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何気ない普段のくらしは、

いくつもの瞬間が無数に織り重なってできています。

おいしいご飯が炊けたとき。

晴れやかな日に、家族揃って出かけるとき。

皆で食卓を囲み、笑い合うひととき。

私たちが大切にする食のおいしさ、安全と安心は、

そんな一つひとつの瞬間を支え、

くらしや地域の豊かさにも、確かにつながっています。

特別な一日も、そうではないいつもの日も。

日常のどこかに、コープみらいがいることを、

私たちは誇りに思っています。
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「コープ」は、協同組合“co-operative”の略です。
消費者が「出資金」を出し、事業や活動の「運営」
に参加し、「利用」する生活協同組合（生協）です。
一人ひとりのくらしのさまざまな願いを協同し、
助け合いながら実現していく組織です。
コープみらいは、理念・ビジョンを同じくするコー
プデリ連合会と各会員生協からなるコープデリグ
ループの一員として、事業・活動を進めています。

コープみらいは
コープデリグループ
の一員です

組合員

万人27.1

とちぎコープ

組合員

万人38.7

いばらきコープ

組合員

万人33.5

コープぐんま

組合員

万人32.7

コープながの

組合員

万人23.8

コープデリにいがた

コープデリ連合会

組合員

万人363.2

コープみらい

コープデリグループ
組合員数は2022年3月20日現在

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。

※理念とは私たちコープデリグループの存在意義であり、使命です。コープデリグループに加入するコープの
組合員と、グループで働く役職員がともに掲げ、多くの人々とともに実現していくことを呼びかけるメッセー
ジでもあります。

ともに  はぐくむ
くらしと未来

食の安全と安心を第一に、宅配事業と店舗事業を通して、食卓に笑顔をお届けし、食の
文化に関与している自覚を持ち、組合員のくらしに生涯にわたって貢献します。
組合員のくらしや地域社会で生まれた課題の解決に向けて、地域の団体・人とつなが
り、地域の多様性を認識し、協同して各地域で多彩な取り組みを推進します。組合員は
全世帯の半数を超えることをめざします。
時代を見据え、先進性を持ち、組合員に優しく地域を豊かにするコープとして、誰にも寄
り添った生協となり、地域から“身近に生協があって良かった”という“頼られる存在”を
めざします。
私たちの連帯のレベルを高め、全国の生協や行政・諸団体と連帯・連携の輪を広げ、く
らしに関わる課題、環境・食料など地球規模・国際的な取り組みを進め、未来の組合員
につながる協同を育んでいきます。

理念

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。

組合員

出資

利用 運営

生協（消費生活協同組合）とは

組合員による「出資」「利用」「運営」
により生協は成り立っています。
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宅配事業、店舗事業
福祉事業、保障事業
サービス事業
エネルギー供給事業

みらいひろば
子育てひろば
商品学習交流会
産地交流
くらしのたすけあい     など

（参加とネットワーク）

子育て中の人と
相談し合いたいな

地球環境のこと
学びたいな

この商品、
おいしかったから
おすすめしたい！

こう変われば
もっとよくなるん
じゃないかな？

こんな商品が
あったらいいな

この商品
どんな過程で
作られているの？

コープみらいは、ちばコープ、さいたまコープ、コープとうきょうの3生協が2013年に組織合同（合併）して

誕生した、約363万人が加入する日本最大の生協です。

宅配、店舗事業を中心に福祉や保障、サービス事業などを通じて、組合員の声に耳を傾け、一人ひとり

の暮らしと地域に寄り添った事業を展開してきました。また、組合員による自主的な活動（組合員活

動）のサポートを行い、事業と組合員活動の総合力で、より良いくらしと地域づくりをめざしています。



「つかうほど、じぶんらしく。」

―組合員一人ひとりのくらしに合った商品を、ライフスタイルに合わせてお買い求めいただける2つの

宅配コースを用意しています。配達時には毎週同じ担当者が組合員のもとを訪れ、商品をお届けする

のはもちろん、ささやかなコミュケーションを通して“安心”をお届け。

「いつもの担当者と、お気に入りの商品と、何気ない会話で笑顔あふれるひとときを。」

―私たちが宅配事業を通して、組合員の皆さんとつくりたい日常です。

新型コロナウイルスによる生活の変化にも対応

最近のTOPICS

じぶんらしい生活を支える
2つの宅配コース

配達と見守りで
「地域の安心」に貢献

週1回、食品や生活雑貨など5,000 品目以上
の中から注文された商品をお届けする「ウ
イークリーコープ」と、週3日からお弁当（夕
食宅配）やミールキットなどをお届けする「デ
イリーコープ」があります。お気に入りの商
品をお選びいただき、くらしにあわせてお届
けします。

