
 

 

 

 

 

 

和歌山高齢者生活協同組合 

第１７回通常総代会議案書 
 

 

 

 

 

 

 

 

議案順 

第１号議案 ２０１５年度事業報告承認の件       

第２号議案 ２０１５年度決算ならびに監査報告承認の件      

第３号議案 ２０１５年度損失処理案承認の件       

第４号議案 ２０１６年度事業計画決定の件          

第５号議案 ２０１６年度収支予算決定の件             

第６号議案 ２０１６年度役員報酬決定の件        

第７号議案 議案議決効力発生の件        
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総代会次第 

 

第１部   総 代 会 

１．議長選出 

２．資格審査委員、議事録署名人、書記選出 

３．資格審査報告 

４．開会挨拶 

５．来賓挨拶 

６．祝電披露 

７．議事審議 

第１号議案  ２０１５年度事業報告承認の件 

第２号議案  ２０１５年度決算ならびに監査報告承認の件 

第３号議案  ２０１５年度損失処理案承認の件 

第４号議案  ２０１６年度事業計画決定の件 

第５号議案  ２０１６年度収支予算決定の件 

第６号議案  ２０１６年度役員報酬決定の件 

第７号議案  議案議決効力発生の件 

８．理事ならびに監事改選 

９．閉会挨拶 

 

第２部   楽しく学ぼう防災学校 

 

２０１６年６月１１日（土） 

場所：和歌山市北コミュニティーセンター（さんさんセンター紀の川） 
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全事業所で、中重度対応、認知症対応、生活リハの推進を目指す計画を

策定し、これからの福祉ニーズ に対応できるサービスを充実します。 

和歌山市に、デイサービスを併設したサービス付き高齢者向け住宅（やまぐち

おたっしゃ館）を新設します。また、空き家や空きアパートを活用し、軽度の方・

低所得者の方のための住まいの準備に取り組みます。ぬくもりの家（デイサービ

ス、白浜町）は、移転を計画し、泊りや住まいの機能をもった複合的な拠点づ

くりの準備を進めます。 

医療と介護の連携や、障害者支援を進めるために、訪問看護ステーションの

開設を準備します。 

第１号議案 ２０１５年度事業報告承認の件 
 

１ 事業・経営 

〔１〕在宅を支えきるケアへの転換（看取り、２４時間３６５日）  

 （１）中重度対応、認知症対応、生活リハを推進します 

 

 

 

・喀痰吸引等研修（第２号研修）を開催し１３名の修了生を養成しました。 

・認知症初期支援集中チーム検討委員会（和歌山市）に職員が参加しています。 

・身体介護技術（キネスティク）の定期的な主催研修の準備をしました。 

・デイサービスでの理学療法士配置をすすめ生活リハビリの推進準備を行いました。 

・一部地域での取り組みがすすみましたが、全体のものになっていないため、横展開が必要です。 

・各所長、職員各々が主体的に「考え」「行動する」には至っていません。 

 

 （２）自宅に替わる住まいの整備を進めます 

 

 

 

 

 

 

・やまぐちおたっしゃ館を開設し順調に利用が増えています。 

・ぬくもりの家の移転議論を行っています。上秋津の里と共にデイ宿泊の届出を行いました。 

・空き家を活用した生協ホーム等の取り組みが必要です。 

 

   （３）訪問看護ステーションの整備を準備します 

 

 

 

・訪問看護事業の位置づけ、可能性を学習しながら、具体化していくことが課題です。 

引き続き、訪問看護事業の設置を検討します。 
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和歌山ケアプランセンター（ケアプランの作成）、わかやま訪問介護事業所（ホ

ームヘルプサービス）、やまぐちおたっしゃ館（住まい、デイサービス）、ささえ愛セ

ンター（生活支援サービス）の連携を強め、和歌山市東部地域の拠点づくりに

取り組みます。 

〔２〕圏域（地域）展開       

   （１）和歌山市東部への展開 

          

 

 

 

 

 ・やまぐちおたっしゃ館、ささえ愛センターが開設しました。 

 ・個々のサービス連携が行われていますが、課題もでており、さらなる総合的な運営力構築が 

 次の課題です。 

 

 （２）紀美野町への展開 

 

 

 

 

・初めてとなる海南・海草の組合員交流集会（８９名）を開き広く議論を開始しましたが 

設置準備には至っていません。総合支援事業をにらみながら、早急な取り組みが必要です。 

・サテライト事業所の検討は進みませんでした。 

 

   （３）御坊市の展開 

        

 

・検討がすすみませんでした。事業の総合化の観点から事業選択の再検討が必要です。 

 

 〔３〕経営改革と事業高３億６５００万円の達成        

   （１）２０１５年度の経営目標 

           

 

 

 ・事業高は３億 7 千４百万円（前年比１０２．９％）となりました。 

 ・経常剰余は▲１千３百万円と大きな赤字となっていますが、新規事業所開設に関する費用（約９百万 

円）が、大きな要因です。 

 

（２）経営目標達成に向けて 

 

 

 

海南事業所（ホームヘルプサービス）のサテライト事業所を紀美野町に設置す

る準備を進め、ホームヘルプサービスや、買物を支援する活動に取り組みま

す。 

御坊ケアプランセンター（ケアプランの作成）の設置を準備します。 

①事業高：３億６千５百万円（前年度比１００．２％）、②経常剰余率：０．

５％、を経営目標とします。 

経営目標の達成に向け、①マネジメント力の向上、②リーダーシップの育成、

③職員組織の結集、に取り組みます。 
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 ・黒字事業所６、赤字事業所７となりました。 

