report 企業紹介

「山口県民のくらしになくてはならない生協」
を目指し、地域に密着した活動を展開

◎ はじめに
消費生活協同組合（以下「生協」という）の

生活協同組合コープやまぐち

事業内容が多様化し、その規模も拡大している。
「安心・安全な食を提供する」だけでなく、子
育て支援など地域を支える活動にも領域を広げ
ている。
こうした変化に対応し、消費生活協同組合法
（以下「生協法」という）が約60年ぶりに抜本
改正される見通しである。
大きな変革期を迎えたなかで、地域生協とし
て「山口県民のくらしになくてはならい生協」
を目指す、生活協同組合コープやまぐち（本部、
山口市）の取り組みを紹介する。
有吉

政 博 理事長

（ありよし まさひろ）

◎ 生協制度の概要
生協と株式会社とは大きな相違点がある。

●会社概要
所 在 地：山口市小郡上郷 901 ‒ 21
事 業 高：193 億円（平成 17 年度）
創

立：昭和 38 年

法は、戦後間もない昭和23年、
「国民の自発的
な生活協同組織としての生協の発達を図り、こ

組合員数：約 15 万 2,000 名

れにより、国民生活の安定と生活文化の向上を

業等

図る」ことを目的に制定された。生協には、地
域で組成する地域生協や職場で作る職域生協の
ほか、学校生協、大学生協、医療生協、共済生

●組合沿革
山口中央生活協同組合として創立
（組合員数 387 名、出資金
昭和45年

牛乳の共同購入スタート

昭和61年

中央物流センター開設

平成

創立 30 周年

年

「生協」は生協法に基づく協同組合だ。生協

出 資 金：55 億 9,200 万円
事業内容：共同購入事業、店舗事業、共済事

昭和38年

●生協法に基づく協同組合

協などがあり、
食品や生活用品の販売、
共済事業、

万円）

生活協同組合コープやま

ぐちに名称変更
平成13年

個人配達スタート

平成14年

情報システムセンター開設

平成15年

創立 40 周年

本部に

のぞみ委員会

設置
平成17年

㈳やまぐち食の安心・安全研究センター
開設、中四国９生協の事業連合コープ
ＣＳネット設立、「赤ちゃんサポートク
ラブ」制度スタート

平成18年5月 中期経営計画「デザイン2010」の採択

▲ 本部外観
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福祉事業などを行っている。平成17年３月末時

年間利用高は193億円（同１億円）
、共済契約は

点で、地域購買生協の全国の組合数は161、組

６万件にのぼる。また、自己資本比率は約56％

合員数は1,652万人、事業高は2兆7,328億円。

と健全経営を誇る。
従業員は937名（内パート組合員数723名）。

●「相互扶助組織」
「経済事業主体」という二
つの性格
生協は、
「非営利の組合員の相互扶助組織」

県内に８ヶ所の共同購入センター、８つの店舗、
商品物流センターを構える。
創立30周年（平成５年）には現商号に変更。

という性格と、その行う事業によって、組合員

企業の寿命30年説がいわれるなか、当組合の年

に最大の奉仕をすることを目的とする「経済事

令は44歳。
「80年代には店舗売却で経営存続と

業主体」というもう一つの性格を併せ持つ。

いう危機も経験したが、組合員と職員の組織力

そもそも生協は、戦後、食料を中心とする生

でこれを克服した。
」と有吉理事長は語る。

活物資を供給する事業を中核に発展し、環境問
題や有害食品問題など様々な時代背景のなかで、
食の安全を追求する先駆的存在として社会的に

●組合員
組合員15万人は県内全域に及ぶ。地域別では、

大きな役割を果たしてきた。中央組織として日

中部（45千人）
、宇部（31千人）の両地域でほ

本生活協同組合連合会（昭和26年設立）があり、

ぼ半分を占める。豊関25千人、周南19千人そし

全国の500を超える組合が加盟。小売業総売上

て北部・周東・岩国は各10千人弱。1人当り平

高に占める国内生協購買事業高の割合は２％前

均出資金は37千円。

後と大手総合スーパーに匹敵する存在だ。
●組織・運営
●員外利用規制、県域規制

生協の組織運営は民主的運営が原則である。

生協法では、員外利用規制（組合員以外の者

最高意思決定機関の総会（又は総代会）は、組

の利用は原則禁止）や県域規制（地域生協は都

合員の意思を生協の組織運営や事業に反映させ

道府県域を越えて設立することはできない）な

る役割を担う。当組合の総代は組合員280名か

どの規制がある。

ら一名が選出され、現在の総代数は500名。
総代会で選出され、組合の運営を担う理事は

◎「コープやまぐち」の概要

28名。

創立後めざましい発展を遂げ、県内小売業界
における存在感が高まる。
●沿革

●事業内容
当組合では、生協法第10条に定められたうち

当組合は、昭和38年、小郡町（当時）で山口

の供給事業（組合員の生活に必要な物資を購入

中央生活協同組合として産声を上げた。創立時

し、これに加工し若しくは加工しないで、又は

わずか387人の組合員数は、現在山口県内世帯

生産して組合員に供給する事業）と共済事業を

数の25％にあたる15万人。４世帯に１世帯が会

行っている。供給事業は、無店舗（共同購入）

員に登録している計算だ。これらの組合員に

事業と店舗事業の二つがある。

よる現在の出資金は約56億円（創立時５万円）
、

「共済事業」では、主婦や子ども向けが中心
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になっている。
なお、
「無店舗（共同購入）事業」とは、近
所の組合員が集まってグループを組織し、カタ

