
札幌市・札幌市教育文化会館 大ホール
通常総代会 2018年6月8日㈮ 10：30より

●函館地区総代会　５月３０日㈬１０：３０～　函館市・フォーポイントバイシェラトン函館
●室蘭地区総代会　５月３１日㈭１０：３０～　室蘭市・室蘭市文化センター
●苫小牧地区総代会　６月 １ 日㈮１０：３０～　苫小牧市・苫小牧市民会館
●帯広地区総代会　６月 ４ 日㈪１０：３０～　帯広市・とかち館　
●釧路地区総代会　６月 ５ 日㈫１０：３０～　釧路市・釧路プリンスホテル
●北見地区総代会　６月 ６ 日㈬１０：３０～　北見市・ホテル黒部
●旭川地区総代会　６月 ７ 日㈭１０：３０～　旭川市・アートホテル旭川

地区別総代会議及び書面で寄せられた
ご意見・ご質問と回答

会議及び書面 寄せられた

通常総代会第53回



　3月21日から 4月 4日まで地区・エリア11会場で総代会議を開催し、
677名の総代さんが参加されました。「2017年度事業報告と2018年度事
業方針」を報告として行い、34名からのご意見・ご質問を含めた発言をい
ただきました。また、書面でも11名からご意見・ご質問が寄せられました。
会場発言と書面とを合わせた77件を「地区別総代会議及び書面で寄せられ
たご意見・ご質問と回答」としてまとめました。
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1-1 　平飼いたまごについて
・ 今後、組合員への学習はどうなっていま
すか。（小樽）
・ 飼料に関してはどうなっていますか。検
査もされトレーサビリティも分かるよう
にしてください。（小樽）（南空知）

【回答】
　平飼いのたまごは、アニマルウェルフェア
（動物福祉）の考えで飼育された鶏から産ま
れたたまごです。昨年の 9月より、ご近所や
さいコーナーで全店取り扱いを開始しまし
た。生産者は、有機野菜農家がほとんどです。
今後については、飼料原料を確認し、 7月よ
り売り場に表示していきます。

1-2 　アレルギー対応商品の取り扱いあ
りがとうございます。グルテンフリー商品
の米粉で作られたパン粉の取り扱いを市内
の 1店舗でも良いのでお願いします。（釧路）

【回答】
　グルテンフリー商品の取り扱い拡大と共
に、米粉のパン粉についても大型店（25店舗）
で 5月中旬より順次導入しています。

1-3 　宅配カタログでのアレルギー表示
が、義務化の 7つだけとなり、推奨分の表
示がなくなりました。復活していただけま
せんか。（旭川）

【回答】
　今回のご意見を踏まえ、復活を検討します。
今しばらくお時間をください。

1-4 　市場に出回っている鶏肉から薬剤
耐性菌が検出されたとの報道がありました
が、大丈夫でしょうか。（旭川）

【回答】
　話題になった「ESBL産生菌」と「AmpC
産生菌」は、薬剤耐性を持った大腸菌と考え
てよく、通常の加熱で確実に死滅します。必
ず火を入れて調理をお願いします。

【1】『食の安全安心』
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【2】『社　会　貢　献』

2-1 　「弁当の日」講演会に参加し、内
容に感動しました。小学校でお弁当を作る
授業に取り組んでいただけるよう働きかけ
をしてください。（苫小牧）

【回答】
　北海道ではまだ認知度が低いのが実態で
す。引き続き『ちょこっと』での掲載や、教
育機関へ関係資料を送付するなど広く呼び掛
けていきます。また、組合員さんからも行政
への呼び掛けをお願いします。

2-2 　ユニセフ『ブータン指定募金』は、
いつまで継続するのですか。（旭川）

【回答】
　2010年からスタートしたユニセフ指定募金
『ブータン水と衛生プロジェクト』は、2018
年度が第Ⅲ期の最終年度になります。2019年
度以降の支援先は、ユニセフと協議の上、決
めていきます。次の支援国の推薦がありまし
たらお知らせください。

