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「ようこそ 岩手高齢協へ」 
        私たちは、高齢者・地域の どんなささやかな願いも 
                    真心こめて 実現に努力しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県高齢者福祉生活協同組合 

〒 020-0822 
盛岡市茶畑二丁目２１番１５号 
電 話 ０１９－６５３－５８３０ 
ＦＡＸ ０１９－６５３－００５９ 

Ｅメール honbu@koureikyou.org 

 

  寝たきりにならない、しない 

  元気な高齢者がもっと元気に 

  一人ぼっちの高齢者をなくそう 

  支えられる存在から、社会を支える存在へ 
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 この「岩手高齢協のしおり」は、私たち高齢協の概況を知っていただく 

ための概略資料です。 

 詳しくお知りになりたい場合は、お気軽に本部事務局にお尋ね願います。 
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Ⅰ はじめに 

 

１ 超高齢化社会に突入した日本の状況を見て、「自分達の老後は、自分達で考え、

行動し、守り、創っていこう」との理念の下 １９９９年（平成１１年）４月１

７日 岩手高齢協が誕生しました。 

２ 思えば、組合設立宣言に「～高齢期の人生に生きがいと希望を見出すため集う」

として、具体的に「私たちは、命の尊さを教える存在、人間らしい文化を育てる

存在～」と活動方向を謳い、「新しい時代を生み出していく社会の原動力になる

に違いありません」と、確信と希望を発信しています。 

３ 以来、岩手高齢協は多く先達の熱心で地道な活動によって、今は、岩手の大地に

しっかり根を下ろし活躍を続け、組合員数１，３３８名、出資金額１６,６５０

千円、年間総事業収入約３億４百万円という組織にまで発展しました。 

４ 岩手高齢協の事業を大別すると、介護福祉事業を中心とした福祉事業、介護職員

初任者研修を中心とした講座事業、高齢者の生活の支援をする生活支援事業、布

絵教室など、高齢者の生きがい文化事業等があり、幅広い活動を行っております。 

５ 更に岩手高齢協の強みは、全国２３都道府県にある各高齢者生活協同組合と協力

し経験交流や情報の交換を行い、切磋琢磨して前進する多くの仲間が存在するこ

とです。一例として、２００８年６月の「岩手・宮城内陸地震」に際しては、兵

庫県高齢協と岡山県高齢協からも、大きな激励と義捐金が寄せられました。さら

に、日本中を震撼させた２０１１年３月１１日の「東日本大震災」は東北地方に

甚大な被害を及ぼし、死者、行方不明者が１万８千４百人を超すなどした外、家

屋の流失等これまでに経験したことのない被害を受けましたが、この災害に際し

ても全国から言い知れぬご援助を頂きました。私達は高齢協に加盟している全国

各地からの義援金、支援物資、ボランティア支援に励まされたことを忘れず、語

り継ぎ数々の善意を次代にバトンタッチしようとしております。 

６ いま、高齢者生活協同組合の活動は、⑴超高齢化社会の到来による高齢者医療費

の削減 ⑵介護を受けにくくする制度改悪と費用の削減 ⑶国債発行等を主因

とする、赤字財政下における国・自治体の予算削減等私達が 目と心と頭でしっ

かり考えて行動しなければならない、重要な局面を迎えております。 

  幸い、私達は辛い戦争を経験したかけがえのない過去という宝物を持っています。

お互いに手を取り合って心豊かな高齢者の生活を創り、平和の大切さを自信を持

って周りに語り継ごうではありませんか。 

７ 岩手高齢協は、これまでもそしてこれからも、多くの先輩に学んで高齢者の知恵

を重ね合わせて、勇気をもって一歩一歩進んでゆきます。 

８ 今後も多くの皆様が、全国高齢協・岩手高齢協の呼びかけに賛同して、その輪を

押し広げていただくようお願いいたします。 
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Ⅱ 岩手高齢協の誕生からこれまでの概略 

  

