
 

  

 

 

 

 

本部住所 〒420-0031 静岡市葵区呉服町 1-3-14  

県本部 TEL・FAX TEL 054-272-6811 FAX 054-272-6971 

代表者名 （設立） 執行役員・しずおか県本部長 飯田 知男 （2013年３月 21日） 

組合員数・事業高（しずおか） 54万 8,399名・581億 6,549万円 

ホームページアドレス http://www.ucoop.or.jp/ 

 

【2021年度活動報告】 

経営基本方針に基づく主な取り組み 

 

【指針１. 組合員の立場で実践できる、人と組織をつくります。】 

 

（１）おうちＣＯ-ＯＰ藤枝センター（藤枝市）では、組合員が気軽

に参加できる取り組みを目指し、「ＣＯ・ＯＰ太麺焼そばをお

知らせするチラシを一緒に作りませんか？」とおすすめコメ

ントの投稿を呼びかけたところ、約 150名もの声が集まりま

した。手書きのコメントをそのままチラシに載せてご案内す

ると、組合員の声が広がり、2,800名以上のご利用につながり

ました。その後、初めてご利用された組合員からも感謝の声

をいただきました。 

 

（２）自宅からインターネットや郵送で参加いただく「ユーコープ感謝祭」を開催しました。アメリカの生産者と

の産地交流やクイズ企画などバラエティあふれるイベントを５企画開催し、のべ 3,558名の方にご参加いた

だきました。新しい生活様式に対応した

形での開催となりましたが、ユーコープ

の取り組みや商品のことを楽しみながら

知っていただくことができました。 

 

【指針２. 組合員の期待に事業で応え、事業構造の改革を進めます。】 

（１）組合員に気持ちよくご利用いただき、地域の拠点としてくらしに貢献し続けるために店舗の改装を行いまし

た。静岡県内の大規模改装は５月にミオクチーナ千代田店、2022年３月に水道店（いずれも静岡市葵区）

を、ミニ改装は７月に佐久間店（浜松市天竜区）を実施し、よりご利用しやすくなるようリニューアルしま

した。 

 

 

 

生活協同組合ユーコープ 
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（２）これまで宅配専用だったポッケアプリは 2021年３月から店舗で使える「組合員証」「クーポン」「スタンプ

ラリー」などの機能を追加して、店舗ご利用者の皆さんへご案内を開始しました。10月にはおうちＣＯ-Ｏ

Ｐ向けに「クチコミ」「セール価格の反映」「アレルゲン登録」などの新機能を追加、さらに、カタログ・ギ

フト、共済サイトへの連携もできるようになりました。 

 

【指針３. 社会的役割を発揮します。】 

（１）活発な梅雨前線の影響で 2021年７月に記録的な大雨が続き、熱海市の伊

豆山地区で発生した土石流をはじめ、各地で大きな被害が発生しました。

これを受け「７月豪雨災害緊急支援募金」を呼びかけたところ、3,259万

8,019円もの募金が寄せられ、静岡県共同募金会を通じて義援金・支援金

として活用されました。また、被災した高齢者施設の避難者へは行政を通

じて「ＣＯ･ＯＰ白がゆ」をお届けし、被害地域のＣＯ･ＯＰ共済契約者宅

へは共済課職員がお見舞いと共済金請求の訪問活動を行いました。 

 

（２）８月と１月の１カ月間、全店でフードドライブに取り組みました。コロナ

禍で取り組みへの共感の輪が更に広がり、夏季・冬季合計で過去最高の寄

贈量をお寄せいただきました。また、「おうちＣＯ-ＯＰでもフードドライ

ブを行って欲しい」という組合員の声に応えるため、２月の１週間、まず

は５宅配センターの一部地域で、配達中に食品の寄贈の受け付けを試験実

施しました。お寄せいただいた食品は各県のフードバンクを通じて、食の

支援を必要としている方にお渡ししました。 

 

