2018 年くらしトーク・トーク～方針検討会～および
2017 年度事業・活動報告（4 月～12 月）に寄せられたご意見への回答
生活協同組合パルシステム千葉 理事会

1 月に 350 名の総代の皆さんにお届けした「2017 年度事業・活動報告（4 月～12 月）
」に対して、179 名の方よりご意見をお
寄せいただきました。また、2 月に 10 会場で開催した「くらしトーク・トーク～方針検討会～」には、181 名の総代・組合員
が出席し、パルシステム千葉の事業・活動について意見交換を行いました。さまざまなご意見をお寄せいただき、ありがとうござ
いました。今回は寄せられた主なご意見について紹介し、理事会からの回答と併せて報告いたします。
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組織運営（組合員参加、地域貢献、産直・商品活動、運動課題）に関する Q＆A
１. パルシステムのつどいは、子ども連れの企画が多くなっていると思います。ご案内文章に『１人でも参加可能』など、一文記
載があると応募しやすいです。また大人だけでも参加できる企画をもっと増やしてほしいです。

パルシステムのつどいは、下表のとおり子ども連れの企画以外にも「ほんもの実感！メーカー企画」
「くらしをテーマに
した企画」なども開催しています。各センターの開催状況を見るとテーマにより開催数にばらつきが見受けられますの
で「子ども連れの企画」以外に「大人だけでも参加できる企画」などもご案内できるよう調整を図っていきます。
また、パルシステムのつどいをはじめとしたイベントのご案内に『１人でも参加可能』などの文言を入れて応募しやす
い広報を心がけます。
パルシステムのつどい テーマ別開催数
ほんもの実感
食
子育て
メーカー企画
柏
印西
市川
習志野
千葉
東金
野田
稲毛
館山
総計

13
8
13
8
11
7
13
12
16
101

2
1
2
3
6
6
4
8
4
36
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4
8
8
7
8
6
1
3
52

（単位：回）
くらし

福祉
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3
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2
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大人企画「もっと梅干！」

＜2017 年 4 月～2018 年 1 月累計＞

子ども企画「親子科学実験教室」

２. パルシステムのつどいは平日午前中の開催が多いです。働いている方も多くなっていますので土日・祝日の開催で、家族で参
加できる企画を実施してください。また午後の企画も検討してください。

パルシステムのつどいの土、日の開催は配送センターが休みの関係もあり企画を見合わせています。家族参加できる企
画などは祝日（月～金）での開催、地域活動施設「パルひろば☆ちば」を使用した土、日の開催、その他「生協まつり」
「センターまつり」
「子育てフェスタ」など週末イベントを開催し、家族で参加できる企画を実施していきます。また、
午後開催は組合員ニーズも調査しながら開催を検討していきます。

子育てフェスタ（今年も開催します！）

３. パルシステムのつどいなどで、加入間もない方に、もっと組合員活動をＰＲして利用の継続を促す企画を実施したらどうでし
ょうか。

パルシステムのつどいは、事業（商品 PR 含む）・活動を組合員に伝え、パルシステムのファンになっていただくことを
目的としています。ご意見のとおり加入間もない方に、
「ほんもの実感！くらしづくりアクションの推進（商品 PR）」や
「さまざまな活動への取り組み」をＰＲして利用を継続してもらえるような企画を実施していきます。
また、子育て支援検討チーム（※）を中心にベイビー＆キッズ特典で加入した半年未満の方に「ママパパほっとカフェ」
を開催（一部地域対象）しています。
「ママパパほっとカフェ」は離乳食や幼児食講座（パルシステムの食材と市販品の
食べ比べ）を実施し、子育てのことやパルシステムを利用していてわからないことなどを、試食品を囲んでおしゃべり
する会です。2017 年度は船橋本部（１０月）、パルひろば☆ちば（千葉市・２月）で開催しました。参加者からは「食べ
たことのない商品が試食できて良かった。次回、注文したい。」など好評の声をいただいています。今後もこのような企
画を計画・実行していきます。

１０月２日（月）ママパパほっとカフェ

２月１０日（土）ママパパほっとカフェ

■子育て支援検討チームとは？？
パルシステム千葉で子育てしながら働く職員（女性：８名、男性：１名）
を中心に、日ごろ感じている子育ての困りごとなどを組合員目線で考え、
若年層対策や利用継続について検討し、商品開発やイベントの企画提案
を行っているチームです。

