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第１号議案 2018 年度事業報告承認の件
第 20 回総代会をめぐる情勢と課題
はじめに
1999 年の設⽴から 20 年が経とうとしています。当時の⾼齢化率 16％は、2020 年推計 28.9％の半分程度。
⾼齢者が増えることによる財政問題が社会で⾔われはじめた折に、⾼齢協の掲げた理念「⼈⽣の完成期、輝いて⽣き
る︕」は、多くの⼈脈や知識、経験を有する⾼齢者が、社会を⽀える⽴場になることで、当⼈だけでなく社会全体を輝
かす存在であるとして、⼒強いメッセージを早期に社会に発信してきました。
令和は、⼈⽣ 100 年時代と⾔われています。新しい時代がはじまるという、あたかも明るい演出で隠そうとしている現
実には⽭盾と破綻がすぐそこに迫っています。
2000 年代は、新⾃由主義経済による格差の拡⼤と⾃⼰責任論がおおいに強まりました。企業の内部留保は拡⼤
をつづける⼀⽅で、労働分配率は低⽔準を記録しています。企業に使い捨てられる派遣切りや雇い⽌め、ブラック企業
の働かせ⽅の問題が次々に明るみになり命が軽視されています。国際間の緊張を理由に、防衛費は増⼤をつづけ、沖
縄県⺠投票で辺野古埋め⽴て反対 72％を、政府が無視し⺠意を軽視しています。年⾦が削減される⼀⽅、10 ⽉
にも消費増税がおこなわれ、医療や介護の⾃⼰負担割合が上昇し、⽣活不安は増⼤し続けています。和歌⼭県の
医療構想で⼊院ベッド数が 3000 床削減され、早期退院が推し進められるなど、⾼齢者の尊厳を痛めつける世相が
⾊濃くなっています。
介護保険制度ができて 20 年を迎えますが、介護殺⼈・介護⼼中は 2 週間に 1 度の頻度でおきています。介護離
職は増え続け年間 10 万⼈にも及びます。介護のなり⼿が⾜らず和歌⼭では数年後に 4000 ⼈が不⾜といわれてい
ます。安⼼できる制度とは到底⾔うことができません。
単に⻑寿ではなく健康寿命をいかにのばせるかに関⼼が集まっています。5 ⼈に 1 ⼈がなると⾔われる認知症へのお
それ、誰にも迷惑を掛けずに亡くなりたいという切望は誰にもありますが、もしものその時を、家族間で話し合っている割
合はすくないと⾔われています。不安が絶えずつきまといます。また 8050 問題（50 代前後の引きこもりの⼦どもを 80
代前後の親が養っている状態）は、深刻な問題をはらんでいます。増えている孤⽴死、無縁社会は、⾼齢者だけでな
く、40 代からの現役世代にもおよぶ現代社会の問題です。
同時に、福祉の公的責任を縮⼩し、⾃助や互助に責任をうつす流れで、政府は「地域包括ケア」、「コミュニティケア」
をすすめています。地域包括ケアには、助け合い・ささえあいなど、⾒栄えのよい、⽿触りのよい⾔葉があふれていますが、
こうした流れが背景にあることを⾒落としてはいけません。
2015 年から 2017 年にかけて、⾼齢協は「⽣きづらさを抱えるすべての⽅に」⼒になれる存在を⽬指して、「共⽣型
総合福祉拠点」の整備を⾏いました。【和歌⼭市・⽩浜町】。介護事業の設⽴、統合をおこなうと同時に、はじめて、
障害者就労継続⽀援事業所を設⽴し、中途障害や⾼次脳機能障害の⽅の⼤切な居場所になっています。ささえ愛
センターでは、地域の⽅が交流、健康づくり、サークル活動から、地域の⽀え⼿としても活躍をはじめています。⼤きな事
3