（４）しずおか県本部では、「静岡県の本当にあったお話」平和の大切さを感じ

て～焼津市第五福竜丸編～の紙芝居動画を作成しました。おうちＣＯ-Ｏ

Ｐを利用している 41カ所の児童クラブより動画視聴の応募があり紙芝居

動画をご案内し、1,485 名の児童よりメッセージをいただきました。ま

た、情報誌ぷらすｍｉｏ８月号にも案内し、243名の方に視聴いただきま

した。 

 

（５）静岡県労働者福祉協議会の依頼を受け、新型コロナウイルス感染症拡大で

経済的影響を受けやすい「ひとり親家庭」を支援する取り組みに協力しま

した。コープ商品の調達とおうちＣＯ-ＯＰ静岡センター（静岡市葵区）

での箱詰め作業を担い、静岡県母子寡婦福祉連合会を通じて「ひとり親家

庭」530世帯に寄贈しました。 
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本部住所 〒420-0839 静岡市葵区鷹匠 2-13-4 

代表 TEL・FAX TEL 054-254-1180 FAX 054-251-2659 

代表者名 （設立） 理事長 鈴木 隆博 (1957年６月 10日) 

組合員数・事業高 479,568名・444億 404万円 

ホームページアドレス https://www.zenrosai.coop/index.html 

 

【2021年度活動報告】 

こくみん共済 coop＜全労済＞静岡推進本部の取り組み 

１．推進活動  

新型コロナウイルス拡大の影響で、これまでの推進スタイルを踏襲しながらも、密を回避するための 

「新しい生活様式」での推進策として①主催会議のリモート開催②個別保障相談のリモート化③ショップ 

窓口の営業時間短縮と一部予約制を実施しています。引き続き、組合員目線に立った新スタイルの拡充を 

検討していきます。 

保有実績（2022年３月末） 

保有件数 保有口数 

944,137件 135,138,681口 

 ２．災害対応 

2021年度は静岡県内での大きな災害対応は発生しませんでしたが、2022年３月に発生した福島県沖の 

地震災害は、被災受付件数が全国で 15,368件（５月 12日時点）となる大規模災害となりました。 

そのため、被災者への対応については、コロナ禍の状況を踏まえ、個人宅訪問での現場調査を基本的に 

回避し、できるだけ早い給付を行うため、ご契約者から「被災状況自己申告書」「写真」などを郵送いただき、

書類審査対応を行なっています。全国支援として静岡においても審査対応を行っています。 

３．社会貢献活動  

（１）「フードバンクふじのくに」への寄付 

保障の見直し・無保障者解消運動を通じて、組合員の可処分所得向上に寄与する取り組みをすすめ、 

個別保障相談１件あたり 50円を「フードバンクふじのくに」へ寄付します。 

（対象期間 2021年６月～2022年５月） 

静岡県労働者共済生活協同組合 
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＊保障相談件数 4,298件（2022年４月末時点） 

また、共済ショップ沼津店・静岡店・浜松店へフードバンク BOXを設置し、 

来店者への理解を求めました。 

（２）「７才の交通安全プロジェクト」 

マイカー共済見積もり１件につき１本の横断旗を寄贈する取り 

組みを行っています。 

 

＊寄贈数 4,629本/静岡・156,904本/全国 

（活動期間：2020年 12月～2021年５月） 

 

