わ た し た ち の あ ゆ み
コープあいちのあゆみ（2010年〜）

合併までのあゆみ（1969年〜2009年）
コープあいちの前身は、愛知県内の2つの生協です。
1969年に尾張地域で名古屋勤労市民生活協同組合が、牛乳の共同購入を発展させて設立しました。1974年に三河地域で
東三河生活協同組合が、
安全な牛乳や豆腐を求めて設立し、
エリアを広げて1979年にはみかわ市民生協へと名称を変更しました。
どちらの生協も組合員とともに事業と活動をすすめ、
さらに岐阜県や三重県の生協と連帯して東海コープ事業連合を設立し、
地域のなかで成長してきました。
名古屋勤労市民生活協同組合
（以下めいきん生協）

両生協協同のとりくみ

（東海コープ事業連合とともに）

みかわ市民生活協同組合
（以下みかわ市民生協）

1960〜70年代
1969年 めいきん生協設立、事務所倉庫を名古
屋市千種区から現長久手市へ移転
1970年 1号店植田山店開店（名古屋市）
1972年 仲田店開店（名古屋市）
岩崎店開店（現日進市）
1973年 小幡店開店（名古屋市）
1975年 藤ケ丘店開店、本部事務所はその
2階に移転
（名古屋市）
1976年 週単位共同購入へ移行

1974年 東三河生活協同組合設立
1976年 本部倉庫開設
（旧豊川センター）
1979年 1号店コープ諏訪開店（豊川市）
豊橋センター開設
岡崎市、
額田町までエリアを拡大し
（1977年）
、
みかわ市民生活協同組合
（以下みかわ市民生協）
に名称変更

1980年代
1980年 精肉加工センター、事業開始
1981年 生協生活文化会館開館（名古屋市
千種区）
1985年 西配送センター開設
小牧配送センター開設
本部事務所を移転（名古屋市名東
区上社井堀25-1）
1987年 中川配送センター開設

1982年 国連軍縮特別総会に代表派遣
1983年 食品添加物規制緩和に反対する
署名活動
1988年 共同購入、
注文電卓による注文の
仕組みを導入
消費税反対運動
（1989年に消費税
導入）

1981年 西三河配送センター開設
（現岡崎
センター）
1984年 安城センター開設
蒲郡センター開設
本部事務所を移転（豊橋市前田町
2-18）
1987年 コープ岩田開店
（豊橋市）
1989年 コープ岡崎開店

2000年代
2000年 春日井ヘルパーステーション開設
2002年 子育て支援の取り組み
「子育てひ
ろば」
各地でスタート
デイサービスセンター紅梅開設
（名古屋市）
2004年 デイサービスセンター千種駅前
開設
（名古屋市）
2006年 三好センター開設
2007年 コープ大高インター店開店
（名古屋市）
コープ相談センター発足
2009年 めいきん生協福祉基金助成事業
開始

●3月21日コープあいち誕生（めいきん生協とみかわ市民生協が合併）
3月：女性店長が20店中6店で誕生
5月：NPT
（核拡散防止条約）再検討会議（ニューヨーク）
に3人を代表派遣
7月：コープの森づくりが沖縄県恩納村、
北海道野付、
インドネシアで開始
東栄町東薗目（ひがしそのめ）地域へ配達開始
10月：COP10 生物多様性交流フェアにブース出店
コープとよあけ店移転し開店
守山センター開所
11月：日間賀島（ひまかじま）への配達開始
夕食宅配を名古屋市内で開始

2011年度
●東日本大震災の復興支援活動への取り組みを開始。
組合員から寄せられた支援タオルは23万枚に。
お届けを通して、
岩手県気仙地域のみなさんとの
絆となり、
支援は現在も継続。
3月：東北の被災地に支援物資と常駐者派遣を開始。
募金活動。
4月：豊橋市からの要請で介護看護事業の24時間定期巡回・随時対応型
訪問を開始
6月：篠島への配達開始
7月：瀬戸市内でコープの森づくりを開始
名東センター開所
9月：ふくしキャンペーン開始
東海コープ商品検査センターでゲルマニウム半導体検出器導入、
食品中の放射性物質検査を開始し、ホームページで公開
11月：理事会で「原発に依存しない持続可能な社会」をめざすことを確認