 ・P(計画)D(実行)C(点検)A(改善)サイクルに基づいた、マネジメント手法の確立が引き続き必要です。 

 

〔４〕第２期（２０１８～２０２０年度）への準備を開始 

    

 

 

 

・新規事業検討推進チームを結成しました。 

・困りごと相談、買い物支援、生きがい就労のサービス提供を通じて、地域のニーズに対応する 

多機能型の拠点づくり（ささえ愛センター）準備をしています。 

・健康サポートセンター事業（仮）で介護関連消耗品、市販薬などの通信販売の事業を検討しています。 

 ・新規事業の推進のために、各種補助金の獲得を準備しています。 

・障害者就労継続支援事業（B 型）については、引き続き検討が必要です。 

 

２ 組織・運動 

〔１〕ささえ愛センターの設置と組合員の拡大・組織化     

   （１）中学校区に１か所のサロンづくり 

     

 

 

 

 

・ささえ愛センターで定期的にサロン活動を行っています。地域の元気が集まり、ユニークな活動で 

注目されています。 

・いっぷく亭（和歌山市）では週２回のサロン活動、お出かけ活動が定着し、地域の元気づくりに 

引き続き貢献しています。 

・ 「人生の完成期 輝いて生きる」連続講座を開催しました（和歌山市市民提案実施事業）。 

・和歌山市高齢者生きがい活動促進事業補助金を活用し、市行政との連携が深まりました。 

 ・計画実施が下半期に集中しました。年間を通じて、継続的に地域に根付く活動が必要です。 

 

   （２）健康・生きがいづくり 

   

 

 

・認知症サポーター養成講座（和歌山市）を開催し、その後の認知症カフェ開催のネットワークが 

生まれました。 

 「共生社会実現に向けた事業の総合化」への準備を進めるために、①障害

者就労継続支援事業（Ｂ型）、②生活困窮者支援事業、③流通事業の準

備、等に取り組みます。 

和歌山市山口地区に、ささえ愛センターを新設します。ささえ愛センターは、組

合員、地域の方の助け合い活動を広げるセンターです。この拠点を中心に、

中学校区に１か所のサロンづくりに取り組みます。また、通信の手配りを広げ、

組合員同士のつながりをつくる活動に取り組みます。 

和歌山市中之島の本部事務局とささえ愛センター内に、「地域づくり人材育

成科」事務局を設置し、組合員の健康・生きがいづくりに取り組みます。 
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・健康づくり講演会（海南市）で医師の田中一先生に講演いただき好評をえました。 

・人生の二幕目がおもしろい（田辺市）で元滋賀県知事の國松善次氏をお招きし、好評をえました。 

・みんなが輝ける交流会（新宮市）を開催し、好評をえました。 

・台湾旅行（旅行倶楽部）、ハイキング、パソコン教室など生きがい活動が活発に行われています。 

・１００歳大学、シニア（生きがい）ライフマイスター制度構想が誕生し検討をすすめています。 

・紀伊、吉礼、杭ノ瀬、西庄、冬野の５市民農園については、契約満了をもって終了します。 

 

   （３）高齢者の就労支援  

 

 

 

・生きがい就労の場の提供に向け、しっかりした実践が必要です。 

    

（４）各地域の取り組みの推進  

 

 

・白浜中地区交流会に参加し、空き家等を活用した複合的機能をもった拠点づくりの 

検討が引き続き行われました。 

・紀南事務局で、組合員保養所の開設と、空き家・空きアパートの相談をはじめました。 

 

   （５）組合員加入・出資金到達目標 

 

 

 

 

・組合員到達３８５０名（＋２００名）を目指し、３８８０名（＋２３０名）を達成しました。 

・出資金到達３６０５万（＋１５０名）を目指しましたが、３４９０万（＋３５．１万）にとどまりました。 

・秋の生協強化月間に、ひろく組合員に呼びかけ、目標をもって構成グループで取り組みました。 

多彩なつどう場企画が特徴の１つです。 

・さらにみんなでかんばる結集と、きめ細かい段取りが必要です。 

・高齢協の組合員である実感を持ち、人と人とのつながりを広げていく活動が重要です。 

 

  ※組合員数、出資口数、出資金の状況     （2016 年 3 月末） 

 前期末 当期加入者 当期脱退者 期末残高 

組合員数 

出資総口数 

出資金総額 

3,650 人 

34,551 口 

34,551,000 円 

275 人 

1,035 口 

1,035,000 円 

45 人 

684 口 

684,000 円 

3,880 人 

34,902 口 

34,902,000 円 

 「年金+αの仕事づくり」をテーマに、高齢者の働く場を斡旋する活動に取り

組みます。 

昨年度の取り組みを、各地域で進めます。 

組合員到達３８５０人（+２００人）、出資金到達１５０万円、を目標とします。

また、生協組織としての充実発展を目指して、①生協強化月間の実施（９月

～１１月）、②秋の組合員交流イベント、③班活動と支部づくりの推進、④積

立増資の協力の呼びかけ、に取り組みます。 
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〔２〕命と暮らしを守る運動          

  （１）第２９回日本高齢者大会 in 和歌山の成功（連携：日本高齢者大会和歌山県実行委員会） 

      

 

 

 

 

・資金づくり、企画運営など実行委員事務局に職員を派遣し大会成功に寄与することができました。 

・多数の組合員からのカンパ協力、２日間で５６名もの大会参加がありました。 

・成功の機運が第１０回田辺・西牟婁地方高齢者集会へとつながっていきました。 

・参加の顔ぶれが同じになりがちです。呼びかけをひろげ、さらに運動結集することが課題です。 

 

  （２）南海・東南海地震に備えた防災の取り組み 

 