コープデリ宅配は、約4,000台のトラックが
同じ曜日、同じ時間に、同じ道を通って配達し
ています。コープみらいは東京都・埼玉県・千
葉県の島しょ部を除く全170の自治体と「見
守り協定」を締結。宅配・店舗事業をはじめ
とした事業の特性を生かし、行政と連携して
「地域と住まう人の安心」のための見守り活
動を推進しています。

2,000

2,673

2017

（億円）

（年度）
2018 2019 2020 2021

2,500

3,000

3,500

億円
2,659
億円

2,655
億円

3,047
億円 2,998

億円

新型コロナウイルスの流行を受けた外出自粛など
の要因により、消費行動が大きく変化しています。
コープデリ宅配も急激に需要が拡大する中、食の
インフラを担う組織として安定供給に努めました。
商品の面では、内食傾向が高まったことで、おいし
いおかずが短時間で簡単に作れる料理キット
「コープデリミールキット」の利用が増加。2013年
の販売開始から累計で1億2,000万食以上を販売
しています※。2021年度には、「組合員のくらしと利
用者視点」を大切にした商品設計が評価され、
グッドデザイン賞を受賞しています。

※コープデリグループ6生協の販売合計

グッドデザイン賞を受賞した
「コープデリミールキット」
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コープデリ宅配事業の供給高推移

宅配事業
コープデリ



お店から出た食品廃棄物を
再生可能エネルギーに！
コープみらいでは、お店からどうしても出てしまう食品廃棄物（生ご
み）をできる限り資源としてリサイクルしています。その方法の一つ
が、バイオガス発電です。コープみらいが出資するニューエナジーふじ
み野株式会社（埼玉県ふじみ野市）では、コープみらいの店舗から出
る食品廃棄物を発電の燃料として利用。発電された電気の一部は
コープみらいの施設やコープデリでんきに活用されるなど、食品廃
棄物の有効活用と温室効果ガスを排出しない発電および電気の利
用を進めています。

フードドライブで
「もったいない」を
「ありがとう」に
フードドライブは、家庭で眠っている食べ物
や品質に問題がない食品を持ち寄り、地域
のフードバンクや福祉団体などに寄贈する活
動です。コープみらいのお店には、皆さまから
食品をお預かりする専用のボックスを設置し
ています。

品質とおいしさにこだわった
コープならではの商品
コープ商品や産直品を中心に、「コープなら
では」の商品をバラエティー豊かに品揃え。
おいしさはもちろん、安心して召し上がって
いただけるよう、品質・価格・産地にこだわっ
た商品を多数ラインナップ。2022年には、店
舗専用の惣菜工場「桶川デリカセンター」が
新たに開設され、コープならではのおいしさ
と品質を追求した商品開発を進め、売り場の
魅力を向上させていきます。

※フードドライブ専用ボックスは一部店舗に常設して
います。

※ネットスーパー、移動店舗は一部地域で展開しています。

最近のTOPICS

“おいしさと安心を、うれしい価格で。”を事業目標に、毎日のくらしに役立つ商品がきっと見つかる魅力

的な売り場づくりに取り組んでいます。また、お店のタイプも大型のスーパーマーケットからコンパクト

なミニコープ、ネットスーパーまでさまざまに展開。お買い物にお困りの方へ移動店舗での販売も行って

います。いつでもどこでも、一人ひとりのくらしに合わせて利用することができ、そのたびに喜んでいた

だける店舗と売り場づくりをこれからも進めてまいります。
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店舗事業
コープデリ



コープみらいには、組合員一人ひとりの「〇〇したい」という気持ちを大切にした、つながりの場がたくさん
存在しています。組合員の方はもちろん、地域に住むさまざまな方まで、「皆が語らい、笑い合い、そしていざ
という時に支えあい、助けあえる」―そんな安心と笑顔が広がるコミュニティをこれからもつくっていきます。

組合員活動

ケアプラン作成、訪問介護、デイサービス、障害福祉サービスなどの提供を通じて、「住み慣れ
た自宅や地域で安心して過ごしたい」という組合員の思いに応えます。
サービス付き高齢者向け住宅「コープみらいえ」や、（看護）小規模多機能ホーム「コープ夢み
らい」の運営、要介護度に応じたサービスを提供しています。

