター
（諏訪市大字湖南字城下3174）

コープデリ伊北センター
（上伊那郡箕輪町大字三日町1396-2）

コープデリ木曽センター
（木曽郡上松町大字荻原1019-2）

コープデリ塩尻センター
（塩尻市宗賀本山4145-1）

コープデリ安曇野センター
（安曇野市豊科高家1159-4）

コープデリ宅配センター 13
コープデリ夕食宅配 5
店舗 2
福祉センター  2　宅老所 3
共済センター 1
職域事業センター 1
ステーション 2

（株）コープデリ
保険センター 長野支店 1

（株）コープサービス
住宅事業部 上信越支店  1

コープデリ集品センター 2

コープデリ宅配センター 13 （株）コープデリ

宅老所こーぷの家 保野

宅老所こーぷの家 国分

事 業 所 一 覧 コープながののあゆみ

1992年 学校生協・南信生協・長野生協・県民生協の４生協が合
併し、「生活協同組合コープながの」発足（9月21日）

1994年 長野電鉄生活協同組合が合併（3月）

2005年 生活協同組合連合会コープネット事業連合に加入

2006年 コープネットグループ共通の理念・ビジョンを作成

2007年 共同購入商品案内「ハピ・デリ！」をコープネット事
 業連合と統合

2008年 宅配事業の物流施設・機能をコープネット事業連合と統合
 コープ共済連に加入

2011年 コープデリ・コープステーション（大型・地域）の
開設・展開を開始

2012年 移動販売事業を、コープ長野稲里店を母店に
 長野市でスタート

2013年 コープの葬祭事業（コプセながの）を東北信地域
 （一部除く）でスタート

2015年 優良な「子育てサポート」企業として厚生労働大臣
 特例認定"プラチナくるみん認定"を取得

2016年 長野県の「職場いきいきアドバンスカンパニー」
認証を取得

2017年 「コープネット事業連合」から「コープデリ生活協同
 組合連合会」へ組織名称を変更
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コープながの

コープ
ぐんま

コープ
にいがた

コープ
クルコ

とちぎ
コープ

いばらき
コープ

コープみらい

さいたまエリア

とうきょうエリア ちばエリア

コープながのは、コープデリ連合会に加盟する7つの生協（コープながの・コープみらい・
いばらきコープ・とちぎコープ・コープぐんま・コープにいがた・コープクルコ）とコープデリ連
合会およびその子会社で構成されるコープデリグループの一員です。コープデリグループ
は、消費者・組合員のくらしへの貢献を目指して、同じ理念とビジョンを掲げるグループです。

コープながのが加盟するコープデリ連合会概要

名 称

本 部 所 在 地

代表理事理事長

組 合 員 数

事 業 高

コープデリ生活協同組合連合会

埼玉県さいたま市南区根岸1-4-13

土屋  敏夫

512万人

6,286億円

「 コ ープ な が の 」の 組 織

対象期間：
特に断りのない限り2020年度（2020年３月21日～2021年３月20日）のものですが、一部2021年度の活動も含んでいます。

コープデリグループ［ 2021年 3月 20日現在］

名 称

本 部 所 在 地

設 立

代表理事理事長

組 合 員 数

出 資 金

事 業 高

事 業 領 域

生活協同組合コープながの

〒388-8555 長野県長野市篠ノ井御幣川668番地

1992年9月21日

太田 栄一

32万3,053人

126億8,598万円

456億5,731万円

コープデリ宅配センター ： 13

コープデリ店舗： 2

移動店舗：移動販売車 1

学校職域事業、共済事業、福祉事業（2センター、
3宅老所）、共済・サービス事業・保険

コープながの概要［ 2021年 3月 20日現在］
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損益の状況（単位：千円）

2020年度はビジョン2025「食卓を笑顔に、地域を豊かに、誰からも頼られる
生協へ。」の実現に向けた“第3期中期計画”の最初の年でした。「組合員に選ば
れる事業と経営基盤の強化に取り組み、コープのファンを増やします」をテーマ
に掲げ、組合員一人ひとりが利用し続けられる生協づくりを目指しました。
コロナ禍での巣ごもり需要の影響により、宅配・店舗の利用が増加し増収・増
益となり、総事業高と経常剰余金は前年比を上回りました。
主な投資として、7月に「コープデリ諏訪センター」を諏訪市に新築移転、3月に

「コープデリ伊北センター」を上伊那郡箕輪町内で新築移転、11月には新たに上
田市古里に福祉事業所兼宅配ステーションを新築し、営業を始めました。
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総事業高 年度別動態

出資金 年度別動態

2018年度 2019年度 2020年度
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経常剰余（経常利益）年度別動態