 

未着手 

 

 

・実行体制の見直し、役職員の意識向上、具体的な実行計画が必要です。 

 

  （３）平和を守る取り組み       

      ①平和の発信事業（連携：日本高齢者生活協同組合連合会） 

       

 

 

 

 ・連合会ホームページにて全国の高齢協組合員の聞き書きコラムを掲載しています。 

 ・安保関連法案の強行採決に対する署名活動など実施しました。 

・安保法制反対和歌山大集会に参加しています。 

・戦争を知る高齢者の声を結集し、引き続き平和を守る取り組みをおこない、若い世代にも 

正しく引き継ぐことが大切です。 

②平和のための戦争展わかやま（連携：2015 平和のための戦争展わかやま実行委員会） 

    

 

 

 ・平和のための戦争展わかやま実行委員会に参加していますが、十分な役割発揮ができていません。 

 

「まちから村からの連帯でひとりぼっちの高齢者をなくそう」スローガンに沿い、多

彩な企画でまなび、交流し、元気がでる大会（9/15～16）を開催する実行委

員会活動に積極的に参加します。各エリアでキャンペーンを行い、参加と成功

にむけて盛り上げ企画を実施します。 

マグニチュード８～９の地震が３０年以内に起きる確率は７０％、支援が届くま

で約１週間と想定されています。高齢者、障害者には手厚い支援が必要で

す。生協ならではの助け合い活動を行えるよう、各拠点の設備の充実、地域

との連携、災害想定訓練等に取り組みます。 

 

戦争を体験した全国の組合員を対象に、「戦後７０年-今、平和と憲法を思

う」をテーマに、コラム（聞き書き）を募集し、連合会及び和歌山高齢協のホー

ムページやニュースで発信します。 

「戦争の歴史」「核兵器廃絶」「現在の戦争」「日本国憲法」を柱とした展示・

市民企画に結集し、「知り」「知らせ」「考え」「話し合う」活動をすすめます。 
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  （４）社会保障を改善する取り組み 

 

 

 

 

 

 

 
 ・介護保険の改善を目指す会として対市交渉に取り組みました。 

・「年金引下げ意見訴訟』を支援する和歌山の会」の呼びかけ人に参加しました。 

・消費者被害のない地域社会を目指す「消費者ネットワークわかやま」に加入しました。 

 ・「さわやか福祉財団」と連携し、地域の総合事業の推進に参画しました。 

 

３ 管理・運営 

〔１〕職員の教育システム、キャリアアップ、働きやすい職場づくり 

   （１）人材育成  

 

 

 

 

 

・介護福祉士受験対策講座を主催し、６名の資格合格者を輩出しました。 

・介護職員のためのメンタルヘルス学習会を主催し、ストレスチェック導入のための学習を行いました。 

・年２回の職員全体研修で職員が結集し、生協と福祉について学びました。 

 ・資格取得推進のための、動機づけと意義付けをさらに高めることが課題です。 

 

   （２）キャリアアップの仕組みづくりと、処遇の改善 

 

 

 

 

・処遇改善制度を活用し、全体研修だけでなく、月次ミーティングへの手当支給を開始しました。 

 ・全職員への処遇改善を実施し、一時金として総額１千２百万円を支給しました。 

 ・新人事制度検討をすすめるためアドバイザーを委嘱し、定期的に検討を行っています。 

 

〔２〕組織の再編、広報活動など 

  （１）執行組織の再編   

        

（連携：日本高齢者生活協同組合連合会、県内各高齢者運動連絡会、

介護保険の改善を目指す和歌山実行委員会など）各種署名、キャンペー

ン、懇談会などを通じて多くの声を結集し、社会保障改善の取り組みを行い

ます。組合員に情報を発信し、①介護保険制度の改善 ②介護職員の処

遇改善、③自治体要請、④年金の充実などを柱に各団体と連帯し、運動の

輪を広げます。 

職員全体研修（年２回）、新人研修に取り組み、「生協と福祉」について学ぶ

機会をつくります。また、福祉の専門性を高めるために、職員ミーティングの充

実、専門資格受験のための対策講座の実施、研修受講の奨励に取り組み

ます。 

介護保険に導入されている介護職員の処遇改善制度を活用し、キャリアアッ

プの仕組みと、給与体系の改善に取り組みます。また、子育て家庭や母子家

庭の方などが働きやすい環境づくりに取り組みます。 

①介護事業部門、②新規事業部門、③組合員活動・サービス部門、の３部

門を軸に、事業の執行に取り組みます。 
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・３部門編成は実施されています。それぞれの活動の推進に課題があります。 

 

   （２）広報活動 

    

  

 

 

・通信の「生協強化月間特集号」を発行しました。 

 ・ホームページ、フェイスブックでの更新は十分に行えませんでした。 

 

 

４ その他 

１ 組合の事業活動の概況に関する事項 

Ⅰ．事業年度の末日における重要な事業活動の内容 

 

事業種目 主な事業品目等

福祉事業 介護保険事業（訪問介護、通所介護、居宅介護支援）  

 