業のため、組合員より多額の資⾦をお借りして実現することができました。3 年間の⾚字決算が続きましたが、2018 年
度より⿊字化しています。⼀⽅で、6 年連続で事業所の閉鎖や分離があり、制度の波が直撃する構造の、単独事業
の事業所の困難性が浮き彫りになりました。その中にあって、法⼈全体の事業⾼はゆるやかに右肩上がりを維持してい
るところは、１つの強さと⾔うことができます。全ての地域で、総合型複合型への事業転換が急がれます。
⽇本⾼齢者⽣活協同組合連合会では、全国２0 の⾼齢協が加盟しています。有益な情報交換やこれから進むべ
き⽅向性が論議されています。全国 5 万⼈の組合員の⼒で、⾼齢協運動を広げます。
⽬指している 2021 モデルを紹介します。
・多様な制度活⽤と⾏政・地域と連携した「認知症の⼀⼈歩きが当たり前の地域づくりへ」
・在宅介護・看取りのニーズに向き合う、経験を寄せ合い「⾼齢協ブランドの保険外サービスづくりへ」
・健康づくりと学習・懇談を複合的に展開する「社会連帯・つながりの場・⼈づくりへ」
全国の多くの⾼齢協が 20 年を迎えようとしています。介護福祉事業が中⼼となってきた⾼齢協が、仕事おこし・⽣
きがいづくりに回帰し、「⾼齢者⾃らが地域のためにもなり、⾃分の⽣きがいづくりにつながる仕事や場をつくることで、世
代をこえた⽀え合いの社会を実現していく組織」という⾼齢協のオリジナルブランドストーリーを、世の中に伝える必要性
を確認しました。こうした時代や情勢にあって、⾼齢協が⽬指す姿はいうなれば「シニアパワー for everybody」。⾼
齢者の仕事や⼦育ての経験を地域のためにいかそう。定年間際のプレシニア層や地域活動に興味がある多くの世代に
対しても誘い掛ける⾔葉となります。
最後に、20 周年を迎えるわたしたち和歌⼭⾼齢者⽣活協同組合。４回の準備会、４回のワークショップ（全職
員研修、全所⻑、執⾏部会、準備会）を⾏いました。議論で浮かび上がったのは単なる企画にとどまらず、「多くの仲
間を迎え⼊れよう」「もっとも協同組合らしい協同組合に」「健康⻑寿おたがいさまの居場所づくり」「⽀え愛、ふれ愛、た
すけ愛➡みつめ愛」の⽬標をもち、多くの組合員との対話と参加を成功の要として、県内各地での催しや新たなネットワ
ークの構築、物流などの多くの事業への取り組みです。
そうした中で、⾼齢協運動の理解と参加をすすめ、組合員の新たな仲間と出資増資を増やしさらなる事業活動をよ
びかけます。（第４次 組合債権運動 4000 万円）
設⽴時に尽⼒された⽅の多くが、８０代前後をむかえています。ボランティアで⽀えてくれた⽅々のおかげで、このよう
に成⻑することができました。設⽴時の思いをしっかりと継承し、未来へと。思いと⼈を編み直し、決して切れないものに
強くすることが２０年を迎える私たちの役⽬です。「⼈⽣の完成期、輝いて⽣きるために」⾼齢協の運動はますます⼤
切です。ともにがんばってまいりましょう︕
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１ 事業・経営
事業所概況（⼀覧）
事業所名
和歌⼭ケアプランセンター

主なサービス種類
居宅介護

特徴
７名体制。特定事業所加算事業所。主任ケアマネ 6 名。

伊都・橋本ケアプランセンター

１名体制。定年退職により 2 名減。募集中。

⽩浜ケアプランセンター

２名体制。2018 年に⽥辺市から⽩浜町へ移転。

わかやま訪問介護

訪問介護

19 年 1 ⽉より新所⻑。在籍スタッフ 47 名。研修強化。

伊都・橋本事業所

常勤 5 名。障害者ケアに重点をおく。唯⼀の介護タクシー。

御坊・⽇⾼事業所

不利な単独事業所を跳ね返す所⻑とヘルパーのチーム⼒。

かみとんだおたっしゃ館

サ⾼住（訪問）

要介護度の重い利⽤者が多い。10 年ほぼ満室を達成。

やまぐちおたっしゃ館

サ⾼住

4 年⽬。⽐較的軽度利⽤者が多い。⾃前の厨房。

⽩浜ぬくもりの⾥

デイサービス

認知症対応に重点をおく。⻑期継続職員が多い。

れくらん
ワークショップてとて

理学療法⼠、⾔語聴覚⼠によるリハビリ体制に特徴。
障害者就労継続⽀援 B 型

中途障害・⾼次脳機能障害に特化したスタイルの作業所。

〔１〕認知症・看取りを地域でささえる
（１）共⽣型総合福祉拠点の整備
①⽩浜ぬくもりの⾥が４⽉にオープンしました。（２つのデイサービスが統合、ケアプランセンターが移転）。サービスの
持ち味をそのままに、環境がさらに良くなったことで、順調に利⽤が増えています。送迎など⼈⼿が⾜りないところを地域
組合員さんに助けていただいていますが、住まいの整備計画と組合員拠点設置の議論は具体化しませんでした。
②紀中は、⽇⾼川町での障害者施設の建設検討にむけて、現地メンバーと話し合いがはじまりました。③わかやまエリ
アの総合化は、まだまだ可能性があり、引き続き経営と質の向上について取り組みます。