組合員数 年度別動態

項目 2018年度 2019年度 2020年度 前年度比

売上高
（供給高） 38,527,178 39,365,883 44,091,594 112.0％

売上総利益
（供給剰余金） 8,534,735 8,660,974 9,578,092 110.6％

利用事業収入 77,966 88,462 94,346 106.7％

福祉事業収入 213,368 193,193 186,075 96.3％

その他事業収入 1,238,643 1,260,949 1,285,291 101.9％

事業総剰余金 9,780,552 9,914,910 10,851,239 109.4％

事業経費 8,477,097 8,808,343 8,943,323 101.5％

　人件費 3,492,205 3,485,777 3,543,242 101.6％

　物件費 4,984,891 5,322,566 5,400,080 101.5％

営業利益
（事業剰余金） 1,303,455 1,106,566 1,907,915 172.4％

経営利益
（経常剰余金） 1,623,098 1,394,377 2,118,222 151.9％

経常利益率
（経常剰余率） 4.1％ 3.4％ 4.6％ ー

事業別供給高内訳

・総資産のうち自己資本比率は、
71.2 ％ で し た。総 資 産 の 約
37.7％は組合員出資金です。内
部留保の充実をはかり、経営基盤
を強固なものにしていくよう努
めています。

流動資産
19,337,364
（57.5％）

流動負債
7,531,114
（22.4％）

固定負債
2,157,619（6.4％）

組合員出資金
12,685,989
（37.7％）

剰余金
11,259,801
（33.5％）

固定資産
14,297,159
（42.5％）

他
人
資
本

自
己
資
本（
純
資
産
）

● 有形固定資産
7,633,638
建物
構築物
機械装置
器具備品
土地 など

● 無形固定資産
18,145
ソフトウェア
排出権

●その他の固定資産
6,645,376
関係団体等出資金
長期保有有価証券
長期貸付金 など

● 現金預金
14,741,962

● 供給未収金
3,730,860 など

●法定準備金
5,450,000

● 任意積立金
3,750,000
事業用施設積立金
災害費用等積立金
　　　　　 など

●当期未処分剰余金
　2,059,801

前期繰越剰余金
当期剰余金

総資本 33,634,524

● 長期リース債務
198,732

● 退職給付引当金
1,617,053 など

● 買掛金
3,769,362

● 未払金
832,862
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貸借対照表の構成比［ 2021年3月20日］（単位：千円）

財 務 デ ー タ

コープデリ宅配事業
94.2％（夕食宅配含む）

売上高
（供給高） 
440億
9,159万円

■ 店舗事業 5.6％
■ 移動店舗事業 0.07％
■ 職域事業 0.13％

2020年度の事業と組織の到達点
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コープが扱う商品
コープながのは、普段のくらしに「必要な種類の商品」「必要な
規格（量）」を「利用しやすい価格」で提供し、組合員の毎日のく
らしに貢献します。組合員が商品を選択する自由を尊重し、わ
かりやすい情報を提供します。同時に、安心して継続利用でき
る多様な商品の提供方法を追求していきます。

普段のくらしに必要な商品を提供し、豊かで楽しい食卓を応援します。

提供するすべての食品の安全性確保に取り組みます。

商品の供給を通じて健康な食生活を応援します。

組合員の思いを「かたち」にしたコープ商品を開発・提供します。

組合員と生産者がつながり、ともに歩む産直をすすめます。

持続可能な生産・消費に向けた商品供給事業を進めます。

●1 品揃え・・・・・・・・・・・・・・
●2 食品安全・・・・・・・・・・・・・
●3 健康な食生活・・・・・・・・・・・・・
●4 コープ商品・・・・・・・・・・・・・
●5 産直・・・・・・・・・・・・・・・・
●6 持続可能な社会の実現への貢献・・・

赤いロゴが目印の「コープ商品」は、誕生から60周
年を迎えました。この「コープ商品」は、組合員の声
をもとにうまれ、声を反映しながら見直しされている
コープで開発した商品です。提供するすべての食品の
安全性確保に取り組み、全国の生協の組合員が利用
している商品です。

食物アレルギーを引き起こす物質のう
ち特に悩みが多い「特定原材料7品目」※

を使わずに開発したシリーズです。
特定原材料7品目不使用の商品だけを
製造する専用工場や区分けされた専用
ラインで製造しており、食物アレルギー
の原因となる物質の持ち込みや混入が
ありません。
※食物アレルギーの原因となる物質の中で、症
例の多い・あるいは重い症状を引き起こしや
すい７品目（たまご、乳
成分、小麦、そば、ピー
ナツ、えび、かに）は「特
定原材料」として表示
が義務付けられてい
ます。