Ⅱ．事業の経過及びその成果並びに対処すべき重要な課題 

１ 事業の経過及びその成果 

 ・総事業高は、374,789 千円(前年比 102.9%、予算比 102.6%）、経常剰余金▲13,354 千円 

(前年比▲331.0%、予算比▲774.1%)となりました。 

 ・各事業の状況は、以下の通りです。 

(1) 訪問介護事業 

訪問全体で総事業高 270,191 千円(前年比 98.2%)と前年並みの状況です。事業所数の増減（し

んぐうの閉鎖とやまぐちの開設）によるもあり、ほぼ昨年並みとなっています。やまぐちは、8 月からの実

績となっているため、2016 年度に期待できます。 

(2) 通所介護事業 

通所数は総事業高 57,865 千円(前年比 112.3%)と、前年実績を超過しています。れくらんの開所に

伴う伸長が要因ですが、厳しい制度改定の中でも、ぬくもりの家は、前年実績を大きく超過していま

す。 

(3) 居宅支援事業 

居宅事業所では総事業高 46,302 千円(前年比 122.9%)と、大きく伸長しています。和歌山ケアプラ

ンセンターでの伸長が全体を引き上げています。 

(4) その他 

新規事業所の開設に伴う初期費用が 900 万円以上あり、単年度では大きな赤字となっています

が、全体のコントロールはできており、2016 年度は、収支見合う形での計画ができています。 

  ・全 13 事業所の内、7 事業所が赤字となっていますが、新規開設 2 事業所も含まれています。 

高齢協の活動をお知らせするとともに、①組合員の暮らしに役立つ情報を伝

える広報、②事業活動の現場にスポットをあてた広報、を充実します。通信

は、年５回発行します。 
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２ 対処すべき重要な課題 

  ・経営面での管理能力の向上、特に、予実管理の徹底が喫緊の課題です。 

  ・そのためにも、経営分析資料に基づく経営改善の指導体制の整備が必要です。 

  ・赤字事業所の運営については、個別に相談、指導体制を整え、早急に対策をすすめる必要があります。 

 

 

 

Ⅴ．業務の運営の組織に関する事項 

居宅部門会

介護事業部組合員活動・

和歌山市那賀ｴﾘｱ

伊都エリア

専務・常務

事務局

三役

理事会

生きがい

和歌山高齢者生活協同組合 組織図

海草エリア
通所部門会

訪問部門会日高西牟婁ｴﾘｱ

東牟婁エリア

地域の組合員活動 各事業所

組合員

新規事業部
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監査報告書 

２０１６年５月１４日 

和歌山高齢者生活協同組合 

第１７回通常総代会御中 

和歌山高齢者生活協同組合  

        特 定 監 事  志 場 久 起  

監   事   島 久 美 子  

監   事   日 野 の ぞ み 

 

Ⅰ、監査の概要 

私たち監事は、定款第３６条にもとづき、当組合の２０１５年度（２０１５年４月１日から２０１６年３月３１日まで）の

決算関連書類（貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案）、事業報告書、附属明細書、理事の業務執行状況、

理事会の開催状況、及び総代会提出議案・書類について監査を行った。 

 

Ⅱ、監査結果 

１、決算関連書類等について 

（１）事業報告書及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当組合の状況を正しく示しているものと認める。 

（２）決算関係書類及びその附属明細書は、当組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において、適正に

示しているものと認める。 

（３）損失処理に関する議案は、法令及び定款に適合しており、当組合の財産の状況に照らして適正であると認め

る。 

２、理事の業務執行、理事会の開催状況について 

（１）理事は、法令・定款・規約に従い、総代会において決定された事業計画に基づいて職務を遂行しているものと

認める。 

（２）理事会は、定期的に開催されており、適正な運営がなされているものと認める。 

３、総代会提出議案・書類について 

総代会に提出するすべての議案・書類は、法令・定款に適合しているものと認める。 
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以 上 

第４号議案 ２０１６年度事業計画決定の件 

 

【総 論】 

 

〔１〕「人生の完成期を輝いて生きる！」 高齢協運動の原点に立ち返ろう！ 

 

○私たち高齢協は、１９９９年の創立以来、介護保険事業を中心に事業を進め、たくさんの高齢者の方々を支えてきま

した。２０１６年度は、４０００名の組合員、４億円の事業高を目標に掲げ、より一層の飛躍を目指します。目まぐるしく

変わる制度への対応や、経営力の向上に努めながら、同時に、「人生の完成期を輝いて生きる」という理念を実現する

運動体であることを決して見失うことなく、事業活動に取り組んでいきましょう。 

 

○「住み慣れた地域で安心して暮らし続けたい」、「ひとりぼっちの高齢者をなくしたい」、「健康を保ち、生きがいをもって

暮らしたい」、「支えられるだけではなく社会の支え手でありたい」。人生の完成期を輝いていきるために、こうした高齢者の

願いを共同互助の力で実現するのが、高齢協の運動です。 

 

○創立時の原点に立ち返って、高齢協運動を広げましょう。制度の対応に追われるのではなく、運動を前提に制度を活

用していく、制度をよくしていく、というスタンスを再度確認しましょう。高齢者（利用者やご家族）、障害者、子育て、生活

困窮者、地域、自治体、そして思いを同じくする地域の良心的な団体と手を結び、高齢者が生き生きと輝き、共に支え

合う共生社会の実現に向けて、理念に結集し、運動の輪を広げましょう。一人ひとりの「生きる力」を結集し、「みんなが

主人公」の地域づくりを進めましょう。 

 

 

〔２〕２０１６年度の運動の課題  ～５つの運動課題～ 

 

○「介護難民と漂流社会」：団塊世代の高齢者が増え、２０２５年には、すべての団塊世代の高齢者が７５歳を迎えま

す。健康を保ちたいと願いつつも、介護が必要になったり、重度化するケースが多くなるといわれています。こうした時代を

迎える中で、施設を転々と漂流する高齢者が生まれないように、そして、住み慣れた地域で必要な介護を十分に受けら

れるように、地域で看取るケアの充実を図りましょう。 

 

