
富山ブ

ロックで176名、東部ブロックで60名、西部ブロックで84名の合計320名

お引き受けいただき、ありがとうございます。

この「運営通信」は理事会の報告をはじめ、県生協全体や事業別の経営実績報告など、

総代の皆さんに知っていただきたい情報を表やグラフも用いながら、毎月お伝えして

います。

9月10日から来年9月9日まで

2021年度スローガン “「笑顔」と「ありがとう」を、組合員、地域にお届けします ～「感謝」と「素直」を大切に活動します～”

９月号 2021年9月20日発行 No.220

この「運営通信」は、総代の皆さんに毎月の生協の事業や経営・活動に関する情報をお伝えするためにお届けしています。

富山県生活協同組合
http://www.toyamaken-coop.or.jp/

富山市金屋555

フリーダイヤル：0120-80-4717

【目次】

１、第63期総代が決定しました

２、秋のブロック総代会議を開催します

３、お友達紹介キャンペーンのお知らせ

４、事業別経営実績報告

５、理事会だより、経営実績報告

６、フードドライブにご協力お願いします

７、総代の皆様からいただいたご意見、ご要望の声をご紹介します
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いつも富山県生協をご利用いただき、ありがとうございます。このたび

の方に第

63期総代にご就任頂きました。

生協は商品をお届けするだけでなく、組合員さんが積極的に活動や運営に参加し

ながら、より良い地域社会や生活を築いていく組織です。別紙でお届けしておりま

す『ご意見・ご要望用紙』を通して、皆さんが日頃県生協を利用していて感じるこ

と、気になること、聞いてみたいこと、なんでもお気軽にお聞かせください。

第63期総代の任期は です。1年間どうぞよろしく

お願いいたします。

★富⼭：10⽉15⽇（⾦）10時∼12時

ボルファートとやま

（富⼭市奥⽥新町８−１）

★東部：10⽉19⽇（⽕）10時∼12時

滑川⻄地区コミュニティホール

（滑川市加島町１９４）

★⻄部：10⽉20⽇（⽔）10時∼12時

高岡問屋センター「エクール」

（高岡市問屋町６５）

10月に「秋のブロック総代会議」を開催します。

主な内容は、ブロックの上期の事業報告と下期

方針の確認、下期取り組みや次年度方針策定、合

併に向けた進捗と、とやま生協の中期計画骨子案

について総代の皆さんにご説明し、広くご意見を

伺います。

また、来年6月の総代会での役員改選に向けて、

ブロック役員推薦委員会を設置しますので、総代

から選出するブロック役員推薦委員候補者を確認

します。

※新型コロナウイルス感染症の情勢に応じて開催方法を変更する場合があります。

http://www.toyamaken-coop.or.jp/


単位 実績 計画 計画比 前年比

グループ のべ利用人数 24,483 25,818 95% 95%

個人宅配 のべ利用人数 112,179 114,330 98% 101%

大型班(コープハウス） のべ利用人数 1,267 1,329 95% 95%

利用人数計 人 137,929 141,477 97% 99%

利用金額※
(1人当たり平均） 円/人 4,544 4,398 103% 97%

夕食宅配 食数 43,635 44,812 97% 113%

（1日当たり） 食/日 2,182 2,241 97% 113%

介護療養食 食数 4,060 4,005 101% 102%

（1日当セット数※）1セット2食 セット/日 102 101 101% 104%

≪宅配事業≫　7月1回～7月4回企画

利用形態

宅
配
事
業

配
食
事
業

施設 サービス 単位 実績 計画 計画比 前年比

デイサービス のべ利用人数 280人 270人 104% 128%

（1日あたり） 人/日 10人 10人
ショートステイ のべ利用人数 356人 465人 77% 80%
（1日あたり） 人/日 11人 15人
共生型生活介護 のべ利用人数 13人 27人 48%