（右）パルひろば☆ちば保育の様子

４. 自主的活動グループは「食」「子育て」「地域課題」などさまざま活動をしていて、すごく良い取組みだとわかりました。もっ
とたくさんの方に知ってほしいので、活用方法の事例をもっと広く知らせてください。また「広がる企画 pal ぷらす」がもっと
他のグループも参加するようになるとよりよいと思います。

自主的活動グループに登録している団体は、
「食」
「子育て」「地域課題」などさまざまな活動を行っています。地域で活動して
いる方に自主的活動グループという仕組みをより多くの方に知っていただき、活用されるよう広報に工夫をしていきます。また、
「広がる企画 pal ぷらす」の活動が広まるように、自主的活動グループとのコミュニケーションを深め後押ししていきます。

自主的活動グループ「ゴスペル・マムズ」

自主的活動グループ「パネルシアターわおわお」

■自主的活動グループとは
くらしと地域を豊かにする活動グループを『自主的活動グループ』として企画広報、施設利用、活動補助費などで活動
を応援していく仕組みです。
■広がる企画 Pal ぷらすとは
パルシステム千葉と一緒に「食」や「地域課題」の取り組みをする自主的活動グループの活動です。

５. 地域活動施設「パルひろば☆ちば」
（千葉市）は立地がよく、キッチンがあることでパルシステムの食材を使った講習会が活発
に展開できると思います。この施設が成功したら他の地域にも設置してほしいです。また、企画の案内などは近隣駐車場の場所
も記載していただけるとわかりやすいです。

近隣駐車場・駐輪場を記載したマップ

「パルひろば☆ちば」（千葉市）は、パルシステム千葉を発信する場、
組合員活動の場としてイベントを企画していきます。
2018 年 4 月よりグランドオープンしましたで、施設の活用状況や
運営などをさまざまな視点で検証をしていきます。
その検証をふまえ、他の地域への設置も検討していきます。
また、
「パルひろば☆ちば」の近隣駐車場・駐輪場を記載したアクセス
マップを作成しました。
（右図）

「パルひろば☆ちば」オープニング企画
（左）ウインナーづくり
（右）３日間の時短ごはんセット

６. 産直交流やパルシステムのつどいの参加人数が前年度より増加していることは良い成果だと思います。また産直援農企画など
を開催してみてはどうでしょうか。これからも企画内容を充実させてください。

産直交流は、パルシステムの青果物のこだわりや魅力が伝わり、参加して良かったと思える企画づくりを今後も続けて
いきます。毎週カタログと一緒に配布している週刊情報紙「ぱるのおと」に定期的に産直交流企画の案内を掲載してい
ますので、ぜひご覧ください。
援農については、一定レベルの農作業を担えることが必要ですので、産直産地と相談しながら検討していきます。

▲大人の産直講座（佐原農産物供給センター）

▲週刊情報紙「ぱるのおと」

７. まだ食べられるのにさまざまな理由で捨てられてしまう食品を食べ物に困っている施設や人にお届けする「フードバンク」の
活動は、職員だけではなくサポーターや組合員がボランティアとして取り組んでもいいのではないでしょうか。またパルシステ
ム千葉は、組合員を対象に家庭で眠っている食品の提供を呼びかけ、配送時に回収し、フードバンクちばへ届ける取り組み「フ
ードドライブ」を実施していますが、取り組みをもっと拡大して、組合員みんなが参加できるといいと思います。

パルシステム千葉は「フードバンクちば」
（※）が年 3 回実施するフードドライブに協力したり、寄付食品の仕分けのお
手伝いなどを行っています。組合員へのボランティア募集については、作業スペースの問題などフードバンクちばと確
認・検討していきます。フードドライブの拡大は寄付先（フードバンクちば）保管スペースの問題で一斉実施は難しい
ですが、フードドライブの実施時期やエリア（コース）を限定しながらすべてのセンターで取り組みを行っています。
市川センター・野田センター・印西センター・稲毛センター・千葉センターは 2017 年 11 月に、柏センター・習志野セ
ンター・東金センター・キューブ館山は 2018 年 3 月にそれぞれコースや地域を設定し実施しました。2018 年度も引き続
き、実施していきます。

■フードバンクちばとは？？
2013 年 12 月に「ワーカーズコープちば」のスタッフが中心に活動開始。余剰食品を集めて、社会福祉協議会や福祉関連
施設、県内の支援団体等を通じて生活困窮者や養護施設、こども食堂などに提供しています。就労困難者のための仕事
の場づくりも行っています。