（２）ケアの質の向上
全職員研修では実践事例の発表（３本）と、「認知症と共に⽣きるわたしたち」をテーマに外部講師による講演、
「⾃分の家族が認知症になったら」のディスカッションをおこないました。
常勤職員（約５０名）を対象に、⽬標⾯談をおこない、本⼈の資質向上と事業所のサポート⼒ UP に取り組み
ました。事業所格差はありますが、外部研修への参加回数は少しずつ増えています。
わかやま訪問介護事業所では、１年かけてオリジナルマニュアル作成に取り組み完成しました。
ケアマネ受験対策講座を 2 か所で開催しました（受験者８名）。
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〔２〕共⽣社会実現にむけて
（１） 中途障害・⾼次脳機能障害の⽅をささえる
ワークショップてとてが５⽉で 2 周年をむかえ、ご利⽤者も 18 名に増えました。「⾃分は途⽅に暮れていた」と声を
つまらせ感謝されたある男性利⽤者。作業内容も、当初のタオル折りから、おたっしゃ館の掃除や個々の専⾨性を活
かした内容にレベルアップしています。てとてを卒業し、次なる職場へとすすむ⽅もいます。７０代の⾼齢者がボランテ
ィアで関わっています。助け合いながら、個別性を尊重する、和歌⼭でなくてはならない作業所に育ちつつあります。

（２）共⽣型の就労の場づくり
公共交通機関が衰退した地域にあって、⾼齢者の買物病院付き添い事業をモデル的に⾏いました。その折、⾼次
脳機能障害をもつ⻘年が、⾼齢者を⾞いすで介助した際に、かつての⾃分の仕事を思い出し元気になるシーンがあり
ました。普段、⽀えられる側が⽀える側になる、こうした関係づくりが共⽣社会に必要です。ニッセイ財団シンポジウムに
て発表をおこない、⾼い評価を得ました。しかし期待されていた、農福連携、６次産業活⽤はすすみませんでした。

〔３〕経営⽬標の到達
3 年連続の⾚字でしたが本年度は、８４万円の⿊字となりました。３年間で⽴ち上げた新規事業所の奮闘にめざ
ましいものがありました。加えて、既存事業所の⽇常の経営向上の努⼒。①役員活動費の停⽌、②処遇改善相当分
の⽀給⾒直し、③厨房内製化、④本部体制の不補充などにより⽀出を確実に抑えました。
⼈員不⾜の課題には、８職種で賃⾦ UP し、さまざまな⼯夫を重ねた結果、（⼗分とはいえず引き続き改善が必
要ですが）、事業所での効果的な採⽤・定着が前進し、事業基盤が強くなりました。
那賀事業所を 6 ⽉末で閉鎖しました
○事業⾼⽬標
○経常剰余⽬標

４億２７６７万円
２万円

⇒実績 ４億０３２７万円（９７．3％）
⇒実績

８４万円
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２ 組織・運動
〔１〕 共⽣の地域づくりにむけ⽀え合い活動に取り組みました

（１）やまぐちささえ愛センターの活動（和歌⼭市⾥）
体操やサークル活動等により年間利⽤者が３８９０名にのぼりました。５０名もの新規加⼊がすすみ、⼤きな活
動拠点となっています。活動参加メンバーにより、てとてのボランティア活動や⾼齢者施設への慰問がはじまりました。お
たっしゃ館に⼊居中の⽅も安⼼してセンター活動に参加できています。「よろず相談窓⼝」はてとてに設置し、地域の声
の受け⽫となっています。こうした共⽣型地域づくりの取り組みが、ラジオ深夜便、ニュース和歌⼭、Better Care に掲
載されました。

（２）にじいろカフェ（認知症カフェ）認知症の⽅が安⼼して暮らせる地域づくり
実⾏委員として、にじいろカフェを６回開催しました。ゲストの中には、参加を最初はいやがっていた⽅も「お⼿伝いな
ら⾏くわ」と笑顔で参加されています。包括⽀援センターが配るチラシや、和歌⼭市のホームページをご覧になって、毎回
初めての⽅が来られます。毎⽉開催ができないか、当事者の想いを実現するためにはなど、熱⼼な議論を⾏っています。
並⾏し、⼭⼝地区社会福祉協議会発⾏の「あさもよし」に実⾏委員会として寄稿し、安⼼して暮らせる地域づくりに、
連携して取り組んでいます。
認知症の普及啓もうのための「Run 伴」に 3 名が「チームおたっしゃ倶楽部」で参加しました。

（３）いっぷく亭紀和庵の活動（和歌⼭市中之島）
週 2 回のいっぷく亭の活動が地域で定着しています。活動参加メンバーが、そろって短編映画「河⻄橋」に登場し、
懐かしい拠点として新聞や、⼤学の研究に取り上げられる等、静かな注⽬を集めています。