（1日あたり） 人/日 0人 1人
輝ゆとり～な 小規模多機能 ※登録人数 20人 21人 95% 118%

デイサービス のべ利用人数 226人 297人 76% 121%

（1日あたり） 人/日 8人 11人
障がい者 のべ利用人数 212人 243人 87% 112%
（1日あたり） 人/日 8人 9人
訪問介護事業 提供時間 795時間 783時間 102% 114%

（1日あたり） 提供時間 29時間 29時間
輝くろべ 小規模多機能 ※登録人数 20人 23人 87% 111%

輝 城東 小規模多機能 ※登録人数 23人 25人 92% 110%

まる～な

≪福祉事業≫　7月度サービスご利用報告

ゆとり～な

9月13日（月）～10月8日（金）

「買い物に行くのが不安…」「まとめ

買いをしにスーパーまで行くのは大変…」「帰宅が

遅くて…」

「一品だけ届けてもらうのも…」「毎週買えないか

も…」という心配は不要です！

※登録人数＝利用人数です。

・ゆとり～なのデイサービス、輝ゆとり～な、まる～な、輝 くろべ、輝 城東で前年を上回る実績となりました。

※利用金額：1企画当たりの利用金額 ※介護療養食は1週間（週5日）分まとめてお届けしています。

・宅配事業では、利用金額で計画を、個人宅配で前年を上回る実績となりました。

・配食事業では、夕食宅配で前年を、介護療養食では計画・前年を上回る実績となりました。

の4週間「秋のお

友達紹介キャンペーン」を実施しています。

前回の春の仲間づくりキャンペーンでは

1,139名の新規組合員さんをお迎えすることが

できました。

などなど、ご近所さんやお友達、ご両

親から聞きましたらぜひ！配送担当者までお声を

お寄せください。

また夕食弁当や注文サポートサービスなどもあ

りますので、お気軽にお声をお寄せください。お

待ちしております。

お問合せはこちらから

↓
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第4回理事会だより 開催日：2021年8月25日（水）

◇7月度 事業・経営報告

◇話し合われたこと

【第4回理事会】

（承認事項）

１．2021年度7月度の事業・活動および経営報告の件

２．令和3年度富山市地域密着型サービス事業者公募

申請の件

３．とやま生協温室効果ガス削減計画策定の件

25.0

27.4

29.8

32.2

計画 実績 前年

総事業高(億円)

4,500

6,000

7,500

9,000

計画 実績 前年

経常剰余金(万円)

74,800

76,000

77,200

78,400

計画 実績 前年

組合員数(名)

41.2

43.2

45.2

47.2

計画 実績 前年

出資金(億円)

19,500

20,000

20,500

21,000

計画 実績 前年

共済保有数(件)

（全体経営報告）

・総事業高は 7億7,366万円で、計画比 99％、計画差—799万円です。

・経常剰余金は2,370万円で、計画差122万円の実績です。

（機関運営、組合員活動報告等）

・組合員活動はブロック協議会、委員会に126名の参加でした。

主な活動は、輝くろべのサロン（生前整理を知りたい！）に11名、子育て支援（魚津水族館へおでかけ

しましょう）に8名の参加がありました。

・ＣＯ・ＯＰとやまとの合同企画で「食の安全・安心学習会」に81名、「オンラインによる産地交流（サ

ラダコスモ）」に42名の参加がありました。

・ユニセフ募金は466名（募金額28万8,700円）の参加がありました。

・環境（みんなで取り組むリサイクル活動）ではリサイクルアンケートに671名の参加がありました。

組合員数 組合員の総数
お預かりしている
出資金の総額

総事業高 事業高の総額
事業活動で得た収入と
かかった費用に事業外
での損益を加えた事業
活動による最終利益
ご契約いただいている
[たすけあい]・[あいぷ
らす]・[ずっとあい]の
総数

