
南草津センター 草津市笠山 5丁目3-50
北大津センター 大津市真野 5-33-25
草津センター 草津市上寺町カスリ281-1
中央大津センター 大津市国分 2-226-22
甲南センター 甲賀市甲南町市原 303-6
東近江センター 東近江市五個荘清水鼻町 153-6
長浜センター 長浜市西上坂町 1020-1
彦根センター 彦根市竹ヶ鼻町 224-1
高島センター 高島市新旭町新庄 799
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商品案内書エコーやくらしのパートナーで取り扱いのコープきんき
共同企画商品でも環境に配慮した商品の取り扱いが増えました。

［環境に配慮した商品の取扱い］

環境報告
COOP SHIGA SPIRAL REPORT 2017

● 有価物販売額（紙類） ● 有価物販売額（プラスチック類等）

● 宅配の県内商品企画数

● グリーン購入率

● リサイクル品回収実績②（紙類 )［リサイクル事業］

組合員から回収したリサイクル品や物流センターで出るストレッチ
フイルム、PPバンド、ダンボールなどは、近江八幡市のアズコム物流
センター内の「リサイクルセンター」に集め、分別や減容(圧縮)処理
して、再生原料とて販売するリサイクル事業を行なっています。最も
ウエイトが高いチラシ類の販売量が増えたことから、販売額総額は、
5076万円（前年比11.3％伸長）になりました。リサイクルセンターの
作業量が増えたため、２０１５年度から障がい者の雇用を１名増やし
ての作業を行なっています。

環境に配慮した商品の取扱い・購入

宅配での２０１６年度目標は、コープしが独自企画の「ぱくぱくエ
コー」で県内商品の企画点数を５％増やすことしました。対象商品
は、県内生産品・県内生産材料を使用した商品とし、目標を上回る
前年比９．１％増の２,９４８企画することができました。
店舗では、県内農産物の供給高５％増を目標に対し、計画比16.3％
伸張の5700万円の実績となり、地場商品の取り扱いが大きく伸び
ました

［県内商品の取り扱いを増やし地産地消をすすめる］

グリーン購入対象商品を優先的に購入する活動は、事務用紙と
事務用品に区分して管理しています。事務用紙は、グリーン購入対
象紙の使用が定着し、購入率は99.85％（重量比）になっています。
事務用品の購入率は65.45％（点数比）でした。

［グリーン購入］

環境配慮商品 説　明 利用点数 前年比
エコマーク 生産から廃棄を通して、環境負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品 252,287 100.8%
ＦＳＣ 適切に管理された森林資源で作られた商品 214,015 129.4%
ＭＳＣ 持続可能な漁業で獲られた水産物で作られた商品 101,227 94.5%
有機栽培 農薬や化学肥料に頼らず環境負荷を減らして栽培しJAS認証を受けた農産物 149,133 102.0%
特別栽培 慣行栽培と比べ農薬・化学肥料の量が50％以下で栽培された農産物。 388,494 107.8%

レインフォレスト 熱帯雨林を守ることを目的に持続可能な農業を営む農園で育てられた商品 13,802 105.2%
コアノン・スマイルスクール コアノンロール利用でアンゴラの学校づくりを支援する 81,425 99.9%
レッドカップキャンペーン 対象商品の利用で飢餓に苦しむ子どもたちに給食を支援する 82,598 100.6%

フェアトレード 発展途上国の農産物や商品を公正な価格で取引された商品 981 44.2%
産地指定 主要な原料に産地や栽培方法が明らかな国産素材を使った商品 1,192,940 122.3%
国産素材 主要な原材料に国産素材を使っている商品 3,112,167 111.8%

● 環境配慮商品実績

コープしがの概要
COOP SHIGA SPIRAL REPORT 2017

●

長浜センター

高島センター

彦根センター

東近江センター

草津センター

甲南センター
南草津センター中央大津

センター

北大津センター
（ゆめふうせん） ● 

● 関西丸和ロジスティックスAZ-COM
　  （物流センター・リサイクルセンター）  
      （株）コープシステムサービス
     （株）滋賀有機ネットワーク

ケアサポートセンターぽこ野州
●コープもりやま店

●（株）シガフードプロダクツ

コープぜぜ店
●

ケアサポートセンターぽこ
●　　　

草津事務所

（株）タクス●
本部●

コープしがのグループ会社
株式会社タクス 組合員のくらし全般をサポートするために、生協では扱えない事業分野を担っています（損害保険、

生命保険、旅行、宅地建物取引など）

株式会社コープシステムサービス 物流に関する専門的なノウハウにより、適切な物流管理を担っています（倉庫・保管庫の管理、物流
センター管理運営、物流資材の調達など）

株式会社シガフードプロダクツ 精肉の生産、流通及び加工までを一元管理し、安全・安心・良質な肉を適正価格で安定供給する（牛
豚肉のパック加工、畜産加工品の販売など）

株式会社滋賀有機ネットワーク 県内での産直農産物の産地づくり推進と、農産品の流通を担う（穀類・野菜類・果物類の生産と加工。
農作業及び農業経営の受託など）

コープしがの事業所 ・事務所一覧

コープしがの概要
（2017年 3月20日現在）

宅配事業センター

グループ会社

本部・事務所・その他施設

店舗

■名　　称 生活協同組合コープしが
■設　　立 1993年3月21日
  滋賀県内4生協が合併して発足。

（大津生協・湖南生協・東部生協・北部生協）

■本　　部 滋賀県野洲市冨波甲972番地
　　　　　　TEL 077-586-1112（代表）

■理 事 長 西山　実
■専務理事 白石　一夫
■組合員数 17万7,737人
■加 入 率 31.8%（滋賀県559,128世帯）
■出 資 金 109億7,608万円　
■供 給 高 314億3,500万円
 （内訳） 宅配事業 274億1,035万円
  店舗事業 35億3,297万円
  夕食宅配 2億9,386万円
  エネルギー事業 1億9,780万円
■職 員 数 正規職員　283人
 嘱託職員　  20人
 定時職員　595人（正規換算265.7人） 
 ※定時職員に専属職員、アルバイト含む   

本部 野洲市冨波甲972
福祉ネットワークセンター
ゆめふうせん

大津市真野 5-33-25

草津事務所 草津市西草津 2丁目1-1
ケアサポートセンターぽこ 大津市柳川 2丁目11-25
ケアサポートセンターぽこ野洲 野洲市冨波甲９６３－１

コープぜぜ店 大津市竜が丘 1-1
コープもりやま店 守山市勝部 3丁目15-30
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株式会社タクス 野洲市冨波甲977
株式会社コープシステムサービス

株式会社シガフードプロダクツ
株式会社滋賀有機ネットワーク

近江八幡市長光寺町瓶割山95－4
（AZ－COMロジスティック滋賀内）
甲賀市甲南町寺庄 330
近江八幡市長光寺町瓶割山95－4
（AZ－COMロジスティック滋賀内）
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