2012年度

1990年代
1990年 天白文化事業センター開設
1991年 コープくらしたすけあいの会発足
大府配送センター開設
高蔵寺店開店
（春日井市）
岩倉店開店
上八田店開店
（春日井市）
1993年 犬山店開店
港配送センター開設
海部配送センター開設
1994年 黒川店開店
（名古屋市）
1996年 葬祭提携事業開始
1998年 岩倉西配送センター開設
1999年 ホームヘルプ事業開始
在宅福祉センター開設

2010年度

1994年 東海コープ事業連合設立
新注文電卓運用スタート
1995年 阪神淡路大震災救援活動
1996年 食の安全行政を求める厚生省・国会
議員への要請懇談活動
1998年 共同購入商品案内
（注文書）
の個人
配布とリサイクル回収を開始

2000年 「食品衛生法の改正と充実を求める
請願署名」
36万筆強を国会に提出
（全国で1373万筆）
2001年 商品検査センター開設
（長久手市）
2002年 コープ宅配のOCR注文開始
2005年 「あいちの新しいグランドデザイン」
を作成
東海コープのインターネット注文
サイト
（e-フレンズ)開設
2008年 「あいち あなたのくらし 私のくらし
大交流会 パートⅠ（刈谷にて）
」
開催
中国製冷凍ギョーザ事件
2009年 「あいちの新しい生協づくり」
（合併）
への意志表示に両生協で20万人の
組合員が参加（「みんなの声で！
キャンペーン」
実施）
それぞれの臨時総代会で合併を
議決

1992年 コープ岡崎北開店
コープ安城よこやま開店
川花食品工場
（現川花センター）
開設
1993年 コープくらし・たすけあいの会発足
旅行事業開始
1997年 住宅事業開始
1999年 新城センター開設
コープ福祉相談センター開設
2000年 福祉事業開始
ケアコープ豊橋、
コープ福祉サー
ビス・豊橋、
同岡崎、
同豊川開設
三ヶ根センター開設
2001年 コープ福祉サービス・豊橋中央、
同安城、
同蒲郡開設
2002年 ケ ア コ ー プ 蒲 郡 開 設
在宅介護支援センターケアコー
プ豊橋、
同コープ豊橋中央開設
2003年 コープライフみかわ、コープ福祉
サービス・岡崎北、
同豊橋南開設
2004年 「みかわコープカレッジ」
がスタート
コープ福祉サービス・豊橋北開設
2005年 コープ福祉サービス・新城開設
ケアコープ新栄開設
（ケアコープ
2006年 地域包括支援センター受託
豊橋、
コープ福祉サービス豊橋中央）
2007年 葬祭事業開始
2008年 デイサービス・コープスイート開設
（安城市 現よこやま）
同コープひな開設
（岡崎市）
2009年 デイサービス・コープ新川開設
（豊橋市）

●国連の国際協同組合年
●全店舗で「ほこちゃんデー」
「シニアデー」の
組合員割引制度開始
4月：4月から1年間、
愛知県との協働事業として
「地域における支え合い」
を５つのモデル地域で推進
6月：
「コープあいちのめざすもの」が推進委員会からの
答申を受けて第３回通常総代会に報告
7月：
「国際協同組合年記念シンポジウムin 岐阜・愛知・三重」
を開催
9月：夕食宅配を三河エリアで開始
10月：福祉サービス新城にデイサービスを開設
食育講演会開催
（県助成企画として、
2015年度まで毎年1回）
11月：コープ日進店開店