2-3 　大雨など災害事故が増えています
が、コンビニなどでは連携協定を結び災害
支援をしています。防災に対する学習や支
援について、どのように考えていますか。
（旭川）

【回答】
　北海道と2005年に災害協定を結んでいま
す。北見の断水や道東の台風の際には、物資
供給の対応をさせていただきました。今後と
も、災害発生時において自治体要請があった
場合には、全て対応していきます。

2-4 　製造工場などは旭川に何件くらい
あるのですか。札幌などに集中している気
がします。雇用拡大を含め旭川に工場など
をつくってください。（旭川）

【回答】
　旭川周辺には、大雪水資源センター、配食
センターと工場があります。当面、製造工場
などを増やす計画はありません。地域経済の
発展のためにも地場産品の普及に力を入れ、
雇用の拡大に貢献していきます。

2-5 　不要になった絵本を回収し、施設
などへ提供してほしいです。（苫小牧）

【回答】
　すでに、要望のある施設には対応していま
す。
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2-6 　『ファーストチャイルドボックス』
は、行政が企画するのは理解できますが、
コープさっぽろの取り組みとしては、偏っ
た組合員還元ではないでしょうか。組合員
全体を考えた応援をしてください。施設の
使いやすさや節電の取り組みに力を入れて
ください。（小樽書面）
2-7 　子育て（食育等）支援、若いお母
さんへの支援に力を入れることは素晴らし
いと思います。総代会議に参加されていた
総代さんは60歳以上の方が多いように感じ
ましたが、若い総代さんが増えると意見も
活発になり更に発展すると思います。これ
からも楽しみにしています。（小樽書面）
2-8 　子どもの貧困や平和の取り組みな
どは、これからも続けてほしいです。（帯広）

【回答】
　『ファーストチャイルドボックス』への取
り組みは、社会的問題である若年層の貧困や
少子化問題への支援でもあります。現在、北
海道では出生率が全国平均の1.44を下回る
1.29で、都道府県別では、下位から 2番目に
低い水準となっています。「産みたくても産
めない」という環境を少しでも緩和できれば、
北海道の未来への支援にもなり、それが組合
員還元となると考えます。すでに高齢者の皆
さんへのサービスを優先させて充実するよう
にしていますが、妊婦の方、乳幼児向けの支
援策が少ないことから、今回この企画を実施
することにいたしました。
　国際平和を実現する上での、ヒバクシャ国
際署名活動を継続すると共に、情勢の変化に
応じて臨機応変に学習活動を進めていきます。

【3】『店　舗　事　業』

3-1 　『ナビタン』でチャージする時、
組合員証を 2回通さなければなりません
が、なぜでしょうか。また、反応がよくあ
りません。システムの改善をお願いします。
（南空知）
3-2 　日曜日にびほろ店で買い物の際、
レジ混雑時にちょっとした振動でレジの画
面が暗くなり、再起動していました。レ
ジの担当者は、『少しの振動で起きる』と
言っていました。改善を検討してください。
（北見）

【回答】
　カードの読み取りの 1度目で組合員情報を
読み取ります。 2度目でポイントのチャージ
移行などを選択し、手続きを進めます。 2度
目のカード読み取りは、カードの取り忘れや
紛失時の流用を防ぐための対応となっていま
す。反応がよくないのは、カード磁気不良の
可能性もありますので、スキャナー（読み取
り機）の清掃を実施します。
　ご指摘されたびほろ店については、メンテ
ナンスを完了しました。再発防止のために、
定期的な巡回点検を行っていきます。
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3-3 　精算時に『ポイントを使いますか』
と聞かれるシステムになると良いです。『ナ
ビタン』でのポイント券発行もプレゼント
などで良い部分もありますが、操作の間違
いで46枚も発券されたこともあり、時間の
ムダなどが発生します。（北見）

