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2月～6月の主な事務局メモ

組合及び青年部会の活動状況は、ブログ及びFacebookにて掲載中です。組合ホームページからアクセスしてください。

2/ 3 SDGs打合せ会
5 　　　〃
18 第11回 金融委員会

3/17 SDGs説明会
18 第12回 金融委員会 
24 事務局消防訓練 

4/ 2 組合会館消防総合点検
　 〃   青年部会会計監査 

6 第1回 青年部会理事会
19 第1回 金融委員会 
27 第49回 通常総会 

6/ 3 第1回 環境整備委員会
　 〃   第1回 企画開発委員会

4 第2回  　　〃 

6/ 9 第1回 福利厚生委員会 
10 第1回 総務委員会 
17 第3回 金融委員会 
23 健康診断

たけとんデーターバンク

＊対象事業所　36事業所（事務局含む）
　問屋団地内全体の従業員数：411人
　新規採用者数：12人（男子９人、女子3人/8社）

《地域分布》回答率：90%

《年齢分布（男子・女子）》回答率：91%

《血液型分布（男子・女子）》
回答率：73％

合計
371名

越前市
251名
（68%） 

１９歳以下 
0名（0%） 

30～39歳 
30名
（15%） 

【A型】 
60名
（38%） 

【A型】 
48名
（33%） 

【O型】 
52名
（33%） 

【O型】 
44名
（31%） 

【B型】 
37名
（26%） 

【B型】 
36名
（22%） 

【AB型】 
12名（7%） 

【AB型】 
14名（10%） 30～39歳 

32名
（19%） 

40～49歳 
51名
（25%） 

40～49歳 
67名
（39%） 

50～59歳 
50名
（25%） 

50～59歳 
41名
（24%） 

60～69歳 
40名
（20%） 

60～69歳 
18名
（11%） 

20～29歳
13名（6%） 

20～29歳
7名（4%） 

１９歳以下 
0名（0%） 70歳以上 

18名（9%） 
70歳以上 
6名（3%） 

鯖江市
55名
（15%） 

南越前町
21名（6%） 

丹生郡
16名（4%） 

福井市
20名（5%） 

その他
8名（2%） 

男子合計
202名

男子合計
160名

女子合計
143名

女子合計
171名

第10回

応募規定をご覧のうえ、
お気軽にご応募下さい。

たけとんふれあい

フォトコンテスト

問屋団地内の事業 所（団地外
の関連会社含む）にお勤めの方
ならどなたも応募できます。

応募〆切 11月末日必着！

作品大募集!!

4月26日付で各事業所より提出いただいた従業員名簿
を分析した結果をご報告します。

　はじめに、山内理事長からの挨拶後、事務局（浅川）は、この
通常総会が有効に成立したことを告げた。次に、山内理事長が
議長に選出され、議事に入った。

　第1号議案　令和２年度　事業報告書、収支決算書及び剰余
金（案）承認の件 

　　事務局より新コロナ感染拡大の影響で多くの事業・会議が中止となったが、賦課金の組合員負担軽減や
福利厚生として初めてのインフルエンザ予防接種補助の実施、又、青年部会によるイルミネーションのリ
ニューアル設置により福井新聞の記事として掲載され、組合PR の一助となったことを報告した。尚、収
支決算では、コロナ禍での会館使用料の減収や賃貸料の収入減で厳しい組合運営を予想されたが、昨年
10 月の新たな賃貸者との契約により黒字決算になった経緯を説明。同議案は、異議なく可決した。

　第2号議案　令和３年度　事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件 
　　事務局より組合運営について、組合員の経済活動に結びつく事業の精選・選択を考慮しながら活性化事
業を実施すべく今年度は、従来の事業の他、新たにSDGSに取組み、組合員各社の存在価値を高めていき
たいとの考えを説明。収支予算、収入については現状のような経済状況では大幅な収入増は望めないが、
引き続き、金融事業収入、施設利用料及び賃貸料が大きい財源となる。他の健全で安定的な事業収入とし
ては、火災、自動車見舞金及び医療共済、収入印紙などの手数料増のため組合員各社のご協力を願いたい
との説明がなされた。
　　更に支出の中で組合会館もすでに40年以上を経過し、修繕すべき箇所が多くあるが、来年、組合創立
50周年を迎えるにあたり、特に一階ホールのクロス一部張替え、二階会議室の全面クロス張替えと床全
面張替えなどの補修を行うべき計上。他、従来のセミナーの開催、ボウリング大会、花いっぱい運動、写
真コンテスト等について詳細に説明がなされ、同議案は異議なく可決した。