住み慣れた自宅や地域でじぶんらしく。
くらしの安心をつくる福祉サービス。

CO・OP共済は、生協の保障事業として組合員の声をベースに、手ごろな掛金、いざという時に
役立つ保障内容、わかりやすい手続きといった改善を常に進めながら、組合員とその家族に
寄り添い、お役立ち続ける事業を目指しています。また、コープデリ保険センターを通じて、さま
ざまな保障ニーズに対応する保険商品を提供しています。

組合員とその家族のために
未来のくらしに寄り添うCO・OP共済。

組合員のくらしをもっと楽しく、快適にするサービス事業として、株式会社コープサービスを通
じて、コープデリチケット、コープデリくらしのサービス（エアコン・ハウスクリーニング、ふとん
の丸洗い・リフォームなど）、コープハウジング（新築・リフォームなどの住まいに関するサービ
ス）、葬祭（コプセ）の4つの事業を展開しています。

毎日をもっと楽しく、快適に。
あったら便利に応える多様なサービス。

コープデリグループの事業所に設置した太陽光パネルで発電した電気を含む「再生可能エネ
ルギー100%メニュー」と、より家計にやさしい「ベーシックメニュー」の2種類からなる「コー
プデリでんき」を組合員に供給しています。また、経済メリットを追求した都市ガス供給事業
「コープデリガス」も提供しています。

くらしにも環境にもやさしい
コープデリでんき、コープデリガス

福祉事業

保障事業

サービス事業

エネルギー供給事業 2015年に設立した一般財団法人コープみらい社会活動財団（略称：コープみらい財
団）では、事業の柱の一つとして、ひとり親家庭の高校生への返済不要の「給付型奨学
金事業」を行っています。奨学金の財源は、事業に賛同いただいた、22,000人※を超える
奨学金応援サポーター（組合員）の募金です。多くのサポーターに支えられ、2022年度の
奨学生（3学年の合計）は1,047名になりました。
このほか、コープみらい財団は社会活動貢献団体への助成なども行っています。

コープみらい財団の給付型奨学金事業

※2022年4月現在
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地域に居場所が見つかる
「みらいひろば」

お住まいの地域で開催する「みらいひろば」は、組合員に
限らず、地域のどなたでも、初めてでも一人でも気軽に参
加できる交流の場。コープ商品をかこみながら、楽しくお
しゃべり。地域や住まう人とのつながりをつくり、くらしの
さまざまな情報交換ができるみんなの居場所です。

1
子育て中の方同士でつながる

「子育てひろば」

子育て中のみなさんが集まってお話や情報交換をしたり、
子どもをのびのびと遊ばせたりできる場所です。親子の
ふれあいの場としてはもちろん、子育て中の方同士の出会
いの場としても気軽にご利用いただけます。店舗やコープ
デリ宅配センター、コーププラザなどで開催しています。

2

困りごとに手助けを
「くらしのたすけあいの会」

高齢や障がい、病気、けが、子育てなど、くらしの中で
ちょっとした手助けが必要な組合員と、「自分ができる
ことを活かしたい」「地域社会の中で活躍したい」と応
援・援助を希望する組合員をつなぎ、組合員同士で助け
合う取り組みです。

3
次世代へ伝える食育
「たべる、たいせつ」

食べることの大切さを次世代へ伝えることを目指して、
食育「たべる、たいせつ」活動を広げています。生産者と
直接交流できる田植えや稲刈り、野菜の収穫体験の機
会を設けたり、組合員が「活動サポーター」として講師
となり、幼稚園・保育園や小中学校に出張する食育体験
プログラム「出前授業」も行っています。

4



コープみらいは、2030年に向けた世界共通の取り組みであるSDGsの考え方に賛同し、コー

プデリグループとして5つの重点課題を設定しました。「未来へつなごう」をスローガンにそ

の達成に向けて取り組んでいます。また、組合員のくらしや地域社会で生まれた課題の解

決のために、事業と活動を通して、さまざまな取り組みを進め、その実現に貢献しています。

世界から飢餓や貧困をなくし、世界平和を実現で
きる取り組みを進めます。

世界中の人々の
平和で健康な生活のために

100年後の地球のために

再生可能エネルギーの利用・普及を進め、地球温
暖化対策を進めます。

SDGs重点課題
主たる目標 関連する目標

SDGs重点課題
主たる目標 関連する目標

持続可能な生産と
消費のために

取り扱う商品について、原料調達から生産・消費ま
でを通して、人権や環境などに配慮した「責任ある
調達」ができるよう取り組みを進め、商品とくらしの
あり方を見直していきます。