＊寄贈数 3,795本/静岡・123,530本/全国 

（活動期間：2021年６月～11月） 

   →本部より寄贈 

（３）「こどもの成長応援プロジェクト」 

こくみん共済「こども保障タイプ」への加入１件につき１本のなわとび・長なわを寄贈する取り組み 

を行っています。 

＊寄贈数 981本/静岡・32,559本/全国（活動期間：2020年６月～2021年５月） 

     →本部より寄贈 

（４）マイカー共済推進強化月間 

静岡推進本部独自の取り組みとして、マイカー共済推進強化月間中（10～12月）の 

掛金見積り１件につき２個の反射キーホルダーを静岡県（くらし交通安全課）に寄贈しました。 

     ＊寄贈数 2,064個（月間中の掛金見積り件数 1,032件） 

（５）「小学生作品コンクール」は、子供たちの豊かな心の成長を願い 1973年から開催し今年で 48回目の開催 

となりました。今年度は、作文が４校 38点、版画が８校 433点の多くの応募をいただきました。例年 

行っている表彰式については、新型コロナウイルス感染拡大防止の一環として中止となりました。 

（６）各地区共済会は、これまで社会貢献活動の一環として共済会総会やイベント開催時に参加者から未使用 

タオルの収集を行い、2021年度は 1,384本（５月 13日時点）の未使用タオルを県内９箇所の介護施設等

に寄贈しました。また、「フードバンクふじのくに」へ食料品 99個を寄贈しました。 

４．マイカー共済代理店商品化について 

    2021年 11月より、コープ生協連会員生協組合員のカーライフのお役立ちを目指して、マイカー共済代理店 

商品化がスタートしました。火災共済・自然災害共済に加え、組合員の生活を守る新たな共済の一つとして、 

マイカー共済をおすすめしていきます。 

【静岡店の様子→】 

 

 

【県 くらし・環境部へ 4,600本を寄贈（2021.9.27）】 
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本部住所 〒422-8017 静岡市駿河区大谷 836 

代表 TEL・FAX TEL 054-237-2712 FAX 054-237-3205 

代表者名 （設立） 理事長 柴垣 裕司 （1962年７月７日） 

組合員数・事業高 12,122名・14億 6,400万円 

ホームページアドレス http://www.shizuokaunivcoop.jp/ 

 

【2021年度活動報告】 

○経済および事業環境 

 コロナ禍 2年目となり、前年度に比べるとキャンパスに学生は増えましたが、10月には静岡県下でもまん延防止

措置が取られ、オンライン授業は依然として多く残り、コロナ禍以前の水準にはまだまだ届かない状況が続きまし

た。供給高の多くを占める新入生向けのパソコン販売や住まい斡旋等、新学期事業において、サポートセンターや

入学準備説明会など、直接新入生や保護者に対して説明できる場面が減少し、ホームページでの説明会や住まい探

しが増えています。また、コロナ禍による学生の勉強に必要なツールの提案や、大学に来なくても生協を利用して

いただける仕組みづくりが急務となっています。 

 

○事業の状況 

 2021年度は、対面講義が増えたことによる供給の増加や、不採算店舗の閉店など効率化を進めたことによる経費

削減により、当期剰余 24,608千円と剰余を残す結果となりました。（店舗を中心とした供給活動および共済事業、

住まい事業を含むすべての事業活動による事業総剰余金は前年比プラス 21.0％の 415,681千円に対し、人件費

281,386千円、物件費 166，971千円で事業経費合計は前年比マイナス 5.1％の 398,357千円となり、事業剰余段階

で 17,323千円の黒字となりました。 

 

○分野別の利用状況 

・購買部門は食品（パン弁当）の日配品の伸長に加え、先生方の情報機器の利用が伸長しました。 

・サービス部門は自動車学校入校者が増加し前年から 15.2％伸長しています。旅行の利用はまだほとんど戻ってい

ない状況です。 

・書籍部門の書籍販売は微増でしたが公務員講座の受講者が増え 11.3％伸長しました。 

・食堂部門は大学に来る学生が増えたことにより前年から 99.3％伸長しました。 

・住まい斡旋関連事業は、2021年 3月 4月の新入生の契約件数が減少したことにより、手数料収入は前年を下回る 

結果となりました。オンラインでの住まい探しが広がって、競合が増えていることが原因です。 

・学生総合共済の加入率は、新入組合員の 68％と前年から約 7％も下がりました。住まい探しの来場者数の減少

や、対面での説明会が開催できずに共済の良さを伝えきれなかったことが要因です。 
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静岡大学生活協同組合 



 

 

 
 

 

【学生委員会活動】 

   コロナ禍により静大生の課外活動も制限を受ける中で、なかなか組合員と直接向き合うイベント企画などを行う

ことが難しい状況ですが、Zoomを利用した新入生歓迎企画など工夫しながら行っています。安全安心の取り組み

である 

   自転車無料点検も、静岡浜松各キャンパスで開催することができました。 

 