7品目を使わない
お子さまと、子育てをがんばるママ＆パ

パを応援する乳幼児向け商品です。「離

乳食期以降向け（5か月～1歳6か月

頃）」「幼児食期向け（1歳6か月～3歳

頃）」の商品を揃えています。①保護者

の声をかたちにした商品開発を②安心

な原料を徹底した品質管理で③便利な

冷凍食材が充実し④使い方が自由な

「素材型」、⑤幼児が食べやすい大き

さ＆味付けが特長です。

きらきらステップ
「きらきらステップ」と同様に、子育て世

代を応援する商品です。歯が生えそろう

頃は、食べる楽しさ・おいしさを覚え、食

体験を豊かにしていくとても大切な時期

であり、離乳食・幼児食を卒業して、親子

で同じものを食べられる喜びを共有で

きる時期でもあります。①おいしく、楽し

く、すこやかに②ママ＆パパの思いに寄

り添った商品づくり③コープならではの

安全管理を徹底しています。（おもに3

歳～ 6歳頃を想定）

きらきらキッズ

　　   コープ商品とは　    

コープながのが大切にしている 6 つの柱
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環境や社会に配慮した主原料を使った商品に、共通のロ
ゴマークを付けてシリーズ化しました。今後、組合員の中で
さらに高まっていくと予想される「サステナブルなくらし」
の実現化に応えます。こうした商品を “ 選んで使う”エシカ
ル消費が、持続可能（サステナブル）な社会実現につなが
ります。未来につながる生産・資源活用へ、3つのテーマ
を設けました。❶海の資源を守る❷森の資源を守る❸大
地の力を生かすオーガニック
生協が目指す SDGs の達成に向けて大きな力となる「エ
シカル消費」を、身近な商品を通じて、より多くの組合員に
広げていきます。

組合員と生産者の顔が見える環境をつくり、安全で新鮮な
野菜・肉・魚などをお届けするコープデリの産直。普段のくら
しに必要な農畜水産物を、量的にも質的にも安定的に確保
するための取り組みです。産直は、生産者から消費者までフ
ードチェーン全体がつながり、さまざまな課題を共有し、そ
の改善をすすめながら新しい価値を創造します。生産過程
が見え、環境に配慮する生産を持続的に応援し、組合員と
の交流を大切にしています。
安全性確保を大前提として、商品のおいしさ、環境への配
慮、そして生産者と組合員のつながりを大切にしています。
特徴ある産直商品のひとつに「お米育ち」の豚肉・牛肉・鶏肉・
鶏卵があります。
安全・安心を守るために、農地の選定・工程・出荷までをき
ちんと確認しています。気になる放射性物質もしっかり検査
しています。①輸入フルーツは生産者の顔が見えるもの②
産地の中から選べるお米③生産者・産地・育て方が見える

鶏肉④飼料や環境に配慮された卵⑤食料自給力向上を目
指し、飼料用米を配合したこだわりの餌で育てたコープデリ
のお米育ちシリーズは、牛豚鶏肉の生産
につながっています。また、⑥海と魚の
未来を守りながら豊かな恵みをいただ
く海の産直があります。

コープデリの産直

コープサステナブルシリーズ

私たちは普段のくらしの中で、買物を通じて「選ぶ」ことを
しています。商品の見た目だけではわからない物が作られ
る背景や裏側、「どこで」「誰が」「どのように」作られた商
品なのか知る日々の買い物が、実は「社会を変える力」の
第一歩となるのです。エシカル消費とは、「作る人、売る人、
買う人、世界、未来」すべてにとって「良い」消費で、さまざ
まな立場の人たちの笑顔につながる選択です。「人と社会
にやさしい」「地域の産業や資源を保護する」「地球環境
を守る」ことに配慮された商品を選ぶことで私たちが「世
界」や「未来」を変えていくことができるのです。エシカル
消費につながる商品例として…❶ RSPO( 持続可能なパ
ーム油のための円卓会議 )は、適切に管理されたパーム油
で作られた商品につけられる認証マークです。「持続可能
なパーム油」の生産・製造・流通・消費を目指す取り組みで
す。環境に配慮した洗剤として生まれたコープセフターは、

2018年からRSPOの認証マークがつきました。❷ FSCⓇ

（森林管理協議会）認証は、適切に管理された認証林や、
責任をもって調達された原材料で作られた製品に、認証ラ
ベルをつけて消費者に届ける仕組みです。コープティシュ
は、コープで初めてFSC 認証を取得した商品です。❸レイ
ンフォレスト・アライアンス認証は、農園の生態系の保護と
労働環境の向上を目指しています。コープオリジナルブレン
ドコーヒーや、カカオ70％チョコレートなどが認証された
商品です。❹フェアトレードは、発展途上国の農産物や製
品を「フェアな価格」で継続的に輸入・消費することで、生
産者の生活が成り立つよう考慮した取り組みです。コープ
のフェアトレードセイロン紅茶や、有機栽培バナナなどが
あります。
※ほかに❺産地指定❻ CO・OPコアノンスマイルスクール
プロジェクト❼CO・OP×レッドカップキャンペーンなど。

コープのエシカル商品～エシカル消費、それは誰かの笑顔につながるお買い物～

▶You Tube
「コープサステナブル」
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CO・OP 共済は「組合員どうしで困った時は助け合いたい」
という思いがかたちになった保障事業で、コープ商品のひ
とつです。ふだんから加入者みんなが少しずつ掛け金を出

し合い、病気や災害などで助けが必要な加入者に共済金と
して一定額をお支払いしています。加入者の輪が広がること
で保障の内容が良くなり、加入条件がゆるやかなコースも
誕生しています。