　第3号議案　令和３年度賦課金の額及び徴収方法の決定の件 
　　賦課金の均等割（月額）6,500円、差等割（年額・敷地面積）１㎡当り54円について、昨年と同額とし、徴
収方法についても、年額を３回に分割７月・10月・１月に納付書により納付することで可決した。

第49回　組合通常総会終える

中型・大型バス料金が 90%OFF 
でしかも、越前市内での食事 
1000円以上が500円OFFとい
う大変、お得な情報です。

米国男性講師と身近な話題や
時事ニュースなど自由なグルー
プ英会話を楽しみませんか。
※毎週月曜日午後7時15分から
2時間、組合会館で行ってい
ます。

　当組合の第49回通常総会が、5月27日（月）午後１時より組合会館二階会議室において開催された。今年
度も本県での新型コロナウィルス感染拡大の状況を鑑み、山内理事長他３人の理事及び事務局のみが出席
し、組合員各位は健康を優先するために書面議決にての参加となった。組合員総数30人（書面議決含む）が
出席し、令和２年度事業・決算報告や令和３年度事業計画・予算等４議案について審議が行われ、いずれも
原案どおり可決、承認された。

新型コロナウイルス対策 
バスツアー助成制度 英会話クラブ

※プリントご希望の方は、データー＆
　応募票を事務局迄お送り下さい。

お問合せ・申込は
☎0778-23-0202

福鉄観光社迄 お問合せは
☎0778-24-4222

会館事務局（浅川）迄

発行 協同組合武生問屋センター
https://www.taketon.jp/

協同組合武生問屋センター
https://www.taketon.jp/

大樹生命保険株式会社  丹南営業部
（旧　三井生命保険株式会社）

〒916-0025　福井県鯖江市旭町2-1-23
 TEL:0778-51-1625
URL:https://www.taiju-life.co.jp/
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〒910-0854
福井市御幸1丁目1-1（FM会館2階）
TEL 0776-22-6000　FAX 0776-22-7471
URL：http://ken-kyosai.jp

理事長　白﨑  誠一

『災害』への備えは
十分ですか？

福井県火災共済協同組合

充実した
補償内容

相互信頼相互扶助

さらに
!

ふくいdeお得キャンペーン併用で
総旅行代金が50％off!!

8月迄の申込みで12月迄のご利用O.Kです。 

新型コロナ感染の終息を願い 

会 員 募 集 中

早退
自由



　５月13日（木）、組合会館二階会議室において第１回理事会を開催。次の議案について慎重に審議
され決定した。

　第1号議案　第49回  通常総会提出議案の件
　第2号議案　第49回  通常総会の開催日時の件 
　第3号議案　令和3年度  事業計画の件
　第4号議案　組合創立50周年記念事業実施の件

　令和４年度は、組合創立50周年を迎えるにあたり、記念事業の実施について諮ったところ、総務
委員会（委員長 鎌谷孝之氏）が中心となり事業を推進することで決定した。
　尚、記念事業として記念式典・記念講演・祝賀会を実施する予定 。
 

部会だより

　4月23日（金）、組合会館二階会議室において山田会長が議長となり下記の議案について審議され、満場一
致で可決、承認された。

記
第1号議案 令和2年度事業報告、収支決算及び剰余金処分（案）承認の件
第2号議案 令和3年度事後計画（案）及び収支予算（案）承認の件 
第3号議案 令和3年度会費の額及び徴収方法の決定の件 