  □SDGsクイズ企画 

   静大が SDGs大学の宣言を行うなど、SDGsに対しての

関心が高まっていることから、学生委員会内において

も、さらに SDGsに対しての知識を深めてもらいたい、

ということで、浜松キャンパスでクイズ企画を行いま

した。（９月） 

 

 

  

□起震車体験企画 

一人暮らしの多い静大生に実際に地震にあった際に慌てないように、

起震車を大学に呼んで、地震体験企画を開催しました。（10月） 

 

  

 

 

 

□共済給付ボード 

  学生総合共済におけるケガ病気防止の取り組みで、「共済ボード」を 

作成し、組合員に向けて、その時期にあわせた生活上での注意を呼び 

掛ける取り組みを行っています。 
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本部住所 〒422-8520 静岡市駿河区登呂 6 丁目 14－27 

本部 TEL・FAX TEL 054-282-2140 FAX 054-282-9992 

代表者名 （設立） 理事長 増田 勝俊 （1997 年９月 18 日） 

組合員数・事業高 28,086 名・３億 2,702 万円 

ホームページアドレス http://www.kyousyokuin-seikyo.com/ 

 

【2021年度活動報告】 

（１）自主供給事業 

・共同購入では、全国統一日程により年 17 回（前年 14 回）職場や組合員宅にチラシ

を配付しました。前年より配布回数を増やし、供給高は前年比 103.8%と好調でした。 

・組織供給では、「女性部共同購入」と「一人一品利用運動」をそれぞれ年３回実施し

ました。「女性部共同購入」は、SDGsの取り組みとして、障害者福祉事務所のクッキ

ーとコーヒーを紹介し、利益の一部を「フードバンクふじのくに」に寄贈しました。

「一人一品利用運動」は、東日本大震災から 10年東北応援商品、防災商品、広島県

特集、夏向けレモン特集等、ご利用金額更新の感謝価格商品も掲載しました。 

・巡回供給では、感染拡大防止のため学校訪問等の巡回活動を自粛したため、供給高

は前年比 96.7%と苦戦しました。 

（２）指定店事業 

・優待割引等の特典がある指定店を紹介した「モバイル指定店商店街」を作成し、 

全組合員に配布しました。 

・「指定店まつり」を開催し、協賛指定店を利用した組合員に抽選券を配布し、当選者

に賞品の「ズワイガニ」をプレゼントしました。 

・例年実施している指定店研修会は、感染防止のため開催せず、教職員生協の広報媒

体等をまとめた資料をすべての指定店に送付し、指定店事業の活性化を呼びかけま

した。 

（３）ガソリン事業 

・教職員生協の組合員証は、そのままガソリンカードとして提携するスタンドで利用でき、利用代金は、給与か

らの天引きや口座引落により支払います。 

・ガソリン価格の高騰により、利用金額が３社とも前年を上回りましたが、利用人数は減少傾向にあります。 

 ㉒ 

静岡県教職員生活協同組合 



 

  

（４）ハウジング事業 

・2022年３月末現在、21社のハウスメーカーと提携しています。割引特典

があり、新築やリフォームなど、組合員のニーズにお応えしています。 

・教職員生協主催の「住まいの見学会」を、６月に 32会場、10月に 33会

場、２月に 43会場で開催しました。 

 