【回答】
　『ちょこっと一体型カード』への切替え時
には、500ポイント貯まる毎にチャージされ
るオートチャージを説明し、ポイントを有効
に利用していただけるようにお勧めしていき
ます。また、ポイントが一定以上貯まってい
る組合員さんには、レジでお知らせし、ポイ
ントのご利用を促していきます。

3-4 　地域の名産品を贈答用や手土産用
として購入しましたが、それ相応の袋がな
く、レジ袋しかないと言われました。贈答
用の包装紙や袋を用意してください。また、
銘店コーナーにある菓子メーカーさんの手
提げ袋も用意してほしいです。（北見）
3-5 　デリカで取り扱いのシュークリー
ムや、もりもとのどら焼きなどを差し入れ
として利用したいのですが、数が揃いませ
ん。事前に注文すると取り寄せていただけ
ますか。また、サービスカウンターに差し
入れ用（贈答用）となる化粧箱や袋などを
用意してほしいです。（釧路）

【回答】
　ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。ご
要望に応え、シュークリームなどについては、
お持ち帰り用の箱を常設します。また、贈答
用の包装紙や袋はサービスカウンターにご用
意いたしました。
　商品は事前にご注文いただくことで、お取
り寄せが可能です。ぜひご利用ください。

3-6 　しがイースト店（直営ベーカリー）
のパンをよく利用しています。他の店舗
（東むろらん店）もレフボンのパン屋さん
ではなく直営ベーカリーにしてください。
（室蘭）

【回答】
　レフボンさんがテナントとして入ってお
り、直営ベーカリーの出店は出来かねます。
何卒、ご了承ください。

3-7 　足が不自由になり店内を歩いての
買い物が難しくなってきました。お店に車
椅子をおいてください。（苫小牧）

【回答】
　電動車椅子、または電動シニアカートを試
験的に導入します。

3-8 　新道店がリニューアルされバリア
フリー化が進んだことによって、駐車場内
にある北洋銀行ATM施設まわりの段差が
なくなる波及効果が生まれ、とても良かっ
たです。（札幌）

【回答】
　組合員さんからいただいたご意見をもと
に、北洋銀行と協議を行い、改善につなげま
した。今後もお店が良くなるためのご意見、
よろしくお願いいたします。
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3-9 　店内の『声を聞かせてカード』が
3か月間貼りかえされていませんでした。
定期的に掲示板や投書箱を点検して業務改
善に活かした方が良いと思います。また、
コープも店舗ごとにモニター制度を設置す
るなどをしてはどうですか。（札幌）

【回答】
　誠に申し訳ございません。定期的に確認を
行い、改善対応を進めていきます。引き続き、
店舗では『コープDEトーク』にご結集願い
ます。

3-10 　ある赤字の店が『○○さんいつも
ありがとう』など、感謝の気持ちを伝える
ことで、名前を憶えていただいていたと評
判になり栄えたとの話を聞きました。コー
プもそのように対応することで、益々、栄
えていくよう言葉を大切にしてください。
（南空知）

【回答】
　ご意見ありがとうございます。組合員さん
により感謝の気持ちを伝え、喜ばれる応対と
なるよう努めていきます。

3-11 　移動販売車『カケル』を利用して
みたいと思いますが、いつどこで利用でき
るのかが分かりません。停まる場所などが
分かる配送マップを作成し、配布してくだ
さい。（北見）
3-12 　移動販売車の配送先をもっと増や
して、福祉施設などとも連携すると良いビ
ジネスチャンスになるのではないでしょう
か。（札幌）

【回答】
　現在、88台が51店舗で稼働しています。す
でに該当する全店舗にマップを準備いたしま
した。また、ホームページにて全車の運行コー
スを曜日別にお知らせしていますが、今後は
停車場所、大まかな到着時間を追加し、分か
りやすい案内とします。
　福祉施設などとの連携では、現在、試験的
に札幌市西区の高齢者施設を中心に訪問して
います。要望のある施設より人員体制準備が
整い次第、順次増車を行っていきます。