〔２〕 命と暮らしを守る運動への参加
（１）「平和と⼈権を守る」
・⻄⽇本豪⾬災害に役職員と法⼈から「67,602 円」を⽇本労働者協同組合中四国事業本部へ送⾦しました。
・宮城県気仙沼、岩⼿県陸前⾼⽥等をめぐる⾼齢協連合会主催の震災復興⽀援ツアーに 1 名派遣参加しました。
・第 32 回⽇本⾼齢者⼤会 in 熱海に、3 名で参加しました。浜矩⼦⽒（同志社⼤学⼤学院教授）による講演が
わかりやすいと好評でした。
・第 26 回和歌⼭県⾼齢者⼤会などに参加しました。
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（２） ⽣協の⼒で地域創⽣
わかやま NPO センターの補助⾦を申請し、「①伊都・橋本地域フォーラム事業」「②⽩浜地域ファシリテーター事業」
を実施しました。①では⾼齢協役員３名が現地実⾏委員会の中⼼メンバーとなり、閉園となった伏原保育所の再活
⽤をすすめるフォーラムを開催。12 ⽉ 1 ⽇の当⽇は 350 名が参加し⼤成功をおさめました。②では、耕作放棄地が
増えている⽩浜で、県林業試験場が特産品として⼒をいれているイタドリに着⽬。イタドリの栽培、加⼯、販売を通じて、
⾼齢者や障害者の仕事おこしを⽬指し 2 ⽉ 24 ⽇にイタドリ植栽イベントを開催しました
ニュース２回発⾏しました。

（３） 協同組合学習
①全職員研修で「⽣協で、働くとはどういうことか」をテーマに杉原監事の講演およびディスカッションを開催。②⼩⻑
⾕理事による「農業協同組合研究〜協同組合に関する理解促進と当法⼈の経営改善の⽅法模索のために」の⼩
論⽂発表、③⽇本協同組合学会会⻑の⽥中夏⼦⽒（⻑野県⾼齢協理事）による「いのちと暮らしを⽀える協同
組合 ~⾼齢協の活動・仕事を通して考える~」の役職員向け勉強会を開催しました。

〔３〕 ２０周年にむかう組織づくり
2019 年 1 ⽉に 20 周年記念事業準備会を結成、4 回のワークショップで役職員の意⾒を集約しました。
多種多様な意⾒を整理し、「多くの仲間を迎え⼊れよう」「最も協同組合らしい組織に」「健康⻑寿 おたがいさまの居
場所づくり」「⽀え愛、ふれ愛、助け愛→みつめ愛」などの⽬標をもった、５つの活動系統をつくりました。当初は、忙しく
なるばかりという不安感も強かったのですが、ムリなく皆の⼒で頑張ろう︕というムードが⽣まれつつあります。

〔４〕 組合員加⼊・出資⾦⽬標の到達
○加⼊到達⽬標 ４０８６名（＋２００名）⇒実績４１６４名（＋７８名）
○出資⾦到達⽬標 ３８８５万円（＋１６５万円）⇒実績３８８６万（＋１万円）
前期末
組合員数
出資総⼝数
出資⾦総額

当期加⼊者

当期脱退者

期末残⾼

4,086 ⼈

135 ⼈

57 ⼈

4,164 ⼈

38,580 ⼝

914 ⼝

903 ⼝

38,869 ⼝

38,858,000

914,000

903,000

38,869,000

円

円

円

円

加⼊活動は停滞しました。脱退、減資がすすんでいます。事業に偏ったことが⼀因です。
魅⼒ある組織活動を打ち出し、仲間づくりをすすめるために 20 周年の取り組みを最⼤限活性化させます。
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３ 管理・運営
（１） 新⼈事制度および、研修費⽤補助の運⽤
新⼈事制度の本格運⽤にむけて 2 年⽬の⽬標⾯談（常勤職員のみ）を実施しました。しかし、事業所間でのば
らつきが⼤きく、給与との連動は慎重を要します。学ぶ⽂化の創出にむけて、実践事例募集を⾏いましたが 3 本にとど
まりました。研修費⽤の⽴替および免除制度の利⽤は、１０件３１万円と活⽤がすすんでいます。

（２） 財務状況の強化
財務状況の強化。2015 年〜2017 年の⾚字により、借⼊⾦の増加、⾃⼰資本の減少などのリスクが発⽣してい
ます。跳ね返し事業を継続発展していくために、全所⻑、役員で学習討議を⾏いました。