CO・OP 共済

コープデリでんき（コープの電気供給事業）
「コープデリでんき」は、再生可能エネルギー・FIT 電気の
比率にこだわった電気です。「再生可能エネルギー100％
メニュー」と「ベーシックメニュー」の2つのメニューがあり
ます。再生可能エネルギー100％メニューは、再生可能エネ
ルギー・FIT 電気を100％使用するメニュー。電気の産地
にこだわり、コープの宅配センターなどに設置した太陽光発
電や、一部の店舗から排出される食品残さを利用したバイ

オマス発電によって生み出された再生可能エネルギー電気
などを利用しています。また、ベーシックメニューは中部電
力ミライズの従量電灯 B・C契約メニューよりもお得なメ
ニューです。
これらの電気を組合員に選んでいただくことで地球温暖化
を防止し、原子力に頼らない社会づくりに貢献したいと考え
ています。

CO・OP共済は、加入者が増えることで、より充実した保障内容になってきました。コープながののCO・
OP共済加入者は、約17万人です。（2021年3月現在）

❶進化する保障内容

CO・OP 共済は、共済金のお支払いを通じて「お役立ち」するこ
とを大切にしています。コープながのでは、2020年度は1年間で
約2万2千件、約10億円の共済金をお支払いしました。

❸使命は「お役立ち」

① CO·OP 共済≪たすけあい≫・・・・・
② CO·OP 共済≪あいぷらす≫・・・・・
③≪ずっとあい≫終身医療・・・・・・・
④≪ずっとあい≫終身生命・・・・・・・

⑤学生総合共済・・・・・・・・・・・・

入院、手術、ケガ通院などの保障を月々1,000円からの掛け金で
10年満期の生命、入院、がん保障
一生涯の医療保障を加入時からずっと変わらない掛け金で
一生涯の生命保障を加入時からずっと変わらない掛け金で　
【契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会】
大学生・専門学校生の保障（2021年9月～募集開始）

❷ニーズに合わせて選べる4つの保障

コープながの各事業所の「共済スタッフ」
が、組合員からの保障相談や共済加入
のお手続きを行っています。

❹専門スタッフによる加入相談

コープながのは、商品の安全性の確保や品質保証を事業活動
の最優先事項と考え、コープデリ連合会や日本生協連ととも
に、原料調達から組合員の手元に商品が届くまでの工程にお
ける管理システムを構築しています。さいたま市にある「コープ
デリ商品検査センター」は、商品の微生物検査、残留農薬検査、
放射性物質残留検査、食物アレルギー検査などのほか、組合
員さんからお申し出いただいた商品の検査など年間約3万件
の検査を行っています。また、施設内の見学のほか食の安全に
かかわる実験や手洗いチェックなどの学習ができます。

商品検査について

ひとつの商品が、組合員に届けられるまで元をたどっていくと、商
品の原料を生産する生産者に始まり、原料加工業者、製造者、卸
売業者、コープ、組合員へとつながっていることがわかります。そ
のつながりを「フードチェーン」といいます。食の安全はフードチ
ェーンに携わる一人ひとりが安全確保に取り組み、すべての人が
協力して実現するリレーで成り立っています。
生産者から消費者までのフードチェーン全体で安全確保に取
り組みます。

フードチェーン

食の安全への取り組み

商品検査センター
コープデリ商品検査センターの役割は、
次の３つです。
●商品の状態を科学的・客観的に把握します。
●食品衛生法や関連する法令、コープデリ
自主基準に適合しているか確認します。

●検査データを蓄積・分析し、商品の改善・品質向上
に役立てます。

商品の安全性を確保するためには、フードチェーン
全体での総合的な取り組みが必要ですが、商品検査は
その機能の重要な１つとなります。

▶CO・OP共済
公式サイト

▶

「フードチェーンって
　何だろう？」
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事 業 紹 介
長野県内では、32万人を超える方が組合員としてコープながの
に加入されています。
コープ商品やサービスは親から子へ、お友達へとつながり、その
広がりは“より良い商品やくらしを”の願いをかたちにして実現
してきました。コープながのでは、組合員の皆さまにこれからも
安心してご利用していただけるよう、新型コロナウイルス感染症
対策をとりつつ消費者のくらしに寄り添い続けます。

「コープデリ宅配」は、コープながのの基幹事業で、事業全
体の9割を宅配事業が占めています。県内13ある宅配セ
ンターから、組合員のもとへ商品をお届けしています。
「ウイークリーコープ」をメインに地域限定の「デイリーコー
プ」、工場からの直送便「ダイレクトコープ」があります。

宅配を利用する組合員は、お届けしたカタログの中から商
品を選んで注文します。注文方法は専用の注文書に記入す
るOCR 注文、インターネット注文、電話注文など組合員
が選んで自身の生活スタイルに合った注文方法を選ぶこ
とができます。