８. こども・若者未来基金のような良い取り組みをしていることを知りませんでした。複数回に渡って知らせてほしいです。支援
したい組合員は多いと思います。

こども若者未来基金のシンポジウムを２回開催（10/10 船橋会場、10/27 柏会場）しました。広報は週刊情報紙「ぱる
のおと」で 3 回実施しました。
また、募金の呼びかけは組合員へチラシ配布（1 回）
、週刊情報紙「ぱるのおと」への広報（5 回）
、ホームページ上に募
金ページの設置を行いました。社会的養護下のこどものくらしや基金への理解を深めるための動画も作成し、ホームペ
ージにアップするなど、さまざまな広報を実施しています。ご意見をふまえて、よりわかりやすい広報となるよう引き
続き検討していきます。
【こども・若者未来基金

支援内容（2017 年度）】
内容
一人暮らしを始めるにあたり必要な資金を援助

くらしスタート（住宅サポート）
住宅資金（敷金・礼金など）・自立時の家財購入
くらしスタート

進学した子どもの月々の生活の援助

資格サポート

資格取得に必要な資金の援助

まなびサポート

入学や進級時の一時金

途中も緊急もサポート

就職したあと資金援助・つなぎ資金

入学金つなぎサポート

他の奨学金からの借入金が支払われるまで、入学金等の仮払い

伴走者をおうえん

子どもたちに寄り添う伴走者の経費の補助

■こども若者未来基金とは？
2015 年 4 月、社会的養護下（児童養護施設や里親家庭）で暮らす子たちを応援したいと特定非営利活動法人「ちばこど
もおうえんだん」が立ち上がりました（パルシステム千葉は運営会員）。
その思いの一つが「自立への支援」。「こども・若者未来基金」は、今ある支援から零れ落ちてしまう子とその子たちに
寄り添う伴走者への支援を目的として設立しました。

９. 昨今、単身高齢者の世帯が増加していて、パルシステムの組合員にもたくさんいると思います。単身高齢者が元気に生活を送
れる企画はないのでしょうか。

2018 年より習志野センター（東習志野・実籾地区）で地区高齢者支援センターや
地域団体と連携し介護予防体操教室の開催や元気な地域づくりに向けた学習会
を計画しています。介護予防体操の担い手や高齢者の自主的活動グループづくり
にも取り組みます。
また 2017 年度（4 月～1 月）のパルシステムのつどいにおいて、単身高齢者も
対象にした「くらし」に関わる企画を各地で 54 企画実施しました。毎月初めに
各センターで配布している地域情報誌に掲載していますので、ぜひご覧ください。
また、
“単身高齢者が元気に生活を送れる企画”の具体的な企画イメージがありましたら
ご意見として事業所につなげていきます。

１０. センターで発行している地域情報紙は知られていません。見てもらう工夫が必要ではないでしょうか。

センター発行の地域情報紙の認知度を高める為に、どのような取組みや施策を行うべきか現状の運営状況も見ながら検
討していきます。

事業経営（無店舗、店舗、夕食宅配、家事支援、電力、商品）に関する Q＆A
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１. １月の降雪による配達時間の遅れや商品の欠品が多くあった際、配達状況や欠品情報が不親切だったと思います。明細書の訂
正についても企画回まで詳細に伝えてほしかったです。また問い合わせセンターに連絡しても、なかなかつながりませんでした。
今回の降雪を教訓に、災害時の対応については予めアナウンスしておくと良いと思います。広報（お知らせ）の工夫もお願いし
ます。

この度は大変御迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
▼１月 22 日（月）に降った大雪の欠品状況は下記のとおりです。
1/22（月）