多）をピークに減少傾向を辿り、平成15年にき
くがわ店（下関市）
、
16年にほうふ店（防府市）
を閉鎖。

ログを見てグループごとにまとめて注文し、時
間と場所を決めて荷受する、生協独自の販売形
態を指す。

◎特色と強み
めざましい発展を遂げたのは、生協という強
みを生かし時代の変化と組合員のニーズを先取

●業績
平成17年度決算では、供給高193億円、共済
事業収入６億円、経常剰余金２億円を計上。

りしてきた、理事長や理事の運営手腕による部
分が大きい。
●組合員の三つの顔

事業会社の売上げに相当する供給高の内訳

生協は組合員自らが、
「出資」し、商品やサ

は、店舗事業69億円、無店舗（共同購入）事業

ービスを「購入・利用」し、事業や活動の「運

で125億円。昭和61年以降、
無店舗（共同購入）

営に参加」する点に最大の特色がある。つまり

事業による供給高の伸びが著しく、無店舗（共

組合員は、
「出資者」
・
「顧客（消費者）
」
・
「運営

同購入）事業の供給高は店舗事業の約２倍まで

参加者」という三つの顔を持つわけで、この生

増加。

協の仕組みがビジネスモデルとして有効に機能

一方、店舗事業では、現在、県内に８店舗（山

している。

口市４店、下関市、山陽小野田市、宇部市、周

ちなみに、個人株主増加策を推進しているカ

南市）を配置。店舗事業の供給高は、競争激化

ゴメなど大手食品会社の狙いは、安定株主かつ

等から平成10年度の90億円（店舗数も10店で最

自社の顧客（ファン）という関係づくりだ。
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●無店舗事業を支える「共同購入」と「個人宅

全・安心」で結んでいることだ。平成17年度は

配」

1,977商品、28,387項目の検査を実施し、その結

生協の独自の販売形態である
「共同購入事業」

果をホームページで公開している。
「この設備

は、グループ（班）を中心に成長してきた。
近年、女性の社会進出や近所付合いの希薄化

と検査体制は、供給高500億円以上の大手生協
並み」と有吉理事長は胸を張る。

から、共同購入は利用者が減っている。それに
代わって、ここ数年で急増しているのが、配送
料を払えば自宅まで個別に商品が届く「個人宅
配」だ。
当組合でも、個人配達を平成13年度より開始

●女性の感性を活かした自主的組合員活動
生協では食品販売だけでなく、組合員がより
豊かに暮らすために自主的に様々な活動を行っ
ている。勉強会や環境活動などを通じ、食品の

し、既に個配組合員は１万８千人、その供給高

安全、環境保全などの問題に取り組むとともに、

は無店舗事業の31％を占める。

仲間づくりにつなげている。
当組合でも組合員の多くは女性で、委員会や

●「食の安全・安心」を科学的に保障する検査

グループ交流会を実施。委員会は組合員が自主

体制

的に作る活動組織で、生協の商品の学習、趣味

生協ブランドといえば「食の安全・安心」だ。

講座の企画、食育教育など幅広い活動を行って

当組合ではこれを科学的に検査する社団法人や

いる。

まぐち食の安心・安全研究センターを平成17年
に設立し、農産物の残留農薬、食品の理化学検
査、微生物検査などのほか、食の安全・安心に
関する調査研究を行っている。

●組合員の自主性を引き出す運営・管理
生協は、組合員がボランティア的に力を寄せ
合って運営されている組織だ。このため、組合

注目すべきは、生産者団体（ＪＡ全農山口

員の自主的な力をうまく引き出し、成果に結び

グループ）と消費者団体（当組合）との連携

つけている歴代の理事長・理事の経営手腕も見

により設立・運営され、生産者と消費者を「安

逃せない。また、理事会を補佐する機関として、

▲ ㈳やまぐち食の安心・安全研究センター外観

▲ 同センター内での検査風景
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県内の税理士、弁護士など外部有識者７名から