【4】『宅　配　事　業』

4-1 　宅配注文書が変わりましたが、注
文番号と価格の色が地色の中にまじって
いるので見えにくく感じます。また、納
品書も色が沢山あり見難くなりました。
（苫小牧）

【回答】
　注文書については、色を濃くして見やすく
します。また、納品書については、『一方で
見やすくなった』という意見もいただいてい
ますので、しばらく様子を見させてください。
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4-2 　宅配カタログで年に何回かポイン
トで商品と交換できる企画がありますが、
通年にはなりませんか。ポイントが貯まっ
た時に利用できないことがあります。また、
少ないポイントで購入できる商品の品揃え
を増やしてほしいです。（釧路書面）

【回答】
　通年で注文が可能なチラシを年 4回発行し
ます。また、少ないポイントで購入できる商
品の品揃え充実を図ります。

4-3 　ネット注文（eトドック）を利用
している人は増えていると思いますが、機
能が以前のままで重くて開きません。特に
火曜日はワケあり商品の注文の受付なの
で、注文が集中しシステムエラーが起こり
つながりません。やっとつながったかと思
うと、売り切れになっています。ぜひ改善
してください。（南空知）

【回答】
　企画の人気が高まり発注が集中し、ご迷惑
をお掛けしています。一度、回線を増強しま
したが、 5月28日に再度増強しました。ぜひ
ご利用ください。

4-4 　子育て中のため、隙間時間に宅配
注文が出来ればと常々思っています。スマ
ホのデジタルカタログから直接注文が出来
るシステムにしていただけると、出先から
も注文が可能となるのでとても便利で助か
ります。他のコープではスマホから注文や
履歴確認ができ、便利でした。ぜひ導入を
検討してください。（札幌書面）

【回答】
　一年かけて準備をさせていただきます。し
ばらくお待ちください。

4-5 　eトドックを利用していますが、
Myトドックでの購入履歴やポイント、出
資金などの画面をもう少し見やすいように
変更してください。（函館書面）

【回答】
　組合員さんの情報に関するシステムの見直
しを進めており、2019年度の対応とさせてい
ただきます。今しばらくお待ちください。

4-6 　宅配トドックのおススメの電話が
きた時間が丁度夕食の時間だったので、き
ちんと話を聞くことが出来ませんでした。
電話をかける時間を少し考えていただけま
せんか。（室蘭）

【回答】
　ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
今後は組合員さんの状況を確認し、夕食時は
避けるようにいたします。

4-7 　他の配送業者さんは運賃を上げて
ドライバーの確保をしていますが、ドライ
バーさんの不足などは大丈夫でしょうか。
（北空知）

【回答】
　今年の 4月に賃金の見直しを行い、充足し
つつあります。まだ人員は不足していますが、
今後は、更に働きやすい職場環境づくりに努
め、継続雇用を図ります。
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4-8 　苫小牧センターに『トドックステー
ション』が出来ると聞き、とても楽しみに
しています。（苫小牧）

【回答】
　今年の 8月までに、苫小牧センターに『ト
ドックステーション』をつくる予定です。ぜ
ひご利用ください。

【5】『商　品　関　連』

【店舗商品】

5-1 　店舗のお惣菜（デリカ）で小パッ
クが少なく、夕方には品切れしています。
改善してください。（南空知）

【回答】
　ご指摘いただいた店舗については、すでに
改善対応が終了しました。

【宅配商品】

5-2 　宅配で丸ごとキャベツを 5個注
文したところ、お届け時に半分のカットし
た商品での対応となる旨のお手紙が入って
おり、商品を確認すると全てが半分にカッ
トされた商品でした。 2玉とカット 1個で
お届けされると期待していたので残念でし
た。生産者や商品のためにも美味しく食べ
られる 1玉でお届けしてください。（釧路）

【回答】
　丸ごとキャベツの企画であり、一個丸ごと
で届けることが正しい対応でした。今後につ
いては、代替品も含め一個の提供を徹底しま
す。深くお詫び申し上げます。