（５）マイページ 

・デジタル化の時代に対応すべく、2017 年度からマイページの運用を開始しました。スマホの簡単操作で、デジ

タル組合員証の表示、請求明細の閲覧、指定店の確認、ガソリン価格やスタンド検索等、組合員へのさらなるサ

ービスの向上に努めています。 

・「利用促進キャンペーン」を実施し、期間内に登録して「お知らせメールを受信する」を設定していただいた組

合員に、抽選で「トリム電解水素水整水器」「貯槽式次亜塩素酸水生成器」「お菓子詰め合わせ」をプレゼントし

ました。 

（６）教育文化事業 

・日本南極地域観測隊の越冬隊員経験者が、自身の体験を語る出前授業「南極クラス」を

開催しました。本年度は 21小中学校（小学校 16校、中学校５校）で開催する予定でし

たが、緊急事態宣言並びにまん延防止等重点措置が発令され、実施校 10校、中止 11校

でした。 

・「自作教材・教具創作助成」として、教職員の日頃の教育実践に対して助成金を贈呈しま

した。 

・静岡県教育事業団体の共催事業として、小学校入学前後の生活習慣や学習習慣等を冊子

にまとめた「これで安心!!新１年生」を作成し、保護者に無償配布しました。 

（７）社会貢献活動 

・エコ活動及び地球温暖化防止策の一環として、平成 23 年７月から電気の使用量が分かり監視する｢デマンド監

視装置｣を導入しています。導入により役職員の節電意識が高まっています。 

・営業車両すべてに「学校安全パトロール」のステッカーを貼付し、子どもたちを守る活動を推進しています。 

・古紙循環取引プロジェクト（クローズドリサイクル）としてスタート

しました。このプロジェクトは、社会福祉法人の雇用促進や給料アッ

プ等に結び付くなど、社会貢献活動を併せ持つリサイクル活動とな

りました。 

・静岡県学校生活協同組合連合会と共催し、静岡県内の公立小中学校

（校長・教頭）に SDGsカラーホイールピンバッチを寄贈しました。

また、生協役職員は SDGsのバッジを身に着け啓発活動の一環としま

した。 

㉓ 



 

 

 
 

 

本部住所 〒432-8065 浜松市南区高塚町 300 

代表 TEL・FAX TEL 053-447-3358 FAX 053-449-2961 

代表者名 （設立） 理事長 影田 周一 （1963 年３月 25日） 

組合員数・事業高 20,723名・６億 6,811万円 

ホームページアドレス http://www.suzuki-seikyo.jp 

 

【2021年度活動報告】 

令和３年度の我が国経済は、前年に引き続きコロナ禍による影響が大きく、前半は緊急事態宣言が断続的に 

発出されたことにより経済社会活動全体が力強さを欠き、後半は経済活動の活発化が見られたものの年明けから

のオミクロン株による感染拡大で景況感が悪化しました。自動車製造を母体とする弊協では、間接部門でのテレ

ワークの推進、半導体不足による生産の縮小を余儀なくされたことによる組合員の出社率の低下で、来店者数の

大幅減（前年比 92.9％）となりました。そのような中で、「Suzuki Sprouts」（組合員向け ECサイト）の本格的 

始動に取り組み、時流とニーズに合った供給に取り組んでいます。また、売店では全国の銘菓を中心としたイベ

ント販売を延べ 300 回実施、スズキグッズの取扱強化に取り組んできました。その結果、供給高は、668 百万円

（予算比 90.8％、前期比 95.4％）、経常剰余金は、35百万円（予算比 69.9％、前期比 71.2％）となりました。 

 

＜＜部門別の主な活動実績＞＞ 

 

(１) 魅力溢れる売店づくり 

①組合員のご要望取入れ⇒ ８月・２月ご意見収集強化月間実施 

②品揃えの強化⇒ 全国・地元の有名品イベント販売 310回実施 

         スズキグッズの全売店取扱い強化（MOTOGP優勝グッズ他） 

 

（浜松売店）         （本社売店）             （本社売店） 

 

スズキ生活協同組合 
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③売店内の美化⇒ 売店職員・地区担当者による売店改善（本部による売店実査実施） 

   安全対策⇒ 新型コロナ感染症対策の実施 

       耐震対策の強化(陳列台・レジ回り) 