「コープＣＳネット」を設立した。

なる「経営管理委員会」を設置し、経営計画・

組合員数138万人、総事業高2,055億円の巨大

大型投資などの重要案件を審議し、客観的意見

連合の誕生だ。既に、中国５生協の食品、９生

を経営に活かすなど、ガバナンスも強化してい

協の家庭用品、食品の特別企画チラシ（商品カ

る。

タログ名「味彩」
）の統一化を実施。商品カタ

組織運営のポイントについて有吉理事長は、
「組合員が納得する組織を創ればよい。
」という。

あじ さい

ログが質・量共に飛躍的に充実するなど、連携
効果は着実に現れている。

組合員や職員には「やりたいことをやってくだ
さい。好きなグループを作ってください。
」と
常に言っているそうだ。

◎時代の変化に適合した新たな取り組み
少子高齢化などの環境変化に迅速に対応し、
地域における確かな担い手として活動領域も広
げている。
●子育て支援
子育て支援は、生協の新たな顔として急速に
取り組みが広がっている。当組合でも平成17年
度に地域の子育てを支援する「赤ちゃんサポー
トクラブ」制度や「コープ子育てひろば」を相
次いで立ち上げた。
「赤ちゃんサポートクラブ」は妊娠中または
満１歳までの赤ちゃんを対象に、20種類の商品

▲ コープＣＳネットカタログ「味彩」

●高齢者向け配食サービス
生協には地域を支える担い手としての役割が
従来以上に期待されている。共同購入事業の配
送ネットワークノウハウを活用し、高齢者世帯
に向けた配食サービスも実施する予定だ。

のなかから希望の一品種を１年間無料で提供す
る、
「コストはかかるが、思い切ったサービス」
（有吉理事長）だ。育児情報や、
交流の場の提供、
共同購入の配達料免除なども実施。若い母親か

●商店街との共存共栄
生協は商店街にとっても「共存共栄」出来る
パートナーに変わりつつある。

らの反響は大きく、初年度だけで、登録会員数

その事例が、山口市中心商店街にダイエー撤

は4,500名を数える。これは山口県の平成17年

退後のキーテナントとして平成13年に入居した、

出生数（11,514人）の約４割にあたる。

コープやまぐち「どうもん店」だ。
「商店街全
体の共存共栄を考え決断した」
（有吉理事長）

●広域事業連合

そうだ。このビルは今後中心市街地活性化法に

地元スーパーのイズミ（広島）
、丸久の業務

よる街づくりのため、
「道場門前振興組合ビル」

提携など、規模の利益を追求する動きが加速す

としてリニューアル・オープンの予定で、コー

るなか、平成17年10月、中国・四国地方の９つ

プやまぐちは１階のキーテナントとして入居す

の地域生協が参加し全国12番目となる事業連合

る方針。
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◎ 今後の課題と方向性
規制緩和・ガバナンス強化を内容とする生協

＜方向性＞
●「デザイン２０１０」

法改正、人口減少による内需縮小に伴う競争激

当組合の理念は、
「一人ひとりの願いを寄せ

化にいかに対応するかが最大の課題となろう。

合い、人間らしい豊かなくらしの創造を」だ。

＜課題＞

この実現に向け、平成15年創立40周年を機に策

●生協法抜本改正や内需縮小への対応

定した中期経営計画「デザイン2010」を着実に

生協はこれまで規制に守られ、生協間の競争
が制限されてきたが、この生協法は今年中に抜
本改正される見通しである。
改正されれば、これまで県境を越えた活動が

実行しながら、生協としての社会的責務と役割
を果たしていく方針だ。
【主な内容】
＜社会的責任経営の確立＞

禁じられてきた食料品販売や共済事業を隣接す

民主的運営と経営管理の確立、法令順守の経

る都道府県などへ拡大できるようになり、生協

営、環境マネジメントへの積極的な取り組み。

間の競争激化は必至であろう。また、組合員以

＜社会的役割の発揮＞

外の利用制限が緩和されれば、スーパーマーケ

①「食の安全・安心」活動の推進

ット、コンビニエンスストアなど一般小売業態

②消費者の権利保護、平和や環境に関する活動

との同質化は一段と進もう。他方、活動の自由
度は増すわけで、いかに生協の強みを生かし差
別化を図るかがポイントとなろう。

の推進
③相互扶助活動の推進と地域コミュニティづく
り
④諸団体などとの協力、支援の推進

●店舗事業の改善
店舗事業の赤字体質からの脱却も急務である。
このため、既存店舗で供給高70億円と新規２店
舗の出店を重点目標に掲げ、生鮮部門の一層の
充実、低価格化など組合員満足度の向上に注力
している。

おわりに
生協は「その行う事業によって組合員に最大
の奉仕をする」ことを目的としている。
「安心・安全」マーケットへの参入が相次ぎ、
規制緩和や企業の再編が進むなかで、この目的

小売業界は競争が激しいため、全国的にみて

を実現するポイントは差別化による組合員の満

も店舗事業が不振な生協は多い。購買事業の効

足度向上に尽きよう。地域と住民の生活に密着

率化、品揃えの充実、効率的な店舗配置など課

し、常に時代の変化を先取りしてきた当組合の

題は多いが、多様化する組合員ニーズを満足さ

今後の取り組みに注目したい。

せるためには、店舗事業の改善・強化が不可欠

（有吉

宏樹）

といえる。
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