１ 小史 

  1999(H11) 4.17 任意団体 岩手県高齢者協同組合設立総会 

  1999.     7 介護員養成事業者として岩手県知事の指定 

  2000(H12) 6 いろり創刊号発行 

  2000.     6 岩手県高齢者福祉生活協同組合 設立総会 

  2000.  12.7 生協法人として成立 

  2000.    12.6 子育てサポート事業所ねんねこ 開所 

  2001(H13) 1. 岩手高齢協本部事務所 加賀野エストに移転 

  2001.    3.  居宅介護支援事業所たんぽぽ 開設 

  2001.     4. 訪問介護事業所ゆたんぽ 開設 

  2003(H15) 5. 通所介護事業所ケアホームおさんぽ 開設 

  2004(H16) 3. 気仙地域センターに、訪問・通所介護事業所すずらん         

開設 

  2004.     4. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)ほっとくりやがわ

開設 

  2006(H18) 4. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム）ほっともとみや 

開設 

          訪問介護事業所ゆたんぽ サテライト事業所として ゆたんぽ

厨川 開設 

          高齢協本部 盛岡市加賀野から現在地茶畑二丁目へ移転 

  2006.     5. 組合員数 1,000名を超えたため、総会を「第６回通常総代会」

として開催 

  2007(H19) 6. 平成１９年度第１期訪問介護員養成研修で、開設以来延べ修了

生が１，０２８名を数える 

  2007.   6. 認知症家族の会 発足 

  2007.     7. ほっとくりやがわ入所者 山田文子様行方不明。この間休むこ

となく捜索を続けたが、翌年４月に遺体で発見された。 

  2008(H20) 6. 日本高齢協連合会第７回通常総会を繋・愛真館で開催 

 岩手・宮城内陸地震発生。兵庫、岡山両高齢協を始め岩手高齢

協で、182,395円の義捐金が集まる 

 岩手県中小企業団体中央会に加盟 

  2009(H21) 6. 第９回通常総代会開催。役員改選選挙の実施 

  2010(H22) 1. 岩手高齢協発足１０周年記念誌「岩手高齢協１０年の歩み」を

発刊 全国に配布 

  2010.   4. 1 気仙地域センターに、居宅介護支援事業所すずらん 開設 

  2010.   4. ワーカーズコープと共に、岩手県の委託事業「わかものサポー
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ト支援事業等３事業を受託 実施 

  2010.   6. 第 10回通常総代会 開催（盛岡八幡宮） 

  2011(H23) 3. 「ケアホームおさんぽ」が松尾町より本部隣接の茶畑に移転す

ると共に「デイサービスおさんぽ」と名称変更 

  2011.   3.11 東日本大震災発生 沿岸地区に甚大な被害を及ぼすと共に、安

倍啓世理事が津波により逝去される 

  2011.   4. 岩手県生活協同組合連合会へ加盟 

  2011.   4. 居宅介護支援事業所すずらん 事業休止 

  2011.   6. 第 11回通常総代会 開催（盛岡八幡宮） 

  2011.   9. 気仙地域センターに、障がい者就労継続支援事業所すずらんと

かたつむり 開設 

  2011.  12. グループホームほっともとみやに、スプリンクラーを設置 

  2012(H24) 2. 宮古市において合同会社ゆうゆう様の協力の下、復興支援訪問

介護員養成研修特別講座（ヘルパー2級）を行い２６名の修了

生を輩出 

  2012.   3. 認知症家族の会 活動を終了 

  2012.   6. 第 12回通常総代会 開催（盛岡八幡宮） 

  2013(H25) 6. 第 13回通常総代会 開催（盛岡八幡宮） 

  2013.   8. 障がい者就労継続支援事業所すずらん 事業休止 

  2013.  12. 居宅支援事業所すずらん 事業廃止 

  2013.  12. 障がい者就労継続支援事業所すずらん 事業廃止 

  2014(H26) 4. 講座事業 休止 

  2014.   6. 第 14回通常総代会 開催（盛岡八幡宮） 

  2014.   9. 気仙地域センター 訪問・通所介護事業所すずらん が大船渡

市末崎町字烏崎より、陸前高田市米崎町字和野へ新築移転 

  2015(H27) 6. 第 15回通常総代会 開催（都南公民館） 

  2016(H28) 5. 通所介護事業所デイサービスおさんぽ 事業休止 

  2016.   6. 第 16回通常総代会 開催（ふれあいランド岩手） 

 グループホーム「ほっとくりやがわ」が厨川より南仙北へ移転

すると共に、「ほっと南仙北」と名称変更 
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 ２ 岩手高齢協 収支の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 組合員及び出資金の推移 
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４ 岩手高齢協 歴代役員名簿 

 ⑴ 1999.4(H11) 

     理事長  川村 隆夫 

   副理事長 伊藤 寛康、  桂田 静枝、  藤原 銀次郎、 菊池 克己 

   理事  □上町 祐隆、  旭田 敬至、  内記 正志、  上平 清子 

        賀東 眞佐子、 菊池 昤子、  佐々木 勝則、 細田 静子 

        松田 秀之助、 三輪 公康、  菅原 順治、  西郷 和子 

        倉本 豊、   谷島 桂子、  藤原 千恵子 

   監事   西野 博明、  半田 理 

⑵ 2000.6(H12) 

  理事長  伊藤 寛康 

  副理事長 内記 正志、  岡崎 賢治、  桂田 静枝 

 理事  □松田 秀之助、 菊池 克己、  武藤 諭、   佐々木 いずみ 

  菊池 昤子、  旭田 敬至、  佐々木 勝則、 藤原 千恵子 

  畠山 チヤ、  金澤 隆子、  上野 孝雄 

    監事   半田 理、   細田 静子 

⑶ 2001.5(H13) 

  理事長  伊藤 寛康 

  副理事長 内記 正志、  岡崎 賢治 

  理事  □松田 秀之助、 上町 祐隆、  旭田 敬至、    上野 孝雄 

       及川 葉子、  菊池 克己、  佐々木 いずみ、 佐々木 勝則 

         鈴木 伸一、  鈴木 真紀、  高木 栄子、   高橋 一兵衛 

         照井 文明、  武藤 諭、   山田 節子   ★柏 茂 

 ★斉藤 弘明、 ★横道 隆、  ★鈴木 テイ子 

    監事   半田 理、   細田 静子 

    顧問   菊地 喜久雄 

⑷ 2003.5(H15) 