④売店運営の柔軟な変更⇒ 事業所のテレワーク、工場日稼働に応じた売店職員の 

               人員・勤務時間の調整                                                                                                                                                                                                                                                   

(２)自販機の管理 

①ご要望に応じた設置⇒ 増設４台、撤去 11台 

②電子マネー対応機の増加⇒ 対応機 飲料自販機 289 台中 268台に 

(３)ＥＣサイト「Suzuki Sprouts」の運営 

  スズキ㈱より引継ぎ、新たに生協のサイトとして運営開始 

  全国銘菓やスズキグッズの斡旋によるサイト充実と登録会員の増進 

(４)業務改善とレベルアップ 

①全員提案による改善⇒ 216件（作業効率改善 63件、経費削減策５件、販売促進策 148件） 

  ②外部生協との交流⇒ 日生協職域協議会・県生協連理事会・４生協研究会 

書面、WEB会議実施 

(５)法令等の遵守 

①消費税インボイス制度への対応⇒ 各種 WEB講習会への参加、登録申請 

②同一労働同一賃金への取り組み⇒ 契約職員就業規則の改定 

                   雇用身分による業務の明確化 

③静岡県検査での指摘事項への対応⇒ 指摘事項の改善（業務委託契約の再締結） 

(６)業務継承 

  ①継続雇用者の満了引継ぎ⇒ 経理責任者 22年５月終了の引継ぎ開始 

  ②電子申請の導入⇒ 官公庁提出書類の一部電子申請の開始 

(７)新型コロナウイルス対策 

  ①予防対策⇒ 飛沫防止・換気・消毒対策強化、職員の体調と行動履歴の徹底 

         時差出勤と地区担当者の出発前倒し 

  ②陽性者・濃厚接触者の対応⇒ PCR自主検査の実施と売店欠員補充 

                メール一斉送信による緊急連絡構築 

                                                                                   

 今後の日本経済は、世界的な政情不安や円安と物価上昇が著しい状況に加え、コロナによる消費活動の減退や 

半導体不足による生産減少も引き続き予想されます。しかしながら、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた 

変化も見られます。そのような中で、私たち生協は、組合員ファーストの姿勢で社会の変化に対応し組合員の 

ニーズに合った運営とサービス向上に努めます。 
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本部住所 〒410-0062 沼津市宮前町 21-4 

本部 TEL・FAX TEL 055-923-4828 FAX 055-922-6153 

代表者名 （設立） 理事長 平山 和美 （1987年 11月 25日） 

組合員数・事業高 4,147名・10億 7,821万円 

ホームページアドレス http://shizuoka.seikatsuclub.coop/ 

 

【2021年度活動報告】 

・個別配送を長泉町で 10月から開始しました。 

・秋に一斉班会を開催しました。コロナ禍であることから対面での開催をできるだけ避けＳＮＳなども活用し 

実施しました。 

・自生ＧＭなたね監視活動を実施しました。 

・「世界気候アクション 0924in静岡」へ賛同しました。 

・東日本大震災復興支援活動として、グループ内のふくしま単協、栃木単協の子ども支援企画「リフレッシュ 

ツアーin静岡」の開催を計画していましたが、新型コロナウイルス感染拡大のため開催を中止しました。 

・みやぎ生協、コープふくしまからの要請で「アルプス処理水海洋放出に反対する署名」をおこないました。 

署名はオンラインが主体でしたが組合員に広く呼びかけるため紙媒体でも実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活クラブ生活協同組合（静岡） 
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本部住所 〒417-0801 富士市大淵 2297-8 

代表 TEL・FAX TEL 0545-37-1800 FAX 0545-37-1811 

代表者名 （設立） 理事長 大信 政一 （2007年４月２日） 

組合員数・事業高 39,443名・47億 40万円 

ホームページアドレス http://www.palsystem-shizuoka.coop/ 

 

【2021年度活動報告】 

１．家庭環境や経済的理由で大学への進学や就学の継続困難な若者を伴走支援する「パルシステム給付型奨学金」 

募金の取り組み。 

・組合員から寄せられた奨学金募金累計は、静岡分合計 597,154円、グループ総計は 36,089,525円となり 

ました。（※３月５回受注時点）集まった募金は、2022年度選出される奨学生および伴走支援団体への支援 

に活用されます。 

２．災害復興支援 

・2021年７月からの大雨により熱海市で発生した大規模土石流や、富士市、沼津市での床上・床下浸水など 

静岡県内各地で発生した災害の被災者支援を目的に静岡県に対し、パルシステム静岡より 50万円、役職員 

より７万円、合計 57万円を寄付しました。 

 