【店舗・宅配共通商品】

5-3 　イタリア産トマト缶の原料が中国
産であるとの情報がネットに掲載されてい
ますが、コープで販売しているトマトホー
ル缶、カット缶の原料は、本当にイタリア
産でしょうか。また、CO・OPトマトジュー
スや野菜ジュースの濃縮還元トマトなどの
原料は中国産ですか。以前に宅配で富良野
産のトマト缶が取り扱われていましたが、
最近は見かけません。道産・国産のトマト
缶の取り扱いもお願いします。（函館書面）

【回答】
　コープで販売しているトマトホール缶、
カット缶は、現地イタリアでの産地証明も含
めて間違いなくイタリア原料で製造していま
す。CO・OPトマトジュースや野菜ジュース
の原料に関しては、欧米産を主としており、
中国産の野菜は使用していません。また、富
良野産トマト缶に関しては、過去に取り扱い
がありましたが、現在、原料の不足から終売
となっています。他の国産トマト缶も同様の
状況にあり、取り扱いが難しいのが現状です。

5-4 　有機野菜を利用していますが、最
近、有機野菜に対する取り組みが弱くなっ
た気がしています。いかがでしょうか。
（旭川）

【回答】
　有機野菜は、12月から春先まで本州物が中
心となり、取り扱いは縮小となります。夏か
ら秋にかけては、道内有機野菜生産者を応援
するためにも取り扱いの強化を図っていきま
す。
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5-5 　いつも「母の日・父の日」カタロ
グを利用し、両親に花を贈っています（ 1
番良いのは「母の日・父の日」一緒の花セッ
ト）が、父の日から花の取り扱いがなくな
り驚き、困っています。利用者が少ないこ
とが原因でしょうが、出来れば単品でも良
いので取り扱いしてほしいです。（札幌書面）

【回答】
　2018年度は 5 品目の取り扱いがあります
が、カタログ構成は分かりにくいかもしれま
せん。巻頭ページに目次を記載するなどの工
夫を行います。ぜひご利用ください。

5-6 　米の販売期限が 2週間から3か月
に延びたことについて、一気に3か月に変更
して食味はどうなのでしょうか。検査されて
いると思いますが教えてください。（南空知）

【回答】
　エージレス商品については、未開封状態で
あれば食味に変化はなく、鮮度が維持されま
す。ただし、開封してしまうとエージレス効
果は持続されませんので、これまで同様にご
賞味ください。

5-7 　宅配で年末商品「おせち」9,800円
と15,800円の 2種類を注文しました。9,800円
の安価な方には祝い箸がついてきましたが、
高い方にはついていませんでした。祝い箸
がついているのかどうかをカタログに掲載し
てください。また、店舗の年末予約品で生寿
司を購入した際、醤油やガリがついていませ
んでした。ぜひ、つけてください。（南空知）

【回答】
　おせちの祝い箸については、予約カタログ
内で表記をさせていただきます。また、年末
予約品の生寿司にはガリ・醤油・箸をつける
ようにしていますが、入れ忘れたものと思わ
れます。誠に申し訳ございませんでした。

5-8 　近年、自然災害が多く発生して
います。そこで、コープオリジナル災害用
リュックサック（長期間の保存がきくコー
プ商品、災害必需品などを入れた災害グッ
ズ）を人が多く集まる道の駅、店舗、宅配
で販売してください。（旭川書面）

【回答】
　宅配カタログで年に 1回企画します。
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【6】『その他事業』

6-1 　トドック電力にかえたいのです
が、オール電化なので相談しても断られま
す。他社に聞いてみたところ、一社だけ他
の物の利用で還元することを検討している
とのことでした。トドック電力もポイント
付与など、メリットがあるようにしてほし
いです。（帯広）

【回答】
　現状の契約は北海道電力「ドリーム 8」に
なっており、電気料金は冬場で67,734円／月。
トドック電力へプラン変更をした時には
129,466円（＋61,732円）と倍に増額するため、
現状での切替えはおすすめ出来ません。原発
再稼働を見越したプランだったために北海道
電力もプラン自体の新規加入を廃止していま
す。