○「孤立と無縁社会」：一人暮らしの高齢者や夫婦のみ世帯の高齢者が、増えています。地域の絆が薄れゆく中、「孤

立死」や「老々介護と自殺」といった悲惨が、マスコミで報じられ続けています。仲間づくりを進めましょう。ひとりぼっちの高

齢者をなくしていきましょう。困ったときに支え合える、支え合いの地域づくりを進めましょう。 

 

○「認知症７００万人時代」：２０２５年に、認知症高齢者の数が７００万人になるといわれています。高齢者の５人に１
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人が認知症の時代。認知症は、誰にでもおこりうる問題です。認知症の方やご家族を支えていくために、必要な支援の

仕組みを生み出し、認知症になっても輝いて生きることのできる地域づくりに取り組みましょう。 

○「老後破産」：介護や医療費の負担、配偶者の死亡による年金の激減、子供のリストラや介護離職による共倒れ。

平均的な年金生活者でさえ、些細なことをきっかけに、「老後破産」に陥ってしまうという現実が報道され、反響が広がり

ました。老後の生活困窮という課題に対してできることに、取り組んでいきましょう。 

 

○「平和と暴力」：国民の多くの反対を押し切って、戦争法案が成立しました。国は、福島の教訓を忘れ去り、原発再

稼働を進めています。格差と貧困の問題。子育て家庭の貧困率が報じられ、和歌山は全国で８番目に高く、近畿で大

阪に次いで２番目とのことです。富めるものはますます富み、貧困は貧困を生み出す、これは日本の経済施策がもたらし

ている構造的暴力です。戦争も、原発も、格差と貧困も、暴力です。こうした暴力を克服し、平和な暮らしを守りましょ

う。 

 

 

〔３〕安心はどこへ？～医療と介護をめぐる動き～ 

 

○「国が見つめているもの」：国が見つめているものは、人権ではなく、財政です。「２０２０年にプライマリーバランス（基礎

的財政収支）をゼロにする」が、至上命題になっています。いかに社会保障を削り、いかに税収をあげるか（＝経済成長）、

すべての施策は、ここに通じています。社会保障を削るために、自己責任を謳い、医療と介護の効率化と重点化が、も

のすごいスピードで押し進められています。 

 

○「時々入院、ほぼ在宅の時代へ」：医療にかかる費用を抑えるために、病院のベッド数が減らされていきます。厚労省

は、和歌山県に、病院のベッド数を、２７．５％減らすよう指導しており、近畿では最も高い削減率となります。看取りは、

病院ではなく、自宅もしくは自宅にかわる住まいで、の流れです。介護も同じ流れです。これまでは、介護度の軽い方も、

介護保険でケアを受けることができました。２０１７年度からは、介護度の軽い方（要支援１・２）は、地域のボランティアで

支える、となります。さらに、２０１８年度からは、要介護１・２の方も、ボランティアで、の流れです（【資料 pp35-36】）。 

 

○「聞こえはいいけれど」：「地域包括ケア」（自宅や自宅にかわる住まいを中心に地域で看取る仕組み）、「総合事業」

（介護度の軽い方をボランティアで支える仕組み）、という響きのいい言葉が報じられます。けれども、実態は、社会保障

費をいかに抑えるか？＝医療費と介護費をいかに抑えるか？の中で、物事が動いています。高齢協は、こうした動きに

「待った」をかけながら、同時に、必要な支援が受けられるよう「地域で看取るための支援の充実」と、「助け合いの地域づ

くり」を進めていかなければなりません。 
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〔４〕２０１６年度の方針 

 

 

    ①「２０２５ビジョンの実現」に向けて「高齢協らしいコミュニティケア」をつくっていきましょう！ 

    ②「地域づくりにおける存在感」と「高齢協の実感」をつくっていきましょう！ 

 

 

○「２０２５ビジョンの実現」：第１５回通常総代会において、「２０２５ビジョン」を策定しました（【資料 pp5-9】）。５つの協

同の力（「コミュニティ（地域の絆）を構築する力」「セーフティネットとして働く力」「資源を組み合わせ創造する力」「共に支

え合う共生の力」「高齢者の声を束ねる運動の力」）を発揮し、第１期中期計画「高齢協らしいコミュニティケアの構築」

（2014-2017）を、着実に進める１年にしましょう。 

  

○「地域づくりにおける存在感」：２０１６年度の運動課題を中心に、生きづらさを抱える生活課題全般に視野を広げ、

私たちを取り巻いているこうした困難がどうして生まれているのか？問題の根本はどこにあるのか？克服するにはどうしたら

よいのか？学習を進めていきましょう。そして、「人生の完成期を輝いて生きる！」社会を実現するために、想いを同じくす

る仲間と協同して、地域づくりに向かいましょう。 

 

○「高齢協の実感」：１９９９年の創立より１７年。県内の組合員の輪が３８８０名に広がりました。介護事業とあわせて、

地域での実践を豊かに生み出し、「高齢協の仲間になってよかった」、「自分の人生が輝いている」と、組合員一人ひとり

に感じていただけるような、事業・活動に取り組みましょう。 
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１ 事業・経営 

 

～一人ひとりの人生を支えるケア、看取りを支えるケアを、地域で～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔１〕支援の基本姿勢 ～「考える介護」の実践～ 

 

○「考える介護」：介護の現場は、度重なる制度改定や報酬改定に振り回され、人材不足で疲弊しきっています。その

ような介護の現場に向けて、三好春樹氏（生活とリハビリ研究所代表）は、「“考える介護”に面白さを見出してほしい」と

述べています。効率性ばかりを追求したマニュアル化された介護ではなく、一人ひとりの高齢者に合わせて考え、工夫する

想像力溢れる介護＝「考える介護」を実践しましょう。 

 

