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あ
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Present !
人気のスープ
3点セット

み

1994 年

個人宅配開始

20名様

ご応募はP8をご覧ください。

特集

誰もが 働きやすい職 場 づくり

さまざまな現場で活躍

パルシステム千葉の
障がい者雇用・ユニバーサル就労

障がい者雇用・ユニバーサル就労

採用までの流れ

商品の配達だけがパルシステムの仕事ではなく、商品の仕分け・荷下
ろしなど、組合員のくらしを支えるための作業は多岐にわたり、さまざ
まな人が携わっています。
「共生の社会を実現する」という理念のもと、誰もが働きやすい職場
づくりのため、パルシステム千葉が行っている環境整備や雇用の取り

朝礼の様子（松戸センター）

組みについてご紹介します。

?

構内スタッフ
習志野センター

業務リーダー
稲毛センター

店舗スタッフ
のだ中根店

農場スタッフ
直営農場パルグリーンファーム

パルシステム千葉の障がい者雇用・ユニバーサル就労とは
－
「ジョブコーチ」と、現場でともに働く職員が一体となって行う職場づくり－

日・3時間の短時間の勤務から始めるなど、無理なくその人な
りの働きかたで就労できるよう配慮しながら、慎重にサポー
トしています。

パルシステム千葉

パルシステム千葉

管理本部 人事教育部 主任

管理本部 人事教育部 スタッフ

藤井貴子

柏原勇太

ジョブコーチ（職場適応援助者） ジョブコーチ（職場適応援助者）

Q 「ユニバーサル就労」について教えてください
パルシステム千葉の「障がい者雇用」と

Q 「ジョブコーチ」はどのような役割でしょうか
ジョブコーチは、障がいのある方が就業するにあたり、仕
事の理解や、どのようにこなしていけばよいかなどのアドバ
イスを行い、長く働けるように支援します。
また、一緒に働く職場の管理者に向けて、その方の障がい
の特性に合わせて、できる仕事とできない仕事を見極め、担

パルシステム千葉では1990年代から「障がい者雇用」を

当してもらう業務や指導方法、どのように関わっていけばよ

進めてきました。本格的に始まったのは2015年頃からです。

いかなどを伝えています。障がいのある方とともに働くこと

障がい者・生活支援センターなどと連携しながら、徐々に受

への理解を深める学習会も実施しています。

け入れ体制を整えてきました。現在は10カ所の事業所で14
名の方が働いています。

このように、誰もが働きやすい環境を整え、多様な働き方を
推進するための橋渡し役となるのがジョブコーチの役割です。

「ユニバーサル就労」は、社会的・精神的・身体的な理由な
ど、さまざまな事情で働きたいのに働きにくい状況にある方
すべてを対象としています。ブランクがあったり、経験・スキ
ルが不足していたりして、就労の際に特別な配慮が必要な方
も含まれます。
パルシステム千葉では障がい者雇用とユニバーサル就労
を分け、それぞれの特性に応じて取り組んでいます。障が

用語解説

ジョブコーチ（職場適応援助者）

障がいのある方が就業するにあたり、職場に定着して長く
働けるように支援する業務を担います。訪問型、企業在籍
型、配置型の3種類があり、パルシステム千葉の職員が取
得しているのは企業在籍型ジョブコーチです。ご家族や一
緒に働く同僚に対しても支援を行います。