経常剰余金

出資金

共済保有数

◇2021年度 事業・経営実績累計

（確認事項）

１．機関運営・連帯関連報告

２．合併関連報告

３．2021年度監査実施計画書確認の件

４．とやま生協ロゴマーク投票結果と採用

デザインについて

５．2021年度 秋のブロック総代会議開催の件

６．2021年度12月事業及び年末年始取り組み方針

【評価】○：100％以上、△：90％以上、×：90％未満 

4月～6月累計 計画 実績 計画比 評価 前年 前年比 評価

組合員数（名） 78,393 78,588 100.2% ○ 77,945 100.8% ○

出資金（千円） 4,722,224 4,726,984 100.1% ○ 4,450,130 106.2% ○

総事業高（千円） 3,022,655 3,074,367 101.7% ○ 3,246,568 94.7% △

経常剰余金（千円） 63,175 85,801 135.8% ○ 90,357 95.0% △

共済保有数（件） 20,930 20,830 99.5% △ 21,024 99.1% △
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〇 受付出来るもの 〇

・賞味期限が1カ月以上の食品

（2021年12月以降の日付のもの）

・常温保存で未開封のもの

（例：お米、パスタ、素麵などの乾麺、缶詰、

レトルト商品、インスタント商品、海苔、

お茶漬け、ふりかけ、お菓子、ジュース、

お茶など）

× 受付出来ないもの ×

・賞味期限が1カ月切っているもの

（2021年11月30日以内のもの）

・開封されているもの

・生鮮食品<肉類、魚類、野菜類>

・冷凍食品 ・お酒類 ・サプリメント ・栄養剤

・健康食品や美容食品など）

・外装に破れ、劣化、サビ等があるもの

包括連携協定を黒部市の他に計画されていたら教
えてください。

ご質問いただき、ありがとうございます。現在、
魚津市と包括連携協定締結に向けての話し合いを
進めております。他の市町村とも包括連携支援協
定が結べるよう、働きかけを行ってまいります。

いつも貴重なご意見・ご要望、心温まる声をお寄せいただきありがとうございます。一部をご紹介します。

意見要望 回答

ご意見をいただき、ありがとうございます。
また、みなみ店をご利用いただき、ありがとうご
ざいます。
なお、みなみ店は9/21(火)～10/3(日)まで改装
のためお休みさせていただきます。
10/4(月)～10/6(水)の3日間は、プチリニュー
アルOPENセールをされますので、お時間がござ
いましたら是非足をお運びください。
今後もみなみ店のご利用をお願いいたします。

7/19、7/26、8/2の3回ＣＯ・ＯＰとやまみな
み店に行きました。
1回目は夕方でしたが、セロリとししとうが安く
て新鮮だったので買ってきました。
2回目は昼過ぎ、鮮魚とトリプルヨーグルトを買
いました。トリプルヨーグルトは賞味期限はまだ
まだ後なのに128円の半額の64円でした。驚き
ました。
3回目も昼過ぎに鮮魚ときのこのカレーを買いま
した。きのこのカレーは特売で1つ80円でした。
こんなお店が近くにあったらいいなぁと思いまし
た。
南富山には用事で月に3・4回行くので、もっと早
く知っておくべきだったとも思いました。
南富山に行く楽しみが1つ増えました。
合併したら今のＣＯ・ＯＰとやまのサービスもな
くなり（一掃され）様変わりするのかな。
今の素朴な感じや雰囲気を残してほしいなと思い
ました。

今年度も新型コロナウイルスの影響で「けんせいきょう祭り」が中止となったた

め、富山県生協連合会と県内の各生協が協力して、フードドライブに取り組みます。

≪受付期間≫

2021年10月1日（金）～10月22日（金）まで

≪受付場所≫

・富山センター（富山市金屋555）

・東部センター（滑川市上小泉８１−３）

・西部センター（高岡市戸出春日658−1）

※各福祉施設での受付や、配送時の受付は行っておりませんのでご了承ください。

※フードドライブとは…家庭で余っている食べ物を持ち寄り、それらをまとめて地域の福祉団体

や施設などにフードバンクを通じて寄付する活動です。
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