 

〔２〕在宅支援の充実 

 

○「医療連携と看取り」：「時々入院、ほぼ在宅」の時代。病院から自宅（自宅に替わる住まい）への流れの中で、医療

機関と連携し、地域での看取りを支援していくことが求められます。その人らしい完成期のあり方を見つめながら、重度対

検討課題 

 ○多様な住まい   

 ○障害者の高齢化、難病・中途障害者の支援 

 ○軽度の方の支援   ○人材育成 

介護難民と漂流社会、認知症７００万人時代 

高齢協らしいコミュニティケアの構築（２０１８モデル） 

“考える介護”の実践 

在宅支援の充実 

  ○看取り 

  ○生活リハ 

  ○認知症 

新たな基盤整備 

 ○住まい+αの支援 

 ○訪問看護 

 

人生の完成期を輝いて生きる！ 【理念】 

【テーマ】 

【姿勢】 

【取組み】 

【運動課題】 
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応から看取りまでを支える支援の質を高めていきましょう。 

○「人生を支えるケア」：一人ひとりの高齢者が大切にしている「人生」があります。私たちの支援が目指しているのは、単

に、不自由な体が動くようになる、ということではありません。一人ひとりの高齢者が、どんな人生を送りたいのか？どんな

生活をおくりたいのか？を見つめ、リハビリテーションの専門職と連携し、高齢者一人ひとりの想いを叶えるための専門的

な支援に取り組みましょう。 

 

○「認知症の方の暮らしを支える」：①医療支援、②訪問介護やデイなどの在宅支援、③施設支援、④当事者が参

加できる場づくりなどの初期支援、⑤支え合いの地域づくり、といった支援機能をつくり互いに連携していくことが大切です。

②の専門性を高め、③初期の相談支援をおこなう「認知症カフェ」づくりを進め、⑤認知症の方の人生が輝けるような地

域づくりに取り組みましょう。 

 

 

〔３〕新たな事業基盤づくり  

 ２０２５年を見据え、地域での看取りを支えていくために、新たな事業を準備します。 

 

○「住まい+αの支援」（【資料 p37】：「住まい+αの支援」をテーマに、「（看護）小規模多機能型居宅介護」等の開設

を検討します。「小規模多機能型居宅介護」は、「民家を活用した宅老所運動」の盛り上がりの中で、介護保険制度

に位置付けられた事業です。「通い」「訪問」「泊り」の機能があり、ここに「住まい」機能をつけると、この拠点一つで、同じ

スタッフのもと、高齢者の多様なニーズに応えることができます。コミュニティケアの重要な拠点として開設を検討します。 

 

○「訪問看護」：医療と連携し地域で看取る、を充実していくために、「訪問看護」の開設を準備し、地域の高齢者だけ

ではなく、障害者の専門的な支援の充実を目指します。 

 

 

〔４〕新たな課題の検討 

 

○「多様な住まいづくり」：「サービス付き高齢者向け住宅」に取り組んでいますが、元気なうちから入居できる住まいがほ

しい、安価に利用できる住まいがほしい、障害者が入居できる住まいがほしい、緊急の受け入れに対応してほしい、といっ

た要望が寄せられています。こうした要望に応えられるような住まいのあり方の検討を進めます。 

 

○「障害者の支援」：障害者が高齢になられて介護度が重くなった時に、グループホームでは受け止めきれず、支援の受

け皿が必要との要望があります。また、難病の方や中途障害者の方を支援する資源が不足しており、就労支援の充実

が求められています。こうした要望に対し、地域の障害者団体と結び、高齢協が果たせる役割を検討します。 

 

○「介護度が軽い方の支援」：２０１７年度より、要支援１・２の方の支援は、「総合事業」（地域の助け合い制度【資料

pp38-41】）に移ります（※自治体により対応が異なり、橋本市は２０１６年度より実施）。自治体の動きを把握しながら、

支援の質が下がらないよう、組合員活動や地域資源との連携を図りながら、対応に取り組みます。 
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○「人材の育成」：介護現場の人材不足は、深刻さを増すばかりです。職員募集をしても集まらない、という困難を克服

するため、介護人材育成のための講座事業の実施を検討します。また、きょうされん（共同作業所全国連絡会）の若手

スタッフ教育と結んだ人材育成に取り組みます。 

 

 

〔５〕経営目標 

 

 ○事業高目標 ４億７２３万円（昨年度比：１０８．６％）    

 ○剰余目標 ９７万円（経常剰余率０．２％） 
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２ 組織・運動 

 

～組合員ひとり一人が主人公。つどう場から支え合いの地域づくりへ。 

学びながら、考えながら、行動をおこしていきましょう！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔１〕活動の基本姿勢 ～共に学び、共に考え、共に行動する～ 

 

○「共に学び、共に考え、共に行動する」：高齢協は、「人生の完成期を輝いて生きる！」社会の実現を目指して、互い

に支えあって地域づくりに向かう組織です。楽しいイベントで仲間と出会いながら、暮らしを取り巻く様々な情勢や身近な

問題について学びあい、自分たちが暮らす社会や地域がどうあってほしいか？を語り合い、想いを同じくする人や団体と

結びながら、組合員一人ひとりがもてる力を出し合って、具体的な行動をおこしていきましょう。 

 

○「ささえ愛センター＆紀和庵をモデルに」：組合員の仲間の数が、３８８０人、になりました。創立以来、各地域で、趣

味のサークルが生まれ、地域の高齢者が集えるサロンが生まれ、助け合いの活動が広がりはじめています。昨年度、和歌

山市に、組合員と地域の皆さまの助けあいの活動拠点「ささえ愛センター」が誕生しました。「ささえ愛センター」（【資料

pp42-49】）や「いっぷく亭紀和庵」の活動をモデルに、助け合いの地域づくりを県内各地域に広げていきましょう。 

 