用となります。ユニバーサル就労も流れは同じですが、週1

2

時間を意識して必ず時間内に終えられるように頑張っ

ています。

★いっしょに働く片桐供給長より
大竹さんに依頼する際は、ルーティンの作業中には声

をかけずに、一つの仕事が終わったタイミングで新た

な依頼をしています。焦らず仕事に集中できる環境を

供給担当が出発した後の倉庫内の整理やカタログの

作業スケジュールを渡して、
組み立てやすいように工夫も！

仕分け、チラシの印刷など、幅広く活躍してくれていま

す。3月には印西センターの“MVP”に選出されました。

めざすのは「ナチュラルサポート」
。
ジョブコーチという特別な存在が

たい」
「挑戦してみたい」などの意思を確認し、まずは週3～5
自分に合っている」などの希望があれば、面談したうえで採

構内スタッフとして仕分けの際はラベルをしっかり確認

してコースを間違えないようにしています。

整えるように意識しています。

い者雇用では、最初に職場を見学していただき、
「やってみ
日の就労体験を行います。その後「働きたい」
「この仕事は

★印西センターで働く大竹さんより

なくても、皆が 自然にサポートし

雇用にあたっては実習や
面談など、細やかな対応

合って働けるようになるのが理想
です！

を行います。
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千葉発！

【供給高】2,698,839千円（予算差＋194,845千円）

理事会・監事会 だより
パルシステム千葉

パルグリーンファームとの取引は、自己取引・利益相反取引に該

審議事項

人事教育部 部長

お届けしたいトピックスを発信！

【組合員数】260,255名（先月差＋667名）

【2021年度 第11回定例理事会】2022年3月23日開催

管理本部

パルシステム千葉から組合員の皆さまへ

2月事業状況 【出資金】10,147,645千円（先月差＋77,783千円）

飯干弘幸

当します。

1. 2021年度事業・活動まとめ（案）承認の件

7.「ウクライナ人道危機緊急募金」に関する専決の件

3. みなし自由脱退対象者承認の件

を願い、命と人権を守るための募金活動に取り組みます。募金

定款第10条（自由脱退）、長期住所不明組合員のみなし自由脱

は人道支援に特化し、2022年3月16日(水)から2022年4月16日

退に関する規則に基づき、自由脱退対象者の脱退処理の実施は

(土)まで、無店舗及び店舗組合員を対象に実施しました。

理事会で決裁とすることが定められています。2022年3月末日

8. 他団体への役員候補推薦の件

2. 2022年度事業・活動方針（案）承認の件

パルシステムグループでは、ウクライナの平和と一日も早い復旧

に自由脱退対象者2,205名の脱退処理を実施しました。ただし、
3月定例理事会後から3月末までに所在確認できた組合員につ
いては、自由脱退者対象から除外しました。

【2021年度 第12回監事会】2022年3月2日開催
1. 第10回定例理事会の振り返り

すべての職員が安心して働き続けられる組織へ

4. 2022年度無店舗事業・店舗事業・夕食宅配事業・

Q 働きかけていることをお聞かせください

第33回通常総代会は6月14日（火）に開催します。

5. 中根店棚卸立会について

6. パルグリーンファーム株式会社との役員の

6. 2022年度監事監査計画について

Q

誰もが働きやすい職場づくりに向けて

雇用環境整備について一言お願いします

「障がい者雇用」
「ユニバーサル就労」は、組織全体で

今回は「障がい者雇用」と「ユニバーサル就労」につい

進める取り組みであることを、職員一人ひとりが理解する

て紹介しましたが、働くすべての職員が働きやすいと感じ

ことが大切だと思っています。管理・監督職に対しては、

てくれる職場づくりをめざしています。休みを取りやすい

働く職員が困ったときにひとりにさせない環境づくりや日

環境整備をはじめ、異動や職種変更をともなわない職域

常的なコミュニケーションの大切さについて、ジョブコー

限定の雇用形態、時差出勤・在宅勤務・時間有休などの活

チが研修を行っています。

用を推進し、職員の事情に応じて柔軟に働けるようにして

現在、ジョブコーチは2名体制ですが、今年度は各事業

織全体のパフォーマンスが継続的かつ健康的に向上する

障がいのある方が働く職場で直接的な支援を行うスタッフ

よう啓発に努めています。

Q 事業所のバリアフリー化など、職場環境の整備について教えてください
2021年10月に開設した
「松戸センター」では、エ
レベーターや 多目的トイ
レを設置し、バリアフリー
に配慮しています。また、
日当たりのよい食堂や休
憩室を設け、誰もが気持
ちよく働けるよう職場環境
を整備し、働く本人はもち
ろん、ご家族の方にも安
心していただける職場づ
くりをめざします。

車 椅 子 や ベビーカー

休 憩 室 には畳スペー

連れの方も使いや す

スを設置。明るく清潔

いように、引き戸・エレ

感のある食堂や、職場

ベーター・多目的トイ

内 保 育も可 能な託 児

レを設置。

室も。

7. 総代会へ報告する監事監査活動報告について

農業生産法人パルグリーンファーム株式会社との2022年度取引
内容について承認しました。当組合専務理事が代表者を務める

組合員の声をカタチに！
パルシステムでは、配達の際にいただくひとことや、電話・メールなどでいただくご意見をもとに、
商品開発やサービスの改善を進めています。そのうちの一部をご紹介！