6-2 　岩見沢南店の文化教室に通って
いますが、砂川店の文化教室はピアノ教室
とバレエ、体操の 3種類のプログラムしか
ありません。プログラムが充実した文化教
室を砂川店か滝川店に設けてほしいです。
（北空知）

【回答】
　砂川店については、講師募集や教室開催な
どの営業活動を強化し、講座増設を図ります。
また、滝川店については、空きスペースがな
く文化教室設置は困難ですが、他施設での講
座開設を追求します。

【7】『カード・還元サービス関連』

7-1 　クレジットカード 5 ％ OFFサー
ビスが廃止になりましたがなぜですか。再
開してください。（室蘭）（小樽）

【回答】
　『cloverトドックカード』での決済には加
盟手数料が付加され、年間約 2億 8千万円の
費用がかかっています。また、『ちょこっと
カード』5％ OFFの利用率はクレジットカー
ド 5 ％ OFFの利用率を上回っており、『ちょ
こっとカード』 5 ％ OFFの実施の方がより
多くの組合員さんにメリットを提供できると
判断し、廃止させていただきました。ご理解
とご協力をお願いいたします。
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7-2 　『cloverトドックカード』での 5％
OFFサービスが終了しましたが、このカー
ドは 1年間未利用の場合、年会費が発生し
ます。これまでは月に 1度、サービスデー
で利用していたので年会費無料でしたが、
サービスが中止となると他のカードを使用
する理由もあり、『cloverトドックカード』
の利用がなくなり、年会費が発生すること
になります。『一体型ちょこっとカード』
への切替えを望みますが、現カードの有効
期限前に切替えると手数料がかかります。
年会費を発生させない方法はありません
か。また、切替え後の新しいカードも年間
未利用の場合は年会費が発生するのでしょ
うか。組合員の立場となったカードづくり
を希望します。（北見書面）

【回答】
　『店舗での 5 ％ OFFサービスにのみclover
トドックカードをお使いの方』は、クレジッ
トカード機能がついていない『組合員証一体
型ちょこっとカード』への切替え手続きをし
ていただくことで、切替え時の手数料はかか
りません。
　『宅配でcloverトドックカードをお使いの
方』は、クレジットカードの有効期限到来時
にカード会社より『cloverトドック一体型
ちょこっとカード』がお手元に届きますので、
引き続き、ご利用願います。特段の発行手数
料はかかりません。それまでは、ご不便をお
掛けしますが『無記名式ちょこっとカード』
と『cloverトドックカード』の 2枚をお持ち
願います。なお、期限到来前に『cloverトドッ
ク一体型ちょこっとカード』への切替えを申
し出られた際にはクレジットカード会社に対
し手数料が生じますので、ご留意願います。

7-3 　組合員証を作成する際に、一緒に
家族証を作りましたが、貯まるポイントが
別々なのでこれなら 1枚で良かったと感じ
ています。手続き時に説明もありませんで
した。今後、一緒にすることは出来ません
か。（釧路書面）

【回答】
　説明不足となり、大変申し訳ございません。
今後は、本証とは別々にポイントが貯まる旨
の説明を徹底させていただきます。また、組
合員さんのご意見に基づいて、ポイントを別
に管理するようにしました。あしからず、ご
了承ください。

7-4 　『ちょこっとカード』の残金をカー
ドに表示することは出来ないのですか。
（小樽）

【回答】
　盗難防止の観点から、カードに残高を表示
しないようにしています。残高は『ナビタン』
でご確認ください。

7-5 　イベントなどの景品として『ちょ
こっとカード』をいただくことが多いので
すが、カードが貯まってしまいます。また、
作成原価も高いのではと感じます。コスト
削減として「商品券」や「チャージが出来
る券」としてはどうでしょうか。カード枚
数も減りムダが省けます。（南空知書面）