2014年度
●
「ひろがる・つながる 40万人の食フェスタ」
●赤ちゃんサポート「ほこちゃんくらぶ」
開始
4月：赤ちゃんサポート
「ほこちゃんくらぶ」開始
「ほこちゃん通信」
発行や離乳食をテーマにした
食フェスタ開始
福祉について考えあう「福祉カフェ」
「福祉学習会」
開始
7月：県内４８自治体で災害支援協定を締結し、
そのうち名古屋市
近隣39市町村と「名古屋市近隣市町村との災害時応急生活
物資供給等の協力に関する協定書」を交換
8月：ｅ-フレンズwebカタログを開始
9月：葬祭・福祉・共済の各事業が連携して終活フェアを開催
くらしの相談室
「無料法律相談」三河エリアに広がる
11月：ＥＳＤユネスコ世界会議あいち・なごや交流フェスタにブース参加
コープ上社店開店（名古屋市名東区）
2月：第1回カーボン・オフセット大賞貢献賞を受賞

2015年度
●ブロックごとに５周年記念企画を開催
4月：食べられるのに廃棄されている食品を
生活困窮者らに無償配布するフードバンク
「認定NPO法人セカンドハーベスト名古屋」に食品提供を開始
8月：デイサービス昭和
（名古屋市昭和区）移転
10月：第1回組合員満足度調査を実施
コープあいちの新しい福祉政策発表
11月：デイサービス千種（名古屋市千種区）移転
くらしの相談室で「女性総合電話相談（ウイメンズボイス）」
開始
1月：
「
（株）
ハートコープあいち」を設立
2月：おかえりやさいプロジェクトが愛知環境賞・中日新聞社賞を受賞
デイサービス新川（豊橋市）
移転

2016年度
●熊本地震発災、
被災地への支援活動
●
「協同組合」
がユネスコの
「無形文化遺産」
に登録。
4月：熊本地震の被災地に職員を支援派遣。募金活動。
コープとよあけ店で「ふれあい便」
スタート
6月：コープあいち生活支援センターなごや開設
豊橋生協会館 開所
豊橋事務所、福祉サービス豊橋西が館内に移転
1月：新小牧センターと福祉センター小牧 開設
豊明市と「公的保険外サービスの創出・促進に関する協定」締結
2月：コープ本山 リニューアルオープン
「（株）ハートコープあいち」
特例子会社認定

2013年度
●新しい
「組合員参加と運営のしくみ」がスタートし、
行政区を基本にした地域委員会が各地で発足
●
「これいいね！ACB（コープあいちの
コープ商品ベスト）48総選挙」開催
3月：e-フレンズ スマートフォン対応を開始
東海３生協の住宅事業が、
（株）
コープハウジング東海として発足
4月：東海３生協の生活サービス事業を、
東海コープに統合
新岡崎センターと福祉用具岡崎開設
「組合員参加と運営のしくみ」
を運用開始
7月：
「これいいね！ACB48 総選挙」を実施（〜9月）
9月：福祉サービス犬山
（訪問介護）開設
10月：移動店舗車「フレンズ便」が名古屋市内と大府市で活動開始
1月：岡崎市から業務を受託して、
ひな地域包括支援センター開設
（岡崎市）
名古屋市「女性の活躍推進企業」企業部門と従業員部門の
2部門で受賞
2月：新豊橋センター開所
太陽光パネルを設置し初の売電事業開始

2017年度
●スマートフォンでのコープ宅配の注文の仕組み改善・利用推進
6月：生協生活文化会館リニューアル
7月：運転免許返納者のコープ宅配料
無料制度スタート
9月：
「スマホでコープ」キャンペーン
11月：
「デイサービス豊橋西」開所
（「デイサービス新栄」の移設）
「小規模多機能ホーム豊橋西」
開所
2月：福井県で記録的な豪雪 配達業務支援活動に職員を派遣
「あいち介護サービス大賞」
受賞（デイサービス蒲郡の取り組み）