（３） ⾼齢協連合会企画への参加
共⽣型総合化への学習を深め、実践をすすめるために、所⻑クラスの事業の中⼼メンバーが連合会企画に積極参
加しています。（第 1 回⻄⽇本ブロック会議 2 名・第 2 回 4 名・第 3 回 7 名・震災復興ツアー1 名・ガバナンスセミ
ナー2 名・リーダーセミナー2 名）

（４） 災害やインフルエンザへの備え
インフルエンザ猛威をふるい、てとては３⽇閉鎖し、やまぐちおたっしゃ館では利⽤者・職員の予防徹底を⾏いました。
9 ⽉の台⾵では停電や備蓄に対する備えの弱さが露呈しました。備品の整備や、緊急時対応マニュアルの整備をおこ
ない、ソフトハードともにリスク管理体制の構築が急務です。
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Ⅲ．役員に関する事項
① 役員⼀覧表
役名
理事⻑
(代表理事)
副理事⻑

⽒名

略歴等

⽥中 秀樹

現職 H26 年 6 ⽉就任
社会福祉法⼈⼀⻨会 理事⻑

宇治⽥ 康司

現職 H14 年 5 ⽉就任
社会福祉法⼈いこい 副理事⻑

中 マチ⼦
上森 成⼈
専務理事

内⽥ 嘉⾼

理事

市野 弘

⼭⽥ 三代⼠

現職 H22 年 5 ⽉就任
現職 H27 年 6 ⽉就任
NPO 法⼈和歌⼭保健科学センター 理事⻑
現職 H28 年 6 ⽉就任
和歌⼭⼤学 准教授
現職 H14 年 5 ⽉就任
社会福祉法⼈⼀峰会 監事

芝⽥ 努

現職 H24 年 6 ⽉就任

⼭⽥ 俊治

現職 H28 年 6 ⽉就任

北⽥ 千惠

現職 H20 年 5 ⽉就任

畠⼭ 穂美

現職 H24 年 6 ⽉就任

⼩⻑⾕ 恭史

現職 H28 年 6 ⽉就任

井上 美⾹

現職 H18 年 5 ⽉就任

⼭本 功

現職 H29 年 6 ⽉就任

堂本 育司

現職 H29 年 6 ⽉就任

阪⽥ 充弘

現職 H29 年 6 ⽉就任

坂⼝ 圭⼦

現職 H29 年 6 ⽉就任

下向 俊夫

現職 H29 年 6 ⽉就任

柏⽊ 克之

現職 H29 年 6 ⽉就任

横畑 真治

現職 H29 年 6 ⽉就任

⾼林 稔

現職 H26 年 6 ⽉就任
現職 H11 年 12 ⽉就任
⼀般社団法⼈共助のまちづくり協会 理事⻑
現職 H11 年 12 ⽉就任
NPO 法⼈⼦供 NPO 和歌⼭県センター 理事

⾦川 めぐみ

監事

現職 H26 年 6 ⽉就任
現職 H11 年 12 ⽉就任
⽇本⾼齢者⽣活協同組合連合会 常任理事

島 久美⼦
⽇野 のぞみ
杉原 通男

現職 H28 年 6 ⽉就任

志場 久起

現職 H28 年 6 ⽉就任
10

NPO 法⼈わかやま NPO センター 副理事⻑
Ⅳ．職員数及びその増減の状況
区分
常勤職員
パート職員
総数

前期末数

57
121
178

当期末数

54
96
150
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Ⅴ．業務の運営の組織に関する事項

Ⅵ．施設の設置状況に関する事項

施設名

区分

１ 事務所
本部・事務局
いっぷく亭 紀和庵
やまぐちささえ愛センター
和我楽の家
２ 訪問介護事業所
わかやま訪問介護事業所
伊都・橋本事業所
御坊・⽇⾼事業所
⽥辺事業所
３ 通所介護事業所
⽩浜ぬくもりの⾥
れくらん
４ 居宅介護⽀援事業所
和歌⼭ケアプランセンター
伊都・橋本ケアプランセンター
⽩浜ケアプランセンター
５ サービス付き⾼齢者向け住宅
かみとんだおたっしゃ館
やまぐちおたっしゃ館

所在地

和歌⼭市⾥ 198-1
和歌⼭市中ノ島 782
歌⼭市⾥ 198-3
紀の川市上野 299-1
和歌⼭市楠⾒中 240-49
橋本市⾼野⼝町伏原 243
御坊市薗 531-7
上富⽥町救⾺渓 185-7
⽩浜町才野 1322
和歌⼭市⾥ 198-2