【回答】
　ご配慮いただきありがとうございます。
「紙」に比べ、製造単価のみならず、諸々の
事務負担（コスト）などを考慮し、より経済
的な仕組みとしてオリジナルの電子マネー
『ちょこっとカード』を導入しました。
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7-6 　『ちびっこコープデー』の拡大は
不可欠です。未来を担う食べ盛りの子ども
を持つ親の気持ちを理解し、未成年までと
してください。（北空知書面）

【回答】
　『ちびっこコープデー』『シニアコープデー』
のいずれにも該当しない組合員さん向けの
サービスとして、現在『ちょこっとカード』
による 5 ％ OFFサービスの利用を推奨して
います。当面は、中学卒業の15歳までとさせ
てください。

7-7 　店舗でクレジット購入した際、レ
シートに記載されるカード会社名が「セ
ディナ」と表記されていました。「セディ
ナ」とはどのような会社でしょうか。使
用したカード会社名で表記してください。
（北見書面）

【回答】
　ビザ、マスターでの利用分は㈱セディナに
連動するようになっています。㈱セディナは
三井住友フィナンシャルグループのクレジッ
トカード事業会社です。

【8】『組合員活動』

8-1 　『トドックステーション』を高齢
者も利用できる場所としては考えていませ
んか。（北見）

【回答】
　『トドックステーション』はいつでもどな
たでも気軽に来られるコミュニティスペース
であり、ご高齢の方の利用も可能です。現在
は、子育て世帯の方を中心に案内をしていま
す。要望があれば全てに対応いたします。

8-2 　料理をつくる人を増やす取り組
みをコープ会でも行っていますが、ベルデ
文化教室は10時開場のため、暖房や準備に
時間を費やすと開始時間が遅くなります。
もっと早い時間から使用できるようにして
ほしいです。また、リーダー会の会場とし
て『トドックステーション』も使えるよう
にしてください。（帯広）

【回答】
　事前のお申し出をいただけましたら、ベル
デ店管理者が立ち合い早めに開場いたしま
す。また、『トドックステーション』をリーダー
会の会場としてご利用ください。ただし施設
貸切り利用につきましてはご容赦ください。
なお、他の利用者へ配慮をしていただくなど、
施設の利用ルールに基づき、ご利用をお願い
します。

8-3 　『ふれあいサロン』に携わってい
ますが、全道のサロンの取り組みが知りた
いです。（旭川）

【回答】
　スタッフ交流会など、事例共有が出来る機
会を設けます。

8-4 　家から札幌中央センターまで 1時
間半かかるので、講演会やリーダー会など
に参加するのが不便です。札幌市北区にも
講演会などで人が集まることが出来る場所
をつくってください。（札幌）

【回答】
　宅配札幌北センター（北区屯田）のご利用
も可能ですので、お申し出ください。店舗の
出店も追求していきます。ぜひご紹介くださ
い。
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8-5 　東日本大震災から 7年が過ぎ、風
化も進んでいます。そこで、復興の現実が
確認できる被災地訪問ツアー（温泉付き）
を企画してください。見ると聞くでは大違
いです。（旭川書面）

【回答】
　「震災後の東北を」というテーマの募集団
体ツアーを震災後の 3年間実施しましたが、
それ以降もネーミングを変え、東北の団体ツ
アーを都度企画募集しています。団体企画は、
最少催行人員に足りない場合は催行が出来ま
せんが、個人パッケージツアーは、通年で企
画販売しています。最寄りのコープトラベル
にお問い合わせください。