ウイークリーコープは、毎週決まった曜日に注文品をお届
けするシステムです。カタログが届いた翌週に注文、その次
の週に注文した商品がお手元に届きます。
ウイークリーコープで取り扱っている商品は食品や日用雑
貨など8,000点以上。たくさんの「おいしさ」や「便利さ」
をお届けします。CO・OP マークのついたコープ商品だけ
でなく、農水畜産の産直品や、一般メーカーのナショナル
ブランド商品も多く扱っています。
商品は、常温品・冷蔵品・冷凍品・農産品それぞれに適し
た温度帯に管理してお届けします。
留守宅のために、商品が入った箱を保護するデリカバーも
用意しています。
トイレットペーパーや紙おむつなどのようにかさばるもの、
お米や飲料のように重いものも玄関先までお届けします。
かつてウイークリーコープはグループ購入がベースでした
が、近年は1軒1軒にお届けする個配サービスが主流と

なっています。個配サービスには手数料がかかりますが、
「赤ちゃん割引」「子育て割引」「シルバー割引」などの制
度もあり、家族構成に合わせて利用することができます。
児童センターなどで利用できる法人向けのサービスもあ
ります。

ウイークリーコープ

宅配事業
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長野市と上田市で介護保険事業を展開しています。長野市
には、居宅介護支援（ケアマネジャー）と訪問介護が2事
業所ずつと通所介護1事業所が、上田市には居宅介護支援
（ケアマネジャー）と訪問介護が1事業所ずつと通所介護
が2事業所あります。

いずれも利用者の皆さまが、住み慣れた家で自分らしく
くらし続けられるための支援を基本としています。そのた
め、自分でできること、していることは、できる限り自身で
行えるような支援対応に努めています。

福祉事業

コープの宅配「デイリーコープ」は、夕食宅配サービスです。
栄養バランスを考えたお弁当やおかずの「舞菜」シリーズ
をメインにミールキット・お惣菜や卵・牛乳などを月曜日
～金曜日（週3日以上から）お届けします。

デイリーコープ（地域限定）

離れて暮らすご家族に、対象組合員のお宅へ配達にお伺
いした際の商品お届け状況（在宅・不在など3種類）をお
知らせするサービスです。連絡先を登録していただいた方
に、配達時の情報をメールでお知らせします。無料で実施
しており、登録は対象者の承諾のみ必要で、生協加入の有
無は問いません。

お届け確認メール

「舞菜」（弁当・おかず）
栄養バランスを考えた夕食用弁当とおかず。
手間をかけずにカンタン・安心。

毎週約250以上の品目から選
べます。

時間をかけずに手づくりおかず。
約30品目から選べます。

コープデリミールキット サイドメニュー

「産地・工場直送便」専用サイトから注
文した商品を宅配便で届けるサービス
です。いつでも利用でき、住所指定で
全国へ送ることができます。お届け時
間指定も可能です。
※ご利用にはコープデリeフレンズの登録が必要です。

ダイレクトコープ
（産地・工場直送便）

コープながのは、安心なまちづくりを進めるために地域の
見守り活動もしています。困った時はコープのトラックの
ドライバーに声をかけてください。ウイークリーコープは
毎週1回、デイリーコープは月曜日から金曜日までの週5
日、同じお宅に伺っています。いつも会えるはずの組合員
がいなかったり、前週（または前日）お届けした商品が手
つかずになっていた場合など、組合員宅の異変に気付くこ
とができます。

宅配の見守り活動
～週5日のまなざし コープのトラック～

ほぺたんを見たら
声をかけて！！

梅漬け作業【国分】風船ヨーヨー釣り（夏祭り）【まゆみだ】 散歩【保野】
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小中学校と特別支援学校の教職員組合員を対象に、事
業展開をしています。食品・書籍・CD・DVD・雑貨及び
ガソリン・協力店等のご案内を行っています。
また、教職員グループ保険や団体扱いの生命保険・自動
車保険を取り扱うほか、提携商社の羽毛布団、宝飾品、タ
イヤ等販売とともに、車両購入紹介サービス、分譲マン
ション紹介などを行っています。

長野県内にあるコープデリの店舗は、長野市の「長野稲
里店」と安曇野市の「安曇野豊科店」の2店舗があり、食
品を中心に、普段のくらしに役立つ品揃えを心がけ、「楽
しくお買い物ができる空間」を提供し、信頼されるお店を
目指しています。お買い物の際に使える、ポイントサービ
スとプリペイドサービスの２つの機能を持つ「ほぺたんカ
ード」があります。
新型コロナウイル
ス感染対策とし
て、レジへのアク
リル板設置、定期
的なアルコール消
毒、ソーシャルデ
ィスタンスの案内、密にならないために、週末は開店時間
を朝９時からとするなどの方策を実施しています。
また、長野稲里店には移動店舗車両が１台あり、長野市・
須坂市を中心に約50か所の停留所を巡回し、地域の皆
さまにご利用いただけるようにしています。

組合員のくらしに役立つ4つの事業を行っています。
●チケット事業（遊園地やレジャー施設、公演チケット販売等）
●サービス事業（ハウスクリーニング、ふとん丸洗い等斡旋）
●住宅事業（住まいのリフォームやメンテナンス）
●葬祭事業コプセ（葬儀）