くらしの安心と地域を支える生活インフラとして機
能を果たし続けられるよう、自治体や地域住民・諸
団体と連携し、さまざまな取り組みを進めています。

安心して暮らせる
地域づくりのために

SDGs重点課題
主たる目標 関連する目標

SDGs重点課題
主たる目標 関連する目標

人にやさしく誇りが
持てる組織を目指して

一人ひとりの人権・多様性が尊重され、誰もが安
心して働ける職場づくりを進めます。

SDGs重点課題
主たる目標 関連する目標
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4つのプロジェクト

組合員がコープの商品利
用を通じて、生物多様性や
自然環境の保護、持続可能
な農業の推進、途上国の子
どもや母親の支援などの
社会貢献に参加する「4つ
のプロジェクト」に取り組
んでいます。

美ら島応援
もずくプロジェクト

佐渡トキ応援
お米プロジェクト

お米育ち豚
プロジェクト

ハッピーミルク
プロジェクト

地震や豪雨などの自然災害が頻発する中、支援募金の呼びかけ、復興に向け現
地に職員を派遣するなど、被災地・被災者支援に取り組んでいます。また、コロ
ナ禍で医療を支える続けている医療従事者への支援や困難な生活を強いられ
ている方への食料支援など、組合員とともに地域や暮らしを支えます。

災害復興支援、生活困窮者支援

アフリカでは自然災害や栄養不
良などにより、多くの子どもたち
が命の危険にさらされています。
コープデリグループは幼い命を
守るため、「コープの牛乳で子ど
もたちを笑顔に」を合言葉に、
２００８年にハッピーミルクプロ
ジェクトをスタート。牛乳の売り
上げの一部をユニセフに寄付
し、アフリカの子どもたちの栄養
改善を支援しています。

ハッピーミルクプロジェクト

©UNICEF/UN0241729/Dejongh©UNICEF/UN0241729/Dejongh

環境・温暖化防止

温室効果ガス削減計画を策定し、2030年にCO2排出量を2013年度比で60%
削減、2050年には排出量実質ゼロを目指す目標を掲げています。物流セン
ターなどの施設や産直産地に設置した太陽光パネルで発電した電気、店舗か
ら排出される食品残さの一部を利用したバイオマス発電の電気など、再生可能
エネルギーの創出・調達と活用を進めています。

働く人と働き方の多様性を尊重

職員一人ひとりの人権と多様性が尊重され、持てる能力を発揮し、自信と誇
りを持ってイキイキと働ける職場づくりを大切にしています。働く上での困難
を取り除くため、制度の改善や物理的な障壁の解消に取り組んでいます。
● 障がい者雇用　● 女性職員の比率向上　● 出産・育児・介護支援制度の拡大

店舗に設置した太陽光発電パネルと屋上緑化

子育てサポート企業として厚生労
働省の認定を受けて「くるみん」を
取得しています。



総事業高 4,364億 4,775万円
供給高（商品） 4,176億 3,971万円
　うち宅配事業 2,998億 2,179万円
　うち店舗事業  1,178億    702万円
福祉事業 24億 3,334万円
共済事業（受託） 37億 4,795万円
経常剰余金 133億 1,350万円

総事業高・供給高・経常剰余金（2021年度）

正規職員在籍者数 3,254人
パート職員※ 在籍者数 10,527人
パート職員の正規職員換算人数 4,729人

※「パート職員」はパート職員、アルバイト職員、介護ヘルパー職員の合計です

職員数

宅配センター数 76センター
配達車両台数（委託会社含む） 4,203台
店舗数 133店舗
　うちスーパーマーケット型 70店舗
　うちミニ型 63店舗
福祉事業所数 33施設

事業所などの状況

名称 生活協同組合コープみらい
設立 2013年3月21日

本部所在地 〒336-8523
埼玉県さいたま市南区根岸1-5-5

事業エリア 千葉県、埼玉県、東京都

出資金 699億7,092万円

出資金

組合員数 363万 2,030人
組織率（総世帯数に対する組合員世帯の割合） 27.2％

組合員数・組織率

理事長 新井 ちとせ
副理事長 永井 伸二郎

役員体制

専務理事（代表理事） 熊﨑 伸
常務理事（代表理事）管理・保障管掌 中村 憲治
常務理事 機関運営・組織管掌 河田 喜一
常務理事 宅配・EC事業本部長 鳥羽 治明
常務理事 総合企画管掌 山内 明子
常勤監事 木村 隆之