　第4号議案　令和３年における借入金の最高限度額及び1組合員に対する貸付最高限度額の決定の件 
　　令和３年度の借入最高限度額は、5,000万円以内とし、１組合員に対する貸付最高限度額については、
昨年同様、土地・建物を含め土地3.3㎡当り４万円相当額とすることで可決した。

　本年度の主な経営改善事業について通常総会終了後、総務・企画開発・福利厚生・環境整備各委員会にお
いて活発な意見交換がなされ、事業計画を策定しました。 
　尚、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、今後開催予定事業も中止を決定させていた
だく場合がございます。 何卒ご理解賜りますようお願い致します。

第42回  青年部会通常総会開催される 

　６月23日（水）、福利厚生事業の一
環として組合会館大ホールにて昨年同
様、新型コロナウィルス感染症対策を
したうえで通常の法定健診の他、大腸
がん、胃がん、血液、腎機能検査及び
ストレス検査が行われ、132人（20
社）が受診しました。  

健康診断実施される 

事　業　名
新ゴミ処理施設「エコクリーンセンター南越」見学
第10回 たけとん写真コンテスト 
SDGsの取組
どうせ買うなら運動 
悩み相談室（メンタルヘルス） 
第32回 たけとんボウリング大会 
嶺南を巡る健康ウォーク 
事業継続力強化計画セミナー 
インボイス制度の実務対応セミナー

7月7日（水） 
応募期間7月～ 11月末迄 
本年度
随時 
8月26日（木） 
9月17日（金） 
11月14日（日） 
8月24日（火） 
未定 

環境整備委員会 
企画開発委員会 
　　　〃
　　　〃
福利厚生委員会 
　　〃（運営：青年部会） 
　　〃
総務委員会 
　　〃

開催予定日 担当委員会

事　業　名
花いっぱい運動 
例会（年3回） 
第32回 たけとんボウリング大会 
研修視察 
クリスマスイルミネーション装飾

5月8日（土） 
未 定 
9月17日（金） 
未定
11月頃 

実施予定日

S D G s 説 明 会 開 催 す る  

　3月17日（水）、午後１時30分から午後３時まで組合会館会議室において「SDGs」（持続可能な開発目標）に
ついて企画開発委員会（委員長 大﨑恵司氏）主催で説明会を開催しました。初めに東京からのリモートで三
井住友海上火災保険㈱ アドバイザー 柏原 美紀氏から基礎的な説明から、実施する方法、手順、業務での適
用の仕方等について詳細に説明いただき、続いて、福井県地域戦略部未来戦略課 企画主査 小西 冨美子氏か
ら福井県で開始された企業単位の認証登録制度や求められる内容等や事例をご説明していただきました。 
　2030年までの世界共通の17のゴール（目標）
と169のターゲットで構成されている「SDGs」、
世界各国で達成に向けた取組が拡がっていま
す。 （＊福井県は、ゴールを 2040年に設定） 
　企画開発委員会では、組合はじめ組合員の
ステータスを高めるうえで共有して取り組ん
でまいりますので、ご協力のほど宜しくお願
いします。 

令和3年度 組 合 員 対 応 事 業 計 画 決 ま る  

◎事業計画は、次のとおり

第1回　理事会開催される
～令和4年10月26日（水）、組合創立50周年記念事業を実施することで決定～ 

6/3（木） 環境整備委員会 6/4（金） 企画開発委員会 

6/9（水） 福利厚生委員会 6/10（木） 総務委員会 

※運営協力 

　青年部会では、15回を迎える本年度は、従来の各社に
配置したプランター方式を変更。５月８日（土）、午前８
時から３時間かけて青年部会員ら11人は組合会館東側駐
車場南側の用水路際に３色のマリーゴールとバーベナー
ロングの苗を370本植えました。草刈りから始まり、土
に肥料を混ぜた後、長さ45㍍の防草シートをひきつめ、
シート１列３か所
の穴をあけ、そこ
に花の苗を植えつ
けました。
　是非、ご覧いた
だきコロナ疲れを
癒してください。  

370本の苗を植えました!
花いっぱい運動

在庫処分等、お売りになりたい
商品がありましたら、事務局に
ご相談下さい。