その他の事業

組合員を対象にした損害保険及び生命保険の取扱（募
集）代理店です。
取扱商品はコープの団体保険、自動車保険、火災保険、
ペット保険、生命保険、医療保険、がん保険。
また、組合員向けに無料の保険相談を行っています。
※㈱コープサービス、㈱コープデリ保険センターともコープデリ連合会の子会社です。

店舗事業 学校職域事業

㈱コープデリ保険センター

コープデリ　チケット

コープハウジング

コプセ　※祭壇は一例です。

㈱コープサービス

▶

保険センター
トップページ

ライフなび
ネット

ショッピング

▶
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さまざまな取り組み
コープながのは協同組合です。それを支えるもののひとつに、
組合員活動があります。「くらし」にかかわる学びや、気付きの
きっかけとなるさまざまな企画を行っています。2020年度は、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により計画していた企
画がほとんど中止となりました。そのような中で、自宅に居なが
ら学べる企画や、オンラインを活用した交流など、感染症対策
をとりながら、どのような形で組合員が参加できるのか模索を
続けています。

総代
400人

決議総代会

組合員
32万3,053人

理事会

生産者・メーカーなど

コープデリグループ
（コープながのを含む）

組合員

「
声
」

お
答
え

? !

通常総代会・
ブロック別総代会議

組合員の「声」
コープながのは、組合員から直接寄せられる ｢こえのポスト」
「お申し出」「お問い合わせ」のほか、職員が配達の現場で聞いた
「観たこと聴いたことカード」の内容をデータベース化。組合員の
声や意見・要望を把握し分析を行い、商品企画の頻度や商品の
開発・改善につなげていきます。
コープ商品は、消費者＝組合員の願いや声を形にしてきた歴史
があります。

コープは年1回開催する「通常総代会」で議決された年度の方針（運
営や活動の方向性）に沿って運営されています。また、組合員の代表
となった「総代」と、理事会とのコミュニケーションの場として年に2
回のブロック別総代会議と年度のまとめについてご意見をいただく
機会を設けています。これらで出された意見は、まとめや方針に反
映されます。組合員が運営にかかわる大切なものです。

▶商品コミュニティサイト
「コープ・デリシェ」
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組合員の参加の場

コープ長野稲里店には常設の子育てひろばと子ども一時
預かりの「にこにこルーム」があります。感染症対策を十分
にした上、状況をみながら子育て応援企画をすすめています。
※2020年度の「子育てひろば ほっとるーむ豊科」は中止しました。

子育て応援

がっこうシリーズ

コープ会＆オンラインコープ会
メンバーになった組合員が集まって楽しくおしゃべりする場
がコープ会です。実際に会場へ行っておしゃべりするコープ
会と、Web上で集まっておしゃべりをするオンラインコープ
会があります。

学習会・講演会
コープ商品をはじめ、くらしに役立つさまざまな情報を知る・
学ぶ場を設けています。新型コロナウイルス感染拡大により
リアル開催の場が少なくなっていますが、オンラインや資料
の郵送による学習などを実施しています。

コープサークル
組合員5人以上集まれば、コープサークルを作ることができ
ます。コープサークルに登録し、活動報告を提出することに
よりコープからの補助があります。子育てや料理、スポーツ
など興味あるジャンルで活動します。

消費者力向上
特殊詐欺に遭う人が後を絶ちません。一消費者としてその実態
を学ぶ学習会を行ったり、情報紙による注意喚起などを行って
います。また、弁護士による無料法律相談なども実施しています。

他団体との協力
社会福祉協議会やNPO法人フードバンク信州など、県内の各団
体との継続的な関係づくりを進め、横のつながりを構築しています。
取り組みに賛同・参加・協働することで地域に貢献しています。

おうちdeお茶しよ！
身近な人を1人誘って、コープから届いたお茶と資料をもと
にご自宅等でおしゃべりをしてもらう場です。

平和を考える
日本生協連が主催する平和企画への参加は、代表派遣を
中止しオンラインによる参加の呼びかけを行っています。
近代日本史を学ぶ講演会についてもオンラインでの開催
を行っています。
県内各地で「ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間」パネル展を
開催しています。原爆パネルは、希望する学校などにも無
料貸し出しをします。

田植え、田んぼの生き物さがし、稲刈り、脱穀、稲わらクラフ
トなどを通じて、わたしたちが主食にしているお米ができる
までの様子を知ったり、お米が育つ環境を学びます。

川をフィールドに、川の中や周辺の生き物を見たり触れたり
しながら環境について考えたり学んだりするほか、川に入る
際に注意するべきこと、川を知るなど、水辺に関して知って
体感する企画です。

畑での農作業を通じて土に触れ、自然や農業についての理
解を深めます。JAあづみ壮青年部と女性部の協力のもと
20年以上続いている「ふれあい農園」、JA上伊那の協力に
よるアスパラガス収穫体験などを行っています。