【9】『その他』

9-1 　テレビ宣伝（コマーシャル）が増
えましたが、その分、供給は伸びているの
でしょうか。放映に係る費用を職員に還元
されたらどうでしょうか。（南空知）

【回答】
　CM投入費用は、一定額でコントロールし
ており増えていません。昨年は「ちょこっと
カード 5 ％ OFF」「トドック赤ちゃんサポー
ト」「統合10周年つなぐCM」などをオンエア
しました。おかげさまで、集客増への一助と
なっています。また、アンケート結果でも
CM実施後は『トドック』への認知率及び好
感度共に約90％となりました。就職活動をさ
れている学生の方からは、CMの印象が良く
エントリーしたという方もおりました。
　CM制作については、広報採用部内で企画
をして制作しており、競合他社と比較します
と費用を半分以下で抑えています。今後も「必
要最低限の宣伝費用」にて効率的にコープ
さっぽろの取り組みを伝えていきます。

9-2 　コープのテレビCMには、若い女
性がよく出演されていますが、コープは生
まれてから墓場までと幅広い範囲の年代の
組合員が利用していますので、年代別に分
けた出演構成としてはどうですか。また、
道新全面広告の効果は、普通のセールチラ
シと比べてどの程度の違いがありますか。
（旭川書面）

【回答】
　CMでは次世代にコープさっぽろをつなげ
たいという思いから、コープさっぽろの利用
が少ない比較的若い世代のタレントを選ん
で、テレビCMを制作させていただきました。
また、新聞広告は、毎月第 3木曜日の医薬品
10％ OFFセールや46円均一セールは効果が
特に出ています。46円均一では掲載した商品
が最高供給を記録するケースも多く、普段チ
ラシの入らないエリアの組合員さんを含め、
広く情報が伝えられていると考えています。

9-3 　店舗でのイベント案内を見ると
「詳しくはホームページをご覧ください」
とあり、ホームページを検索しますが見
つけられません。○○シェフの料理教室な
どを探してみても「イベント」にも掲載さ
れていません。逆に協賛メーカーのホーム
ページで分かることが多いです。改善して
ください。（札幌書面）

【回答】
　毎月実施している『広報調整会（各部のイ
ベント情報をヒアリングする機会）』にて、
店舗イベント案内の漏れがないかの確認を徹
底し、ホームページに掲載して見つけやすい
ようにしていきます。
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9-4 　一昨年は、『WEBモニターのつど
い』がありましたが、昨年は実施されませ
んでした。やったりやらなかったり一貫性
がありません。また、内容も一方的に放映
されるのを見るだけであり、意見交換など
の場がなく、もっと中身のある会にしてほ
しいと感じています。更には、毎月質問が
きますが、回答がありません。モニターの
意見はどのように活かされているのでしょ
うか。（南空知）

【回答】
　2018年度は、WEBモニターの皆さんにご
参加いただける、内容の充実したイベントを
計画しています。実施になりましたらご案内
させていただきます。アンケート結果に関し
ては、アンケート回答のMyページにありま
す「アンケート結果」にて随時、ご報告して
います。また、日頃ご回答いただいているア
ンケート結果は、店舗・宅配及び関連企業の
改善に活用しています。

9-5 　滝川店の水産部門で週 2、 3回の
アルバイトをしていますが、職員やパート
さんは総代になれないと聞きました。私は
総代を選びますが、規定について教えてく
ださい。（北空知）

【回答】
　コープさっぽろの組合員であれば、総代立
候補は可能です。今後とも、よろしくお願い
いたします。

9-6 　「役員報酬決定の件」の提案です
が、市町村のように報酬を表にするお考え
はないでしょうか。また、各役員の顔や
役割、仕事内容が分かりにくく思います。
（北空知書面）

【回答】
　役員報酬は、生協法で総代会にて役員報酬
限度額を承認いただくことになっています。
開示が求められるのは、会社法においても個
人 1億円以上となっています。また、各役員
の役割表記については、今後表現を工夫しま
す。

9-7 　2018年度も出資金10万円で750ポ
イントプレゼントがありますが、出資金お
預け上限500万円の引き上げを行ってくだ
さい。（旭川書面）

【回答】
　組合員さんの要望に応えて、株式会社の株
主優待制度に準ずる仕組みとして2016年に出
資優待制度を作りました。本総代会にて出資
上限額変更（ 5百万円→10百万円）をご検討
いただくべく提案しています。
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