建物
延床⾯積 事業所⾯ 摘
要
（㎡）
積
（㎡）
66
119
117
90
62
91
30
33
220.2
148.5

66 ※
119
117 ※
90
62
91
30
33
198.5 ※
148.5 ※

和歌⼭市中ノ島 758
橋本市⾼野⼝町伏原 243
⽩浜町才野1322

20

20

220.2

21.7

上富⽥町⽣⾺ 3225-19
和歌⼭市⾥ 198-2

416
553.5

416
553.5 ※
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６ 就労継続⽀援B型作業所
ワークショップてとて

和歌⼭市⾥ 266

93.8

93.8

第４号議案 2019 年度事業計画承認の件
2025 ビジョンまで 6 年

中⻑期計画第 2 期・2018-2020 の 2 年⽬

光り輝く⾼齢社会の実現に向けて
（１）わたしたちの理念（使命、ビジョン、基本となる価値観、⾏動原則）

使命
「人生の完成期を
輝いて生きる！」
ビジョン

「福祉社会」
「共生社会」
基本となる価値観

「共同互助の精神」
「自主・自立」
「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために」
行動原則

「高齢者が主人公」
「地域の福祉力を高める」
「結」
「協同組合原則」
（２）協同組合原則
『協同組合原則』（１９９５年ＩＣＡ国際協同組合同盟の総会で採択された協同組合の運営指針）の要旨
【７つの原則】
①⾃発的でオープンな組合員制度

加⼊・脱退は⼀⼈ひとりの⾃由

②組合員による⺠主的な運営

平等な議決権と主体的な参加

③組合員による財産の形成と管理

公平に出資し、剰余⾦はみんなのために活⽤

④組合員の⾃治・⾃⽴

他に依存したり従属してはならない

⑤教育・研修と広報活動の促進

学び合う場としての協同組合

⑥協同組合間の協同

協同組合どうしで⼿を結ぼう

⑦地域社会への配慮

環境を守り、暮らしやすい地域をつくる

13

（３）２０２５ビジョン

１ ケアの拠点に組合員・職員の活動拠点（ささえ愛センター）を併設し、多様な社会資源と結び、コミュニティケア
（⾼齢協らしい地域包括ケア）が確⽴されている。

２ ⾼齢者や障がい者の介護、⽣活⽀援（働⾷住）、成年後⾒、エンディング、流通、理美容、保健・医療などに
総合的に取り組み、拠点のある地域のニーズに応じて事業を展開している。

３ 役職員・組合員の共育システムが確⽴され、在宅を⽀えきるケア（看取り、24 時間 365 ⽇）、制度福祉の隙
間を埋めるケア（トータルケア）が実践されている。

４ ⾼齢者が社会課題の解決に取り組み（社会に⽀えられる存在から社会を⽀える存在へ）、⼦ども、若者、⼥性、
⾼齢者、⽣活に困難を抱える⽅が、地域で⽀え合う共⽣社会を実現している。

５ 事業拠点のある⽇常⽣活圏域（中学校区）で、ひとりぼっちの⾼齢者がいない地域、認知症⾼齢者が暮らせる
地域をつくっている。

６ F（⾷糧）・E（エネルギー）・C（ケア）の⾃給を進める地域づくりに取り組み、⾼齢者が主体となって社会的
就労の場をうみだしている。

７ 五千⼈の組合員、県内全ての市町村で組合員を組織し、⾃治体に対して、平和を守り福祉を充実する政策を
提⾔する⼒を有している。
８ 和歌⼭の福祉を⽀える⼈を結ぶネットワークを構築し、福祉を⽀える⼈材を育成し、夢と希望をもって働ける職場
をつくりだしている。
９ 適正な事業剰余を⽣み、さらなる事業展開を準備するに⼗分な経営基盤がつくられている。
また、多様な資⾦活⽤の⽅法が確⽴されている。
10 ⾼齢者⼈⼝の減少に備えた事業の転換が企画、準備されている。

14

（４）20 周年を節⽬に強化する特徴的な活動
物流

100 歳⼤学「⼈⽣は⼆幕⽬が⾯⽩い」
⼈材育成、⼈の紹介やボランティア派遣。
物販事業、マルシェの開催、カフェ事業
施設管理、委託事業の研究。空き家登録・紹介斡旋

くらし

健康体操・ヨガ教室。うたごえ喫茶。
なんでも相談、よろず相談。
居場所づくり、ささえ愛センター
居住福祉研究会、視察調査

地域

健康⻑寿への活動
仲間づくり、旅⾏・⾷事会
事業活動の⽴上げ⽀援
⾷を通した交流活動（伝統⾷、⾃慢料理、加⼯品）

情報

制作（パンフレット、のぼり、看板刷新）
情報発信（SNS 活⽤、ホームページ修正、ニュース発⾏）
書籍出版
⾼齢者、障害者情報センター

記念事業

県内地域・事業所記念事業
表彰
記念品作成
他団体との合同企画

〔１〕地域助け合いネットワークの構築
（１） 家庭での困りごとを助け合うネットワークです。地域の事業者、⾼齢協の有償ボランティアで応援します。
（２） なんでも相談では、詳しく聞かせていただき、専⾨家もご紹介します（介護、医療、法律、福祉、年⾦、相続など）
いずれも、⾼齢協が連携している⽅々です。
① 伊都・橋本、②那賀、③和歌⼭・海南、④御坊・⽇⾼、⑤⽥辺・⻄牟婁の 5 か所でネットワークを構築する
予定です。参加いただける事業所も同時募集します。

