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職  種：パート・アルバイト 

仕事内容：パルシステムを地域に広めるお仕事です。 

（パルシステム PR スタッフ） 

給  与：時給 1,020 円+報奨金+交通費 

勤務時間：9：00～17：00（月～金曜日勤務、出勤日・勤務時間は要相談） 

勤 務 地：いわき市常磐西郷町落合 パルシステム福島 いわきセンター 

     郡山市喜久田町字上尾池 パルシステム福島 郡山センター 

     福島市桜木町 パルシステム福島 福島事務所 

要 資 格：普通運転免許（AT 可） 

お問合せ：いわき地区 ０１２０－４６０－４６０（新妻まで） 

     郡山・福島 ０１２０－９７２－９８２（島田まで） 

職  種：正社員（総合職） 

仕事内容：センター業務、組合員活動推進、共済推進、営業、事務職など 

     ＊研修として 2 年間程度、委託会社への出向をお願い致します。 

（出向期間中は、組合員宅へパルシステム商品をお届けする仕事です） 

給  与：190,000 円～230,000 円（昇給・昇格制度あり・賞与年 2 回） 

完全週休 2 日制・交通費支給・社会保険完備・制服貸与・教育制度充実

勤 務 地：いわき市常磐西郷町落合 パルシステム福島 いわきセンター 

      郡山市喜久田町字上尾池 パルシステム福島 郡山センター 

要 資 格：普通運転免許（2017 年 3 月 12 日以降の取得の場合は準中型運転免許）

お問合せ： ０１２０－４６０－４６０（永井まで） パルシステム商品が 

好きな方、大歓迎！ 
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第 66 回通常総代会での質問と回答報告 
常磐・内郷地区総代からの質問 
●第 1 号議案決算報告及び、第 2 号議案 2020 年度活動方針並びに予算案承認に関する質問 

①生協は安心・安全を届ける業務を行っておりますが、今回の新型コロナウイルス

では職員の安全は担保されていたのでしょうか？また職員全員のPCR検査や抗体

検査など働く人たちの安全も考える必要があるのではないでしょうか。 
②今回のコロナウイルスがいつ終息するか解らない状況が続いています。従って組

合員活動も中止となっていますが、オンライン、SNS なども、考えていく必要が

あると思います。 
（エリア・専門委員会総会資料の質問で、全体区総代より同意見を頂きました） 
 
回答：①新型コロナウイルス感染症は今までに経験のない災害で、今回は厚生労働省、日

本生活協同組合の感染症対策ガイドラインに添っての対応や、パルシステム連合

会対策本部との連携により、万が一のための準備を行って参りました。ここまで

は感染者もなく対応出来たと思っております。今後は行政や医療機関等で一般に

もPCR検査や抗体検査が出来る体制になりました場合は職員の安全を考慮し対応

を検討したいと思います。 
②SNS の活用については、組合員活動の情報提供手段として、6 月 15 日からパルシ

ステム福島公式 LINE 運用を開始します。SNS 専門家との契約を締結し組合員活

動室スタッフが学習を行っており、サイトの情報提供の中で組合員活動紹介以外

にも、お薦めレシピや商品、便利なオンライン活用術などさまざまな情報提供を

行っていきたいと思っております。LINE スタートに併せ HP のリニューアルも薦

め、お寄せいただいた調理画像は、＃パルシステム福島のインスタグラムでも閲

覧できるようになります。今後も皆様のご意見を参考にまた、改善しながらより

良い情報提供に努めて参ります。 
 
植田・勿来地区総代からの質問 
●第 1 号議案 2019 年度活動報告に関する質問 

様々な災害時の支援活動について、一般の組合員もボランティアの募集があれば参

加出来る人もいると思われますので、何らかの方法で（経費も手間もかからない方

法）募集の情報が欲しいです。 
 
回答：昨年の台風と豪雨では福島県内でも多くの方が浸水被害を受け、今も大変なご苦労

をされております。今回の災害支援はパルシステム会員生協組合員の支援カンパが

あり、ピースボート災害支援センターの支援協力により、連携活動を行う事が出来

ました。 
パルシステム福島が単独で業務と平行してボランティア活動を行う事は難しく、ボ

ランティアセンターや災害支援活動を行っているザ・ピープル等の情報提供は可能

かと思います。 
現在、パルシステム福島が行っている地域支援活動（フードバンク協力や子ども食 
堂への余剰青果の提供）なども、地域で活動している団体との連携で行っておりま 
す。災害に対する支援活動も地域の団体等との連携で行っていきたいと思います。 
活動に関する情報は、ぱるだよりや HP に掲載し提供して参ります。 

 
植田・勿来地区総代からの質問 
●第 2 号議案 2020 年度活動方針に関する質問 

今回の感染症や災害時の対応について、前もって配送の優先順位の方針を検討して

公表する必要があると思います。例えば注文多数や災害時の欠品について、助け合

いの精神（方針）から考えると、お年寄りや子育て（乳幼児）世帯で買い物が困難

な世帯（地域）を優先させる等などです。 
 
小名浜地区総代から質問 
●第 2 号議案 2020 年度活動方針に関する質問 

今回の感染症や災害時の欠品についてパルシステム以外に商品調達が無理な方への

優先は出来なかったのでしょうか？想定外と言うだけでは納得がいきません、過去

に大震災もあったし、今後も災害が想定されます。普段からの関係で、組合員の配

達重要度をリストアップして置くとか、買い物へ行けない方に欠品にさせないシス

テムの導入を希望します。加入のキャパを超えてしまったたなら買い物に行けない

方のみ受け付けるとかすれば納得できます。希薄にならない仕組みをお願いします。 
 
共通回答と致します。 

今回の新型コロナウイルス感染症は過去に例のない対応に迫られ、外出自粛制限よ

る大幅な受注増により、セットセンターの処理能力を大幅に超え、欠品対応をせざ

るを得ない事態となりました。セットセンターで働く職員も配送業務に係わる職員

も、感染リスクがありながら、組合員の皆様の生活を守るために業務を続けて参り

ました。現状のシステム能力では今回の対応が限界ぎりぎりであったと認識してお

ります。 
買い物が困難な方への優先、どうしても必要な方へ優先で届けられるシステムの構

築は今後の課題であると考えます。マスクの抽選に関してもその都度無作為に抽選

を行うのではなく、前回落選した方を優先する仕組みや感染リスクの高い方を優先

にするなど改善が必要であると思います。また、パルくる便に関しても、どうして

も必要であるがゆえの登録であるため、欠品対応は大変申し訳なく思っております。

今回の新型コロナウイルスでの対応に関しては、多くの課題が見つかり、また組合

員の皆様より多くのご意見をいただきました。いただきました、ご意見は今後パル

システム連合会と共に業務改善へと繋げて参ります。 
 【お詫び】パルシステム福島公式 LINE の閉鎖について 

6 月にスタートさせたばかりの公式 LINE ですが、体制を整えることができず閉鎖致します。

登録に感謝すると共に準備不足での配信開始を深くお詫び申し上げます。 
ホームページに関してはリニューアルを進めております。今後はホームページにてパルシス

テムの情報や地域情報を提供して参りますので是非ご覧ください。SNS に関しては体制を整

え、慎重に再開を検討して参ります。今後ともパルシステム福島を宜しくお願い致します。
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