1/23（火）

1/24（水）

1/25（木）

1/26（金）

欠品なし

常温商品・
パン・青果が一
部欠品

常温商品・
冷凍商品はほぼ欠品
パン、青果全量欠品

一部欠品

一部欠品

◆お届けに大きな影響が出た理由
①セットセンター（埼玉・神奈川、茨城）近郊の高速道路が大雪で全て封鎖されたことにより一般道が大渋滞となり、
セットセンターから生協の配送センターに商品が届けられませんでした。
②配送センターに届けた後のトラックがセットセンターに帰って来られず、次の便が出られない状態となりました。
セットセンターでは本来 1 日分毎にセットし出荷していますが、トラックが帰着できなかったため、前日納品分がそ
のままセットセンター内に滞納してしまいました。物流の混乱が発生し、メーカーからセットセンターに納品された
商品や生協の配送センターへ出庫した商品の把握がリアルタイムでできない状況になりました。生協の配達担当者も
情報が把握できず組合員に正確な情報がご案内できませんでした。
今回の反省点として１つ目は「正確な欠品情報が把握できなかったこと」です。
このような状況となったことで問い合わせセンターに組合員からのお問合せが集中する状況となり、問い合わせセンタ
ーの電話回線がパンク状態になりました。また、つながらないことで電話注文センターにも同様の電話が入り、つなが
りにくい状態となりました。
２つ目は「組合員に欠品情報や利用を訂正するタイミングなど充分な情報提供ができなかったこと」です。
電話回線が混雑することを想定した上で、繋がらない旨を案内するアナウンスを入れるなどの工夫が必要でした。
今回の反省点をパルシステムグループ全体で活かし、システム・広報面で改善に努めてまいります。
～ご迷惑をお掛けした皆さまへ～
欠品になった商品は一部商品をのぞいて 2 月 3 回で訂正案内を行い 2 月の請求で訂正させていただきました。
3 月の請求で最終的な訂正が入りますので、ご確認お願いいたします。この度は大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びいたします。

２. いすみ市への配送は行動範囲が広いので経費がかかると思います。進出はしないほうが良いと思いますが、どうなるのでしょ
うか。

いすみ市は人口 38,754 人、世帯数 16,874 世帯、面積は 157.44 平方キロメートルと千葉県で 9 番目に広い市町村です
（平成 30 年 1 月現在）。東金センターから中心部の大原までは 1 時間半弱の時間がかかります。
このため人口密度が低く且つ広い地域であることを鑑み、通常の個人宅配形式で配達した場合赤字になることから配送
形式の検討を行ってまいりましたが結論に至りませんでした。引き続きの課題として捉えています。
いすみ市、御宿町、大多喜町はまだパルシステムの配送エリアではございません。今後も新しい配達手法の検討はコス
ト面も考慮しながら継続していきたいと考えています。

３.３日分の時短ごはんセットを購入したいのですが、3,000 円～4,000 円と高いです。2,000 円台であれば購入したいと思います。
また、量が少ないので量目を増やしてほしいです。

３日分の時短ごはんセットは現在インターネット限定商品です。
カタログへの取り扱いは準備中！！
現在の 3 日分の時短セットの価格
■2 人分で 3,000～3,500 円（税抜）で商品数は 8～12 品程度
■3 人分で 4,000～4,500 円（税抜）で商品数は 10～14 品程度
それぞれの 1 食分の 1 人当たりの価格は、2 人分商品は 500～583 円、3 人分商品で 444～500 円です。本商品は 1 クリッ
クでまとめて注文できますが、苦手な食材や家に材料がある場合を想定して、1 品ずつ商品の削除ができる機能もありま
す。
また、商品登録すると注文を送信しなくても毎週自動でお届けも可能です。
（１セット 3%OFF。「商品の削除」をすると、3%OFF は適用されません。）
2,000 円台の３日分の時短ごはんセットについては意見としてお受けし、今後の検討課題としていきます。また量目を
増やしてほしい声についても、ご要望としてお受けし、組合員のニーズを参考に改善していきます。

４.共働き家族向けに夕食宅配や３日分の時短ごはんセットの便利さをもっとＰＲして利用を増やしてください。またタベソダ利用
者にも活動情報を提供してください。

3 日分の時短ごはんセットやお料理セットは売上が好調な部門です。共働きや忙しい主婦が多い昨今ですので、「時短」
「レシピを考えなくて購入できる料理セット」が人気となっていると推察しています。
また、夕食宅配は共働き世帯のご利用も多くなっており、声に応えて 1 月から丼物商品（カツ丼、中華丼、しょうが
焼き丼）をメニューに加えました。2018 年度は一点豪華弁当や大盛りを導入していきたいと考えています。
タベソダ登録者には機関紙「ほっと・ぱる」と週刊情報紙「ぱるのおと」を配布しています。週刊情報紙「ぱるのお
と」には産直交流やイベント等を掲載していますので、興味がある企画がありましたら、ぜひご参加ください。その他、
パルシステム千葉のホームページのイベント一覧においては、各種企画のご紹介やお申込みもできますのでご利用いた
だければと思います。
パルシステムは組合員の皆さんへは紙面情報やホームページ、未加入者にはＣＭなどの様々な広報媒体を活用してパ
ルシステムの良さを伝えています。便利さのＰＲはもちろん、よりパルシステムの良さが伝えられるような広報に努め
ていきます。