 

孤立と無縁社会、平和と暴力 

つどう場づくり ～ポストの数ほどつどう場を～ 

協同の輪を広げる 

 ○助け合い協同組合 

 ○生協強化月間 

人生の完成期を輝いて生きる！ 

高齢協らしいコミュニティケアの構築（助け合いの地域づくり） 

命と暮らしを守る運動 

○憲法と人権を守る 

○復興支援と 

  防災・減災の取組み 

共に、学び、考え、行動する 

【理念】 

【テーマ】 

【姿勢】 

【取組み】 

【運動課題】 
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〔２〕ポストの数ほど「つどう場」を 

 

○「つどう場づくり」：組合員が出会い、つながり、活動を生み出していくために、既存の資源とも結びながら、地域に「つど

う場」をたくさんつくっていきましょう。 

 

     ～高齢協が取り組む、「つどう場」は、高齢協を実感でき、組合員の仲間を増やすところです～ 

 

    ①高齢協の理念（「人生の完成期を輝いて生きる」）を実現するところ 

    ②「介護予防や健康づくり」に取り組むところ 

    ③「学習活動や地域懇談」に取り組むところ 

    ④高齢者（組合員・地域）のニーズを把握し、課題発見から地域づくりへと向かうところ 

    ⑤組合員（総代）と地域の方々が集うところ 

    ⑥班活動や支部活動など、組合員活動の基礎になる（高齢協を実感できる）ところ 

    ⑦組合員の仲間を広げるところ 

 

 

〔３〕地域に協同の輪を広げよう  

 

 「助け合い協同組合」：山形県では、地域の暮らしをよくしたい、という同じ願いをもった生協や社会福祉法人がつなが

って協同組織（庄内まちづくり協同組合「虹」）をつくり、お互いの得意分野を活かした地域づくりに取り組んでいます。組

合員は、複数の生協に加入し、各生協の事業を利用したり、班活動に参加したりしています。和歌山県にも、様々な

協同組合があり、また、同じ願いをもった社会福祉法人やＮＰＯもあります。社会福祉法人一麦会麦の郷との連携を軸

に、様々な団体と連携し、協同して地域づくりに向かえるような仕組みづくりに取り組みます。 

 

○「NPO 法人 和歌山保健科学センターとの連携」：健康・生きがいづくり、介護予防、集う場づくり等に取り組んでいる

和歌山保健科学センターと連携し、今年度計画している新規プロジェクトの推進を図ります。 

 

○「公益財団法人 さわやか福祉財団と共に」：さわやか福祉財団は、助け合いの地域づくりを全国規模で進めている

団体です。市町村への政策提言や地域づくりの手法に学び、組合員の支え合い活動の実践を地域につくっていきます。 

 

○「総合事業協議体への参加」：県内の各市町村に、総合事業に取り組む協議体が組織されていきます。高齢協は、

この協議体づくりに積極的に参加し、地域の様々な資源と結んで、支え合いの活動を広げます。 

 

○「社会福祉法人との連携」：社会福祉法が改定され、社会福祉法人の地域貢献が制度化されました。この法改定

の流れを活用し、社会福祉法人（障害者団体）と連携し、共生型の事業（高齢者、障害者、子育て、生活困窮者を

支援する拠点づくり）を展開していくことを検討します。 
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○「生協強化月間」：「ポストの数ほどつどう場を」をテーマに、２０１６年度も生協強化月間に取り組みます。 

      

〔４〕命と暮らしを守る運動  

 

○「憲法と人権を守る」：私たちは、憲法を守り、憲法を活かして暮らしを豊かにしていくことを願っています。同じ理念をも

った他団体と連携し、憲法を守る運動に取り組みます。①戦争をする国づくりに向かう「戦争法案」に反対であり、廃案

にすべきことを求めます。②沖縄県民の暮らしを脅かす「辺野古基地の移設」や、③安全を保障できない「原発再稼働」

を実施しないよう求めます。④憲法２５条生存権を守り社会保障を改善するよう求めます。   

 

○「復興支援と防災・減災の取り組み」：高齢協連合会と連携し、東日本大震災の復興支援、熊本震災の支援に取

り組みます。近い将来に起こるといわれている南海・東南海地震への備えとして、防災・減災の取り組みを進めます。 

 

○「参加をおこなう行動※（ ）は連携団体」： 

・第３０回日本高齢者大会 in 東京、第２４回和歌山県高齢者大会 

 各市町村で実施される高齢者大会（県市高齢者運動連絡会） 

・平和のための戦争展わかやま（平和のための戦争展わかやま実行委員会） 

・東日本大震災復興支援のための委員会の設置（日本高齢者生活協同組合連合会） 

・社会保障の改善（日本高齢者生活協同組合連合会、介護保険の改善をめざす和歌山実行委員会等） 

・協同シンポジウム２０１６in わかやま（近畿ろうきん） 

・リレー・フォー・ライフ・ジャパンわかやま※がん患者・家族・遺族のためのチャリティイベント、ＲＵＮ伴※認知症の人と伴にタスキをつなぐ列島横断イベント 

 

 

〔５〕組合員加入・出資金目標 

 

  ○加入到達目標 ４０８０名（＋２００名、県の人口比０．４３％、高齢者人口比１．３８％） 

  ○出資金到達目標  ３６４０万円（＋１５０万円）  
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３ 新規プロジェクト ～新たな挑戦！第２期中期計画（2018-2020）の推進～   