※理事長・副理事長および常勤役員を記載しています（2022年6月21日現在）

※特記ない限り数値は2022年3月20日現在理事長挨拶 コープみらいの概況

沿革

理事長 新井 ちとせ

◀ 経営情報はこちらから
https://mirai.coopnet.or.jp/profile/financial/settle.html

2012年度

2010年度

2008年度

2014年度

2013年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

● 改正生協法施行  県域を越えた生協の合併が可能に

● ちばコープ・さいたまコープ・コープとうきょうによる
組織合同検討委員会発足

● 組織合同に関する3生協の臨時総代会で承認可決

● 生活協同組合コープみらい発足、コープデリ連合会
との一体運営開始

● 組合員数300万人に
● 3都県で初めて「コープみらいフェスタ」開催
● 移動店舗事業を千葉県袖ケ浦市を中心に開始

● サービス付き高齢者向け住宅「コープみらいえ四街道」
開設

● コープデリグループ「ビジョン2025」策定
● コープみらいカレッジ開校

● 一般財団法人コープみらい社会活動財団設立
● 「みらいひろば」スタート
● コープみらいとして初の新店、コープ高倉店オープン

● サービス付き高齢者向け住宅「コープみらいえ中野」開設
● コープ調布染地店、コープ府中寿町店、コープ中野
中央店、コープ指扇店オープン

● 電気小売事業「コープデリでんき」開始
● コープみらい財団が給付型奨学金制度スタート
● コープ中野鷺宮店、コープ東村山秋津町店オープン
● 店舗に常設型のフードドライブ食品回収ボックス設
置開始

● 3都県のすべての自治体と高齢者等見守り協定締結 
※島しょ部除く

● 小規模多機能ホーム「コープ夢みらい北本」開設

● 都市ガス供給事業「コープデリガス」開始
● 看護小規模多機能ホーム「コープ夢みらい四街道」
開設

● コープ府中車返店、コープ国分寺内藤店、コープ
葛飾白鳥店オープン

● 台風15号、19号、21号災害の対応と支援活動

● 新型コロナウイルス感染拡大の対応
● 初の多層階センター、コープデリ東糀谷センター、
コープデリ町屋センター開設

● 子ども・子育て支援基金設立
● 「未来へつなごう」キャンペーン開始
● コープ久喜店オープン

　コープみらいは、ちばコープ・さいたまコープ・コープと

うきょうの3生協が2013年に組織合同（合併）し、コープ

デリグループの中核生協としての使命を果たすべく一歩

を踏み出しました。

　組織合同を進める中では、新生協への期待の声をいた

だく一方で、「生協が大きくなると私たちの声が届かなく

なるのでは」という心配の声も寄せられました。組織が大

きくなっても、 組合員の暮らしに寄り添う思いは変わりま

せん。私たちは、地域に根差した生協であり続けるため、

ビジョン2025の実現に向けて取り組んでまいります。

　組合員満足には職員満足が不可欠です。職員が元気

に働き続けられる組織づくりは、コープみらいへの信頼

感につながります。「誰のため、何のための仕事なのか」

を出発点に、業務の中で価値や誇りを実感できること

が、職員の成長、組織の成長につながります。

　コロナ禍では、食のインフラを担う事業者として日々

職員は奮闘し続けました。時に心が折れそうになっても、

組合員の「いつも届けてくれてありがとう」のひと言に励

まされ、もっとお役立ちしたいと思うようになったといい

ます。組合員と職員が互いに思い合い、互いに成長でき

る、そんな関係性を大事にしたいと思います。

　生協は「助け合いの組織」です。「コープみらい奨学

金」は2022年度、1,000名を超える奨学生を迎えま

した。2021年、組合員から寄せられた書き損じはがきや

未使用切手を原資として国内外の子どもたちを支援する

「子ども・子育て支援基金」を設立しました。また、剰余金

の社会還元として2022年3月から1年間を通してフードバ

ンクなどに無洗米200トンを提供する取り組みをスタート

しました。生活困窮者だけでなく、米の生産者支援にもつ

ながっています。「ユニセフ ウクライナ緊急支援募金」では、

3億円を超える平和への祈りが寄せられました。

　このように「事業」と組合員参加の「活動」の相乗効果で

発揮される生協ならではの取り組みを、社会へ広く発信し、

共感の輪を広げていきます。

　2021年「コープデリグループSDGsの重点課題と長期

目標・中期方針」を策定し、達成に向けたスローガン「未来

へつなごう」を掲げました。地球温暖化、貧困と格差の拡

大、持続可能な商品調達、平和の危機など先送りできない

課題が国内外に山積しています。今まで以上に、組合員、

産地・メーカー、行政・諸団体と連携して取り組みを進め

てまいります。

　コープみらいは2023年に10周年を迎えます。さらに人と

人とのつながりを大切に、事業と活動を推進してまいります。
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コープみらいのマスコットキャラクター
“ほぺたん”と愛犬のきなこ
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