 

 

 

 

 

３．ウクライナ人道危機緊急募金 

・ウクライナの平和と一日も早い復興を願い、人道支援を目的とした「ウクライナ人道危機緊急募金」を 

グループ統一で実施しました。３月 16日～４月 16日までに集まった募金は、静岡では総額 2,626,808円、 

グループ全体で総額 166,975,065円となりました。集まった募金は、武器や兵器へ使用されないことを 

活動団体へ事前に確認し配分されます。 

 

 

生活協同組合パルシステム静岡 

【静岡県への目録贈呈式の様子】 
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本部住所 〒434-0034 浜松市浜北区高畑 18 

代表 TEL・FAX TEL 053-585-5715 FAX 053-584-1551 

代表者名 （設立） 理事長 聞間 元 （1997年９月 16日） 

組合員数・事業高 4,691名・５億 916万円 

ホームページアドレス http://www.mcp-hamakita.jp/ 

 

【2021年度活動報告】 

 

1．事業経営 

全体の事業高は 509,163千円（前年比 105.9％）、経常剰余率は予算目標３％対して、実績は 5.8％の 29,448千

円と超過達成となりました。（予算比 223％ 前年比 134％） 

 予算達成の大きな要因は、コロナ関係の収益増（発熱外来、ワクチン接種など）で、一般外来患者数や健診者数

の微減、介護事業利用者数の予算未達成など、基本事業は厳しい状況となりました。 

 

（１）医療事業 

 診療所は、事業高 182,410 千円（前年比 119.8％）でコロナ関係の収益増が顕著です。コロナ感染の拡大に 

対しては、緊張感の中で医師を先頭に職員全員で対応し、発熱外来（593 件）、コロナ検査（延べ 468件）を 

実施しました。コロナワクチン接種は、最大週４日の接種外来を設け、５月からの１～２回目接種で 1,776名、 

２月以降の３回目接種では 1,301名実施しました。検査機器の導入では超音波検査機器、骨密度測定器の刷新・ 

新規導入をし、新たに心エコー検査が出来るようになりました。健診数は 1,398名（前年比 99.8％）で変動は 

わずかでしたが、区分別では、国保特定健診が 527 名（前年比 90.4％）と減少した一方で、事業所健診は 

817名（前年比 107.5％）と増えました。 

 

（２）福祉介護事業 

  福祉介護事業の事業高、326,753千円（前年比 99.5％）で前年比増の事業所も多くありましたが、人員体制 

 の欠員で新規利用を一時断らざるを得ない事業もあり、全体として伸び悩んだ一年でした。訪問介護事業は 

人員体制強化ができ、1日あたり平均 18.0人（前年 15.8人、前年比 

113.9％）と伸びています。 

記録の ICT化（タブレット入力）や夜間時の利用者の安全確保を含め

た睡眠チェック機器の導入など業務の効率化を推進しています。事業所

利用委員会主催で介護者交流会を４年ぶりに２会場で開催し、参加者か

らは、介護者同士の経験交流は元気が出る、また開催してほしいと好評

でした。 

 

 

浜北医療生活協同組合 
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２．組合員活動 

（１）健康チェック、健康づくりチャレンジ 

  コロナ禍で街角健康チェックはできませんでしたが、各支部では顔なじみの組合員を対象に健康チェック、 

健康体操などが取り組まれました。健康づくりチャレンジは実行 

委員会で、ハガキで申込・報告ができるようにパンフレットの 

工夫などを行い、参加者は過去最高の 395名となりました。 

協働センターや信用金庫、幼稚園へのパンフレット配置など 

地域へ拡がりをつくり、未組合員 53名が参加しました。 

 