 

～生きがいと暮らしを応援し、人生１００歳時代を輝いて生きる～ 

～高齢者が輝き、障害者・子ども・生活に困った方が共生できる地域づくりを～ 

 

 ①組合員の生きがいと暮らしの応援、②第２期中期計画「共生社会実現に向けた事業の総合化」の推進（2018－

2020）、をテーマに、下記の新規事業に取り組みます（【資料 pp13-32】）。 

 

〔１〕生きがい・暮らしの応援 

 

 組合員の幅広い生活ニーズを応援する活動に取り組みます。 

 

 （１）健康サポートセンター 

組合員の健康を支え、サポートする環境を整備します。国民健康づくりの指針として健康日本２１（第二次）の方

向性が示されており、組合員が支え合いながら自立した日常生活を営むことをめざし、ライフステージに応じた「ここ

ろの健康」「次世代の健康」「高齢者の健康」に対する相談機能をもった健康サポートセンターを設置を検討しま

す。 

 

 （２）流通販売センター 

組合員の相互の暮らし応援の一環として「流通販売（組合員）会員制ねっとマーケット」を検討します。 

 

 （３）サロン推進センター 

健康と生きがい交流を目的としたサロンを推進します。住み慣れた地域で仲間と共に元気に過ごしたいと願う組合

員が多くおられ、身近な地域にサロンがあれば色々な効果が生まれます。県内に多くの空き家があり、その対策が

課題にもなっています。地域貢献活動の関連団体との連携も深めながら、空き家の管理やサロンへの活用に、積

極的に取り組みます。 

 

 （４）学びあいセンター 

１００歳以上の人口が全国で７万人を超え、「人生１００歳時代」を迎えています。「人生の完成期を輝いて生き

る！」は、高齢者にとって必要不可欠な目的であり、「人生は二幕目がおもしろい」をテーマに新たなライフプランを

提案することのできるのは、私たちです。昨年度、県内各地で学び合いの講座に取り組みました。この取り組みを発

展させ、「１００歳大学」構想を検討します。 

 

 （５）ささえ愛たすけあい募金 

組合員の互助活動及び災害時に支援する「こころの受け皿」として、募金箱基金を設立します。 
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〔２〕共生型事業の展開 

 

 やまぐちささえ愛センター（和歌山市）の敷地内及び近隣に、多彩な機能をもった「共生型地域サービス事業所」を開

設し、高齢者・障害者・子育て・生活困窮者支援事業に取り組みます。事業実施にあたっては、自治会や包括支援セ

ンターをはじめ様々な地域資源・団体と連携します。また、紀南地域で、ささえ愛センターの新設を準備します。 

 

 （１）買物・困り事・相談支援事業 

○山口地区内の独居高齢者・外出困難な方・中山間地域の高齢者を対象に支援をおこないます 

○買物支援以外の困り事、相談支援も併せて実施します。ケースに応じて適切な支援先につなぎます。 

○事業を継続させて行くために、低額の利用料を設定します。 

 

 （２）子ども食堂・学習支援事業 

○生活困窮者自立支援事業の中の学習支援事業（生活保護受給者家庭等の子どもを対象にした事業。学力

の低下は貧困につながる）や子ども食堂の開設に取り組みます。 

 

 （３）認知症支援事業、難病・中途障害者支援事業、就労訓練事業、健康増進事業 

○認知症の方やご家族・友人、医療やケアの専門職、認知症について気になる人が気軽に集まり、なごやかな雰

囲気の中で交流を楽しむ場（にじいろカフェ）をつくります。また、難病・中途障害者の方が集える場づくりや、高齢者

や障害者の就労訓練、住民主体の健康体操（WAKAYAMA つれもて健康体操）に取り組みます。 

 

 （４）農産物直売所を拠点とした6次産業化事業【1次産業（農業）＋2次産業（加工業）＋3次産業（小売・飲食）】 

○ささえ愛センターの近隣に小規模農産物直売所を開設します（近隣農家の農産物販売） 

○小規模加工場を開設し、近隣の農産物を使った農産加工製造業（焼菓子・惣菜等）に取組みます。 

○農産物の組合員への宅配をおこないます。 

○子ども食堂で、近隣の農産物を材料とした食事を提供します。 
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４ 管理・運営 

 

 ～生活協同組合として、事業・経営、組織・運動を支え、 

                 充実発展させていくための仕組みをつくろう～ 

 

 

〔１〕執行体制 計画を推進するための執行体制（役割分担）と、生協学習の充実 

     ①生協組織の充実・強化 

     ②介護事業の２０１８モデルの構築 

     ③助け合いの地域づくり推進 

     ④新規事業の推進 

【２０１６年度組織図】

組合員

理事会

介護事業部

居宅部門

訪問部門

通所部門

住宅部門

新規事業部

生きがい・暮らし応援

共生型事業

組合員活動

サービス部

交流

ささえ愛センター

新たな基盤整備

プロジェクト

本部事務局

（生協強化・広報）

顧問会
監事会

 

 

〔２〕組合員組織の充実  ①広報（機関紙「北東西南」、ホームページ、フェイスブック） 

    ②支部・班のルールづくり 

    ③組合員（出資金）管理の仕組みの変更 

〔３〕職員組織の充実  ①よい職場づくり構想 

    ②新人事制度の策定、目標管理の導入 

    ③教育制度（職員全体研修、新人研修、資格取得支援） 

〔４〕事業・組織を守る  ①介護事業所に対する第３者委員会、内部監査 

    ②職員のストレスチェック、法令順守 

    ③法人規則の整備（文書管理、印鑑管理など） 
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