～忙しい方におすすめ！！～
★毎週のカタログのお届けはありません。
★注文はアプリから。
★お届け商品がある週のみ、配達があります！
★お届けのない週には手数料はかかりません。

パルシステム千葉ホームページ「イベント一覧」はココ！！

５.パルズダイニングはとても良くなりましたが、長く利用していた商品の取り扱いがいつの間にかなくなっています。事前告知す
るなど対策を検討してください。また独自商品展示会は試食のみではなく、購入できる仕組みがあるといいと思います。

パルズダイニングは、2017 年度 4 月 1 回に創刊しました。試行錯誤の中でのスタートでしたが、１０月以降は、組合
員の支持を得て好調に推移しています。独自商品食品全体の利用人数は、前年比 118％で推移しています。

パルズダイ
ニング実績
上期計
１０月
１１月
１２月
１月
２月
累計

受注(千）
企画当(千）
実績
予算比
198,593
95.0%
7,638
31,956
99.9%
7,989
47,396
118.5%
9,479
26,827
109.5%
8,942
33,264
104.0%
8,316
34,554
108.0%
8,639
372,590
100.8%
8,033

予算比
95.5%
99.9%
118.5%
111.8%
104.0%
108.0%
100.4%

パルズダイニングではその時々のニーズや売れ行きなどから、常に商品の見直しを行って毎号“ワクワクする”食の
提案ができる紙面を目指しています。その中で、売り上げの不振やパルシステムの基準に添わない原料・包材への切り
替え、メーカー都合などで事前に告知できずに終了する商品があるのが現状です。ご意見を受けて、今後は可能な限り
事前告知ができるよう努めていきます。
独自商品試食会での即売会は、会場の使用条件と設営の関係で難しい状況です。試食会で気になった商品がありまし
たら、ぜひご注文をよろしくお願いいたします。

７.夕食宅配弁当はイベントで食べた時、とてもおいしかったです。食べ盛りの子どもがいるのでぜひともボリュームを増やしてほ
しいです。また行事などで使用（注文）できる仕組みを作ってください。

夕食宅配の利用者は、共働き世帯の方が増えています。育ち盛りの子どもが食べるには量が少ないとの声を頂いており、
今年の秋をめざし商品リニューアルの準備を進めています。その中で育ち盛りのお子さん向け「ガッツリな大盛り」商
品は事前予約制として検討中です。その他、お花見弁当、運動会弁当、町内会集まりオードブルなどの行事関連商品を
検討しています。

８.パルシステムでんきは利用料金が値下げされ利用しやすくなりました。組合員はもちろんですが組合員ではない方へもっとＰＲ
すべきです。産地応援金の意義も含めて広報を強化してください。また太陽光発電宅（オール電化）でも利用できるように商品
を増やしてください。

2017 年 12 月よりパルシステムでんきの料金は
「大手電力会社と同じ料金（従量電灯Ｂ、Ｃ）」となりました。
再生可能エネルギー電力を供給する発電産地を支えるための
「発電産地応援金（税別 100 円/月）
」もこの基本料金に含まれ
ています。ＦＩＴ電気（再生可能エネルギー）率が 87.2％
（17 年度計画値）と国内トップクラスであること、ご契約特典
（2018 年 3 月末日）
、ご利用特典（までっこ鶏チキンナゲット）
もありますのでお得で環境に優しいエネルギーです。
しかし現在契約数が 6,519 件（2018 年 3 月 12 日現在）と
変更前
まだまだ少ない状況です。このため 2018 年度は、毎月 1 回
タイプの違うチラシを配付するなど、広く組合員に広報し認知を広げていきます。
また 2018 年 7 月と 2019 年 2 月にはご契約キャンペーンを実施する予定です。

パルシステムでんきＨＰより
変更後

太陽光発電で「深夜電力」と「従量電灯」の 2 本の契約がある場合は「従量電灯」はパルシステムでんきに切替が可
能です。ぜひパルシステムでんき（0120-868-106 月～土 9：00～17：00）にお問合せください。
また「オール電化系料金プランのメニューを加えて欲しい」との声もあります。オール電化プランは大手電力会社が夜
間に電気を使ってもらうための設計になっています。このためパルシステムでんきではオール電化系のプランの導入は
難しいと考えています。