（２）出前講座 

  健康まつりの２年連続の中止を受け、地域で出来る企画として、健康講座（出前講座）に積極的に取組み， 

開催数は 12回でした。医師による「コロナの話」、介護職リハ職による「コグニサイズ（認知症予防のリハビリ）」、 

薬剤師による「薬の話」など、どの講座も好評でした。 

 

（３）たすけ愛ネット（家事援助ボランティア） 

  2019 年９月の設立から２年が経ちました。この間の応援者登録が 48 名（前年比 120％）と増えました。利用 

件数が述べ 634件（前年比－63件）、延べ利用時間 769.4時間（前年比－34.8時間）となっています。コロナ禍 

で時間数はすこし減っていますが、一人暮らしや高齢者のみ世帯の増加や軽度者の保険適用外しの動きなど、 

介護保険サービスだけでは応えきれない多様なニーズに対応し、生活を豊かにするネットの役割は、ますます 

増加していると思われます。 

 

（４）他団体との連携強化・ネットワークを広める 

  社会福祉協議会との地域での連携事例として、地区社協学習会への講師派遣（「町医者の目からみた新型コロ 

 ナとの向き合い方」聞間理事長）を行いました。事業所の地元の高畑自治会との懇談会開催やサロンでの協力 

関係を深めました。ユーコープの助け合い組織「NPO法人夢コープ」と訪問介護事業の運営の情報交流を行って 

います。 

 

（５）平和を守る取組み 

  コロナ禍で活動制限の中、創意工夫をして活動を継続しました。５月平和行進は、浜北駅前スタンディングに 

40 名が参加、８月の原水禁世界大会、９月 23 日焼津集会、３月１日ビキニデーは、オンラインでの参加と 

なりました。新たな取組みとして 12 月８日（日米開戦の日）に戦争体験を聞く会を企画し、２名の方が語り部 

として参加して頂きました。 

 

（６）フードドライブ 

  県生協連の呼びかけにこたえて「フードバンクふじのくに」の夏冬のフードドライブに参加しました。 
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本部住所 〒457-0041 名古屋市南区薬師通り 1-14 

代表 TEL・FAX TEL 052-821-2010 FAX 052-821-2388 

代表者名 （設立） 理事長 子安 貞継（1989年９月１日） 

組合員数・事業高（浜松地区） 7,569名 ・ ７億 8,940万円 

ホームページアドレス http://ichoice-coop.com/ 

 

【2021年度活動報告】 

2020年度、組合員の生協への参画意識をもっと高めてもらうため、あいち生協では「３年後にこうあってほし

い」という「将来像」を組合員と役職員が共同して作り、それを基にして生協運営をおこなっていく「あいち生協

をつくる会議」を開催しました。 

 その会議の中で、３年間のスローガン、活動ビジョン、テーマとキャッチコピーをそれぞれ定め、それに沿った

事業運営、組合員活動をおこなっていく事とし、リーフレットを作成し、全組合員へ配布いたしました。 

  

 

 

 

 

 

←↓ ３つ折りリーフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は「あいち生協をつくる会議」で確認された、スローガン、活動ビジョンに基づいてどんな活動が行われ

たか？の進捗状況を組合員と一緒にチェックしていく「ビジョン推進会議」を開催しました。 

 開催方法は、「①事業報告」「②組合員活動報告」がおこなわれ、引き続きあいち生協をつくる会議で決められた 

 

あいち生活協同組合 
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「テーマ」の中で、組合員自身が関心のあるテーマに分かれて、グループワーク形式で意見を出し合い、最後に発

表する形としました。 

 最初のテーマは、会議に慣れてもらう事を目的としたため、ビジョン推進会議の名称を参加組合員で考えて発表

する事としました。 

 

【会議風景（実出席と ZOOMを使ったオンライン出席）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ↑ 組合員活動報告風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ↑ グループワーク風景 

この時出された意見をまとめ会議の名称を 

  「みんなで会議」 

とする事に決定しました。 

 

この「みんなで会議」は、年４回開催していきます。 
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