15

〔２〕⼀般社団法⼈の設⽴
⽣協法⼈では受託できない事業や、組合員以外にサービス提供ができないなどのある種の縛りがあります。⾼齢協
の理念を達成するために、別法⼈を設⽴します。（全国の他の⾼齢協でも、過半数が別法⼈を設置しています）
⾮営利型の⼀般社団法⼈です。名称「⼀般社団法⼈ 和歌⼭ LOG シニアコープ」。
・物品販売

・カフェ（サロン） ・施設管理受託

・ボランティア派遣

・教育研修 など

〔３〕社会連帯、協同組合間連携の強化
思いを同じくする団体や法⼈と連携し、組合員や地域が必要とする様々な課題に迫ります。
ちいき暮らしサポートセンターわかやま（住居のお困りごと、住まいの紹介）、ホップシード基⾦（新しい取り組み、事業
への資⾦貸し出し）、みんなの家和佐（地域の居場所づくり）、わかやま NPO センター（地域ファシリテーター養成
事業、地域フォーラム開催事業）等々。

〔４〕広報強化
地域に⾼齢協のことをひろく知ってもらえているとは⾔えません。また、充分に組合員への情報が届いている状況とは
いえません。パンフレット（クリアファイルに最新の情報を差し込みタイプ）、書籍（20 年の歴史と今後の展開）、
SNS 活⽤（Facebook や LINE）、ホームページの充実、のぼりや看板の刷新を⾏います。

〔５〕既存活動のサポート強化
いっぷく亭紀和庵の周辺の⾼齢者宅調査の実施。旅⾏倶楽部の⽇帰り旅⾏版の拡⼤。お助け隊再結成にむけて
の準備。10 年ぶりの⽵とんぼリーダー養成講座の開催、など既存活動のバックアップをおこないます。

〔６〕新しい活動
販売 グルメ 占い 体験開催の⻨わらマルシェ（和歌⼭市・隔⽉ 主催︓⻨わら事務所、⾼齢協）、わがらカフェ
（紀の川市・⽉ 1 回以上開催）、居住福祉研究会（視察調査）、など新しい活動で、組合員や地域の充実に取
り組みます。

〔７〕地域事業所からの活動
⽩浜ぬくもりの⾥ 1 周年とセットで「餅まきイベント」（6 ⽉〜７⽉）、伊都・橋本事業所での「⼣涼み夏まつり」（7
⽉ 12 ⽇⼣⽅）、おたっしゃ館でのお祝い御膳など 準備が整い次第、各事業所でも記念した活動を⾏います。

いっそうの対話と参加が成功です
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１ 事業・経営の計画
〔１〕 認知症・看取りを地域で⽀えるために
（１）共⽣型総合福祉拠点の整備
既存拠点の充実とまだ整備の⼿が及んでいない地域での事業展開が急がれます。（整備とは事業計画、設計、
着⼯、資⾦づくり、申請、組織づくり、⼈材採⽤・教育などです）
① ⽩浜エリア