長野県がすすめる「森林（もり）の里親促進事業」を活用し、
3つのNPO法人※と「森林（もり）の里親契約」を締結してい
ます。これらのNPO法人の協力のもと、森林を知り、保全に
かかわる活動を行っています。
※信州フォレストワーク（小川村）、森倶楽部21（安曇野市）、伊那里イーラ（中川村）

総代のような組合員の代表が参加する場から、日常商品を
利用する中での声の発信、さまざまな参加の場があります。 ▶がっこうシリーズ

公式サイト

環境や食育について考えるコープの屋外
企画「がっこう」シリーズは4つあります。
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環境・社会貢献への
取り組み
コープながのの取り組みは、生協の事業だけにとどまりません。「地
球環境を考え、守り、共生できる循環型社会」を目指し、「行政をは
じめとする各種団体との協同」により地域社会全体に貢献する、「災
害に見舞われた地域や方々に助け合いの精神で物
心両面からの支援」を行う…など、組合員の協力の
もとに、これからもさまざまな活動を続けていきます。

貧困問題ともかかわる取り組みで、「未使用文房具寄付キャ
ンペーン」を継続して行っています。集まった未使用文具は、
NPO法人フードバンク信州などを通じて、必要とする家庭
に届けています。

フードバンクとの協力のほか
「もったいない」をもとに考えます

できるだけ使い捨てプラスチックを使わないことや、使い捨
てにせず繰り返し使う、使ったプラスチックはリサイクルに
回す消費行動を、組合員に呼びかけています。コープ商品
包材の仕様も見直し、ノントレー商品やラベルのない飲料
容器の開発に取り組んでいます。

使い捨てプラスチックを減らすための
取り組みとリサイクルをすすめます

コープの施設の屋上に太陽パネルを設置し、発電した電気
を利用しています。また、再生可能エネルギーで発電された
電気の利用を広げるため、組合員向け「コープデリでんき」事
業も行っています。宅配のトラックなど、電気自動車への切
り替えを検討するなどCO2削減への取り組みをすすめます。

事業者としての省エネと
CO2削減に取り組んでいます

コープながのは、「災害時における応急生活支援物資供給
に関する協定」「高齢者等見守り協定」等の協定について
長野県をはじめ県内の市町村と締結しています。

長野県をはじめ、県内の各市町村との
協定を結んでいます

コープながのはコープデリグループとともに「ビジョン
2025」の取り組みを通してSDGsの達成に貢献します。長
野県 SDGs 推進企業 へ の 登録、NAGANO SDGs 
PROJECTへの協賛など、さまざまな場面で協力しています。

SDGsに準拠し、持続可能な社会を
目指します。SDGsを周知する
取り組みに積極的に参加しています。

毎週同じお宅に配達に行くコープの宅配は、「いつも出てきてく
れる方が出てこない」「ちょっと様子が違う」といった時のお声
かけから、道で困っている人にお声をかけるなどの行動をします。

宅配の利点を生かし、
地域の見守り活動を実施しています

地域で「そのとき、その人にできないこと」を「そのとき、その
人ができるサポート」をする組合員どうしの助け合いのシス
テムです。そのほか「くらしの困りごと総合窓口」を設置し、
組合員だけではなく地域の方々の「困った」の解決のため、
適切な先へつなぎます。

組合員どうしの助け合い活動
くらしサポート活動「まごころ」を
推進しています

地域の保育園などに協力し、コープデリの交通安全教室を
開催しています。横断歩道の渡り方の練習やトラックから
の死角、チャイルドシート着用の必要性など幼児にもわか
るようにプログラムを構成しています。

交通安全教室開催に協力しています

▶コープデリグループ
「サステナビリティ」サイト
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人 と 組 織 づ く り
人材育成（教育・研修） ワークライフバランス

新規採用の職員は、コープデリ連合会で統一された採
用時研修を受講します。さらに共済や安全運転など、業
態に必要な独自研修も受講し、業務に必要な知識、スキ
ル、ビジネスマナー、チームワークなどを学びます。入
職後も先輩職員の同行支援やOJTの中で業務を習得す
る仕組みができています。また、職務や経験に応じた集
合教育や通信教育（日本生協連）に加え、書籍案内、資格
取得支援など、自己啓発やキャリアアップのための総合
的な仕組みを通じて人材を育成しています。

コープながのは、職員が仕事と家庭のバランスを保ち
ながら能力を発揮することができるよう、多様な働き方
に対応する各種制度の整備と改善に取り組んできました。
これまでの取り組みと実績が評価され、優良な子育て
サポート企業として2015年に厚生労働大臣の認定「プ
ラチナくるみん」を受け、2016年には長野県の「職場い
きいきアドバンスカンパニー」の
認証を取得しています。
2020年度は、育児休職・介護休
職に加え、配偶者出産休暇（10名）、
子の看護休暇（5名）、介護休暇（5
名）等、短期の休業についても利用
者がいます。
男女を問わず、さらに利用しや