９.介護事業について、株式会社ケア・アクシスをパルシステム千葉本体に事業譲渡するとのことですが、パルシステム千葉にはど
のようなメリットがあるのでしょうか。

ケア・アクシスの介護事業をパルシステム千葉に
事業譲渡することによるメリットとしては、介護事業に
加え、家事支援事業や夕食宅配事業などと一体的に運営
することで、総合福祉事業を推進し、パルシステム千葉
がコミュニティ生協としてより地域に役立つ生協となる
ことができます。
またパルシステムブランドを活かした事業展開により、
利用者の確保や人材確保をより確実に進めることがで
きます。
さらに今後の介護事業を安定的にすすめるためには、
これまでの在宅事業に加え、居住系事業の展開が必要
となります。そのためには一定の投資が必要となりますが、
パルシステム千葉の事業として展開することで可能となります。

▲株式会社ケア・アクシス、パルシステム千葉
合同集会

１０.介護事業は今後必要だと思いますが、施設さえ作れば良いというものではなく、充分な人材確保と待遇が必要だと思います。
ヘルパー不足の中、介護職員初任者研修の開講を予定されていたと思いますが、開講地を野田市よりも船橋市や千葉市で実施し
たほうが良いと思います。

ご意見のとおり、介護職員初任者研修については、野田市以外でも実施したいと考えております。人材を必要とする
介護事業所拠点と会場との距離のバランスを考慮して設定していきます。
また、センターや「パルひろば☆ちば」など、パルシステム千葉所有の会場を使用すると受講料も安価に設定できる
ため、活用を検討します。

１１.高齢者向け福祉施設の設立に期待しています。組合員が優先して入れる施設にしてほしいです。

介護が必要になっても、自分らしいくらしができる「住まい」の設置に向けて準備をすすめます。施設の種別によって
は、特定の方を優先にした入居者募集ができないものもありますが、組合員がメリットを感じられる運営を検討してい
きます。

人材育成（人材不足、雇用、配送担当、安全運転）に関する Q＆A
良くやっている
どちらともいえない

150

85.2%
20

20

6

良くやっている

11.4%
どちらともいえない

もっと頑張ってほしい
合計

6
176

3.4%
単位：人

150

もっと頑張ってほしい

１.配送担当がよく変わります。ずっと働き続けていきたい仕事と思えるような職場環境や待遇にしてあげてください。

2016 年度は配送担当者の処遇改善、2017 年度は
年次有給休暇の時間単位取得制度の導入、パート
ナー職員の昇給制度の改訂を行い、配送職員に関
する労働環境の改善を進めてきました。2018 年度
は働き方改革検討チームを立ち上げ、更なる労働
環境の改善を検討していきます。

～ 働き方改革 共通理念 ～
１.働くすべての職員が参画し、一人ひとりが「意識を変える」
２.パートナーシップ（協力会社、協力団体）を大事にして共に歩む
３.ワーク・ライフ・バランス
（～生活があって仕事がある～／～生活を実感してこそ仕事ができる～）
４.「合理的」「効率的」「効果的」な業務を創り出す知恵と工夫
５.心身ともに健康な職員と健全な組織で成長を続ける
（組合員・利用者満足）

またマイスター制度を導入しました。マイスター制度はパルシステムグループ統一の共通業務に対して、定められた評
価基準を満たしている担当者に帰属組織に関係なく、認証をして、担当者のモチベーションと技術の向上につなげ、退
職率を低減させることを目的とします。

▲安全運転マイスター
左から７年、５年、３年、１年無事故・無違反

２.くらしトーク・トーク～方針検討会～で雇用難があると聞きました。人材不足と言われている時代なので女性でも配達できる仕
組みを検討し、女性ドライバーを増やしてください。

現在は有効求人倍率が上昇しており、生協業界に限らず全国的にドライバー不足が問題となっています。
パルシステム千葉でも女性活躍推進法一般事業主行動計画を策定し、女性職員の割合を増やす目標を掲げ取り組んでい
ます。今後は女性でも配達しやすい仕組みの検討とあわせ、高齢な方でも配送できる環境整備を進めます。

３.安全運転について、委託会社と連携して取り組んでいると思いますが、意識の差があるように感じます。委託会社との連携はど
のようなことを実施していますか。

各委託協力会社責任者と、これまでの事故状況や取り組みについての振り返り、パルシステム千葉の方針や課題・取
り組みの共有や協力の要請など、ともに推進を図り、全業態で事故を削減することを目標に取り組んできました。また
委託責任者会議や指導員会議などへも安全運転推進担当が参加し、意思一致や目線合わせなども行ってきました。各事
業所においても責任者による全体への共有や啓発などを行い、今後も委託協力会社含めた事業所風土の改革・構築に取
り組んでいきます。