プラスチックの削減を進めてほしい

INFORMATION

円滑にできることも大切です。職員がのびのびと働き、組

※ジョブサポーター：

4. 3月実施の監査法人監査の対応について

自己取引・利益相反取引承認の件

また、仕組みだけではなく職場のコミュニケーションが

め細かいサポートが行えるように準備を進めています。

3. 第33回通常総代会議案（予定）について

5. 第33回通常総代会招集の件

います。

所にジョブサポーター
（※）の配置をめざしており、よりき

2. 第3回三役・監事懇談会の開催日程及び議題について

家事支援事業・介護事業 年間営業日程決定の件

パッケージのふた部分を
再生プラスチック原料に切り替え
『恩納村の太もずく』
『徳用恩納村の早採れ糸もずく』のふた部分を、再生プラス
チックを使用したパッケージに切り替えています。切り替えが完了すると、プラス
チック使用量は年間約634㎏の削減となります（2020年度実績より算出）。

紙製品のプラスチック削減
『り・さいくりんぐトイレットペーパー』
『り・
さいくりんぐティシュペーパー』
『箱なし
ティシュペーパー』の包材および取り出し
口フィルムの削減により、プラスチックを

外袋の持ち手部の縮小
『り・さいくりんぐトイレット
パー外袋の指穴を無くし、ビ

全量消化してからの移行になるため、受
注状況により切り替え時期が前後する可
能性があります）
。

対応後

ビニール幅の
縮小

指穴

ニール幅を縮小しました。

『り・さいくりんぐトイレットペーパー』の持ち手

削減します。2022年4月頃より、順次切り
替えを予定しています（現行品の資材を

現状

ペー パー』や ティシュペー

取り出し口のフィルムを除去
『り・さいくりんぐティシュ

現状

対応後

ペーパー』の取り出し口の
幅を縮小し、フィルムを除去
しました。
『り・さいくりんぐティシュペーパー』の取り出し口
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知ってる？ やってみよう！
＆
※お申し込みの際にお預かりした個人情報は、受付名簿、連絡、会議・催し物等の適切な運営のために限定して利用します。
※「お知らせ&イベント情報」で掲載している表示価格は、すべて税込み価格です。（募金は消費税対象外）
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新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、中止、変更となる可能性もあります。詳細は各団体までお問い合わせください。
また、ご参加の際は感染予防にご協力をお願いします。
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（太枠内のご記入をお願いします）

お名前

組合員番号

電話番号

センター名

コース名

用紙提出日

年

月

日

回答

要

・

不要

記入欄

こちらからも
お問い合わせできます

商品についてのご連絡は、以下にご記入ください。
配 達 日
カタログ企画回

年

月

日（

（パルシステム記入欄）

月

回）

商 品 名
青果は産地名も
商品分類
注文番号

青果

／

冷蔵

／

冷凍

／ ドライ ／

雑貨

単価（税込）

めき

クイズに答えて
プレゼントに応募！
□に当てはまる漢字を
直接書き入れてください ➡

今回のプレゼント（表紙もご覧ください）

『人気のスープ3点セット』20名様

受付

）

リーダー／担当者

電算

責任者

数量
キリトリ

ひら

／ その他（

大

個
気

前回の答え

間

投稿募集中！紙面に掲載された方には 300ポイントプレゼント！

□ みんなのおしゃべりCafe 「自由研究」へのエピソード

歴

30周 年を記 念し、30
年の歴史をご紹介し
た前号。
答えは
「歴」
でした！

組合員番号

お名前

お子さんの自由研究やご自身が子どもの頃の思い出などをお寄せください。

□ ワタシのお気に入り！ 「パン」商品への口コミ・おすすめポイントを教えてください。

□機関紙掲載可

□不可

ペンネームなら可：
こち ら か ら も
応募でき ま す

〆切

5/22（日）まで

クイズ、投稿ともにこちらの投稿用紙に書いてご
提出いただくか、上記の二次元コードよりご入力
ください。ご応募お待ちしております。
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商品に関することやご意見・ご要望などをこの用紙でお寄せください！

Palnote 連絡用紙