すい制度となるよう周知すること
で職員の理解を深め、働きやすい
職場作りをすすめていきます。

内 部 統 制 シ ス テ ム
コープながのは、組合員や社会の期待に応えて社会的

責任を果たしていくため、理事会などの政策検討・執行
機関でのガバナンス（組織統治）強化による公正で健全
な経営をすすめるとともに、すべての役職員がコープデ
リグループの「行動指針」「行動規範」に従って自らを律し、
法令、内部ルール、モラルの遵守を行い、倫理的組織風土
の構築に努めています。
特に、コンプライアンス意識の醸成と定着を推進する
ため、「イイネ！推進委員会」等を通じて行動指針の浸透、
安全運転やハラスメントに関する教育研修などを実施
しています。

常勤監事1名と有識者監事（弁護士・税理士）2名、組合
員監事2名の計5名の監事が、会計と理事の職務執行を監
査し、コープながのの運営システムが健全に機能してい
るかチェックしています。

専務理事の下に専任の内部監査担当を置いています。
各部署の業務の有効性や効率性、適法性に関する状況及
び内部統制の整備状況などの業務遂行状況を監査して
います。2020年度の定型業務監査は24事業所・部署で、
17項目にわたるコープデリ連合会統一のチェックリス
ト等に基づく点検を行い、監査結果は定期的に専務理事
に報告するとともに、常勤役員会へ報告しています。

組合員のくらしと未来のために組合員の立場に立って
「安心と信頼」「挑戦と学び」「コミュニケーションと感謝」

を大切にします。

コープながの役職員の行動指針

内部統制の推進組織（2020年度）

通　常　総　代　会

内部監査担当

監事スタッフ

理　事　会
（内部統制システムの整備責任）

公認会計士
（会計監査）

内部統制責任者
（代表理事）
理事長・専務理事

税理士
（会計事務所）
税務監査

監事・監事会

常勤役員会

内部統制整備委員会
（内部統制推進責任者）

宅配・共済事業管掌役員、店舗・学校職域・福祉事業管掌役員、
管理部・総合企画室管掌役員、管理部部長、内部統制推進担当

※内部統制：組織内部において、違法行為や不正などが発生することなく、
組織が健全かつ有効・効率的に運営されるように業務の基準や手続き
を定め、管理や監視をすること。

コープながの　
「コンプライアンスの考え方」▶

■監 事 会

■内部監査（業務監査）

新人職員研修
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「ほぺたん」
コープデリグループの
マスコットキャラクターです。

日頃から、コープながのの事業と様 な々活動にご支援、ご協力を賜り、心より感謝を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症は、ウイルスの変異を繰り返しながら、今もなお、わたしたちのくらしや社会に

影響を与え続けています。また、頻発する自然災害は国内だけでなく世界各地でも多発し、気候変動の深
刻さを物語っています。感染症、地球温暖化、絶えない紛争、差別や格差の拡大、飢餓や貧困など、人類が
協調して対峙しなければ克服できない課題は山積しています。2030年アジェンダとして国連が定めた“SDGs
（持続可能な開発目標）”の推進は、これらを解決していく世界共通の目標として、よりその重要性が増して
います。足下の県内でも、人口減少・少子高齢化、高齢世帯の増加など超高齢社会が一段とすすみ、「住み
つづけられるまちづくり」は、地域の切実な課題となっています。
コープながのは、組合員が32万人を超え、県内世帯の約4割が加入する県内最大の消費者組織です。
その責任を自覚し、地域の課題と向き合い、行政をはじめ様 な々企業・団体の皆さまとともに、“SDGs”の推
進と「誰からも頼られる生協」を目指して、全力で取り組んで参ります。

「ほぺたん」は、おうちで食べるごはんが大好き
な５歳の男の子。コープデリの配達員さんが来
ると「おいしいの、とどいたよ」ってパパやママに
お知らせするのが楽しみ。自転車に乗って、コー
プのお店にお買い物に行くのも大好きです。

電子ブック コープながのWebサイト

TOP  COMMITMENT

「SDGs 未来都市」に認定
された長野県。それに伴
い創設された「長野県
SDGs 推進企業登録制
度」に、コープながのは
SDGsを推進する団体と
して登録しています。

コープながのは、地域にく
らしている高齢者、障がい
者、子どもなどの見守りを
心がけ、安心して暮らし続
けることができるよう、長
野県をはじめ35市町村と
協定を結んでいます。また、
協定のほか、市町村独自の
見守りネットワークに加入
しています。日々の配達業
務の中で、万が一異変を感
じた場合には、行政や関係
者に連絡をとっています。

長野県SDGs推進事業への登録

地域見守り活動に関する協定

コープながのは長野県と「災害時における緊急支援物資供
給等にかかわる協定」「地域見守り活動に関する協定」を
締結しています。

長野県との協定

災害が発生した際、当該地
域においてコープながのと
市町村が相互に協力して、
被災地域の住民生活の早期
安定を図ることを目的とす
る協定です。コープながのは
長野県のほか、61市町村とも個別に協定を締結しています。

災害時における
緊急支援物資供給等にかかわる協定

●災害協定・見守り協定締結自治体
●見守り協定締結自治体
●災害協定締結自治体

行政との協定・協力