サービス付き⾼齢者向け住宅と、障害者就労継続⽀援事業所の整備

② 御坊・⽇⾼エリア ⽇⾼川町での障害者グループホーム、併設作業所の整備
③ 伊都・橋本エリア 橋本市での障害者就労継続⽀援事業所の整備
④ 和歌⼭エリア

整備した 5 拠点の相乗効果と⿊字化。

くわえて、組合員活動拠点を整備し、活動と事業の相互連携を深めます。
（２）ケアの質の向上
認知症への取り組みは、当事者の希望に沿った⼤胆で先進的な事例が全国的に増えています。先進地の視察や
試験的事業の実施を奨励し、働く職員がやりがいをさらに感じる現場にします。
認知症の⽅へのコミュニケーション⽅法の学習や、その⽅を中⼼においたケア構築、認知症実践者研修の受講推進
など、引き続き学習機会を確保します。看取りについて、変化する時代にあわせて、医療との連携を深め、学習機会を
増やします。また、事業所ごとの「サービス理念」を明⽂化および⾒直して、時代にあったものにします。
〔２〕 共⽣社会実現に向けて
（１）アセスメントから更なるニーズの実現に
利⽤者の希望、あるいは関わる⽅の気づきによって、総合福祉拠点ならではのことが⽣まれています。（⼊居者がささ
え愛センターの体操教室やカラオケ会に参加・ささ愛センター活動グループがデイサービスれくらんでの演奏会実施・同じ
くボランティア活動に参加）このような事例を増やし、単独拠点では成しえなかった充実を明らかにしていきます。
（２）共⽣型の就労の場づくり
「⼈の役に⽴ちたい」と多くの⽅が願っています。「危ないから」「何かあったら」という理由で、福祉現場から利⽤者にそ
うした機会提供のケースは多くはありません。ゆるやかな就労、地域のお役にたてる活動、誰かのためになる機会を⾒つ
けだし、わずかでも報酬が発⽣する、そうした事例に取り組んでいきます。
（３）きょうされん・わされんへの加盟
ワークショップてとてが、障害のある⼈たちが、あたりまえに働き、⾃分でえらんだ暮らしを送ることのできる社会の実現を
めざし「きょうされん（共同作業所全国連絡会）・わされん（和歌⼭県共同作業所連絡会）」に加盟します
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２ 組織・運動の計画
〔１〕認知症の⽅が安⼼して暮らせる地域づくり
新たに⽩浜町で認知症カフェを開催します。家族の介護負担の軽減と、認知症の正しい知識の普及や、⾒守り機
能の強化を⾏い、住み慣れた地域で安⼼して尊厳ある⽣活を継続できる地域づくりの⼀助となります。紀の川市打⽥
町でも、⽉ 1 回のわがらカフェを開催し、認知症予防や居場所づくりに取り組みます。

〔２〕⾃分が希望する看取りへと
誰にもおとずれる「死」。⾃分の希望する最期を、「もしものための話し合い」として本⼈が家族、主治医や、介護者た
ちと⼤切にしている価値観を共有することを ACP（アドバンスケアプランニング）と⾔い、折に触れて継続することが⼤
切です。デリケートな死の話題を、思わず会話が弾むカードゲーム形式で⾏う「もしバナゲーム」を、ケア職員が出向いて、
地域の懇談会などで話題提供の機会をつくります。

〔３〕20 周年は、組織強化のビッグチャンス
20 周年諸企画を通じて、滞っていた情報やつながりの流れを良くして、出会いと交流により組織を蘇らせていきたい。
多くの⽅が地域の拠点（紀和庵やささえ愛センター、わがらカフェの地域拠点と、ケアセンターおたっしゃ倶楽部の各事
業所、ワークショップてとて、本部）に⾜を運んで、気軽に相談していただけるよう⼯夫をおこないます。
紀南ファシリテーター事業を通して結成された「チームゴンパチ」は、⽩浜町の耕作放棄地を県が⼒を⼊れているゴンパ
チの栽培に活⽤し、加⼯販売に⾼齢者や障害者の就労も⽬標にしています。橋本市の旧伏原保育所の再活⽤に向
けて、引き続き新たなる基盤整備プロジェクトの⼀員として、現地実⾏委員会を⽀援します。

〔４〕平和と⼈権を守るために
「平和」、「⼈権」、「社会保障」をテーマに、学びを深め、改善に向けて働きかけをおこないます。
【参加する⾏動】
○第 3３回⽇本⾼齢者⼤会、第 2７回和歌⼭県⾼齢者⼤会、各市町村⾼齢者⼤会
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３ 管理・運営の計画
〔１〕 執⾏体制

① 経営委員会を新たに設置し、中⻑期的な視座から、⾼齢協の継続発展のために必要なこと、「何を」「何に」
「どのように変えるか」を研究議論し理事会に提起します。
② 新たに設置する「⼀般社団法⼈和歌⼭ LOG シニアコープ」。新規事業の⽴上げや、組合員増加にむけて
⼆⼈三脚で取り組みます。

〔２〕 ⼈が育ち・事業が育つ職場づくり
新⼈事制度の定着にむけて、⽬標プロセスシートの試⾏を継続します。処遇改善加算を活⽤した賃⾦体系の充実
に取り組みます。これまで整備していない新⼈教育マニュアルや、⾯接・⾯談技術の向上を通して、⼈が育つことをより
意識した職場づくりを⾏います。
3 年⽬となる介護実践事例発表には、さらにきめ細かな現場での実践を取り上げられるよう努めます。

〔３〕 防災意識の向上と対策
介護・福祉部会が中⼼となり、避難計画と訓練実施で災害時の連絡体制構築と、備蓄整備をおこないます。特に
２か所の住宅では、課題となる電⼒確保に設備装備の検討を⾏っていきます。
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