   理事長  伊藤 寛康 

  副理事長 内記 正志、   岡崎 賢治 

  理事  □松田 秀之助、  上町 祐隆、   旭田 敬至、   上野 孝雄 

       菊池 克己、   佐々木 勝則、  鈴木 伸一、   鈴木 真紀 

       照井 文明、   柏 茂、      斉藤 弘明、  ★鎌田 豊子 

 ★中山 千代子、 ★中澤 芳郎、  ★小原 紘一、  ★萬徳 福治 

 ★菊池 順子、  ★千葉 カツ子、 

    監事   半田 理、    阿部 協子、 

    顧問   菊地 喜久雄、 
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⑸ 2005.5(H17) 

   理事長  伊藤 寛康 

  副理事長 内記 正志、  岡崎 賢治、  松田 秀之助 

  理事  □照井 文明、  上町 祐隆、  旭田 敬至、  鎌田 豊子 

       上野 孝雄、  鈴木 伸一、  鈴木 真紀、  柏 茂 

         中山 千代子、 中澤 芳郎、  小原 紘一、  千葉 カツ子 

         菊池 順子、  細田 静子、  藤村 徳二、  小泉 正美 

        ★山崎 サチ子 

    監事   半田 理    阿部 協子 

    顧問   菊地 喜久雄 

⑹ 2007.5(H19) 

   理事長  内記 正志 

  副理事長 小原 紘一、  上野 孝雄、  鎌田 豊子 

  理事  □照井 文明、  柏 茂、    菊池 順子、  佐藤 建一 

       鈴木 伸一、  鈴木 真紀、  千葉 カツ子、 中澤 芳郎 

       中山 千代子、 長山 恵子、  長山 美江子、 平野 勝彦 

       藤原 英一、  細田 静子、  山崎 サチ子、 渡邉 充行 

  監事   阿部 協子、  藤村 徳二、  村上 保 

⑺ 2009.6(H21) 

     理事長  上野 孝雄 

   副理事長 鎌田 豊子、  中山 千代子、 長山 美江子 

   理事  □藤原 英一、  平野 勝彦、  千葉 カツ子、 高橋 由香 

        濱岡 等、   山田 智之、  佐藤 建一、  安倍 啓世 

        大泉 善裕、  遠藤 寛、   舩越 謙 

   監事   半田 理    實吉 義正 

   顧問   千葉 俊一 

⑻ 2011.6(H23) 

     理事長  藤原 英一 

   副理事長 中山 千代子、 平野 勝彦 

   理事  □高橋 由香、  山田 智之、  佐藤 建一、  上野 孝雄 

        大泉 善裕、  遠藤 寛、   遠藤 博孝、  遊佐 美知代 

     長山 恵子、  梅澤 健三、  岡本 秀治、  高橋 仁司 

   監事   半田 理    實吉 義正 

⑼ 2013.6(H25) 

     理事長  藤原 英一 

   副理事長 中山 千代子、 平野 勝彦 

   理事  □高橋 由香、  遊佐 美知代、 長山 恵子、  梅澤 健三 

        山田 智之、  村上 修、   佐藤 建一、  金澤 徹則 
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        遠藤 寛、   大西 智史、  遠藤 博孝、  高橋 仁司 

   監事   千葉 俊一、  金山 明 

⑽ 2014.6(H26) 

  理事長  藤原 英一 

   副理事長 長山 恵子、  平野 勝彦 

   理事  □高橋 由香、  村上 修、   梅澤 健三、  佐藤 建一 

         金澤 徹則、 ★熊谷 直美、 ★山本 恵美、 ★池内 めぐみ 

         遠藤 博孝、  高橋 仁司、 ★熊谷 孝子、 ★村上 啓子 

   監事   千葉 俊一、  金山 明 

⑾ 2015.6(H27) 

     理事長  藤原 英一 

   副理事長 長山 恵子、  高橋 由香 

   理事  □村上 修、   梅澤 健三、  佐藤 建一、  池内 めぐみ 

        熊谷 直美、  山本 恵美、  井上 幸子、  千葉 カツ子 

     岡本 秀治、  平野 勝彦、  佐藤 照貴、  佐々木 勝則 

   監事   千葉 俊一、  金山 明 

  

  注１ □は、専務理事を表す 

  注２ ★は、他日の補充役員を表す 

 

 

５ 職員数及び主要職員一覧 

 ⑴ 職員数 

 
常勤職員 非常勤職員  

男 女 男 女 計 

たんぽぽ  2  1 3 

ゆたんぽ  8  34 42 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽおさんぽ  1  1 2 

ほっと南仙北 2 2 3 2 9 

ほっともとみや 2 5 3 6 16 

すずらん 4 9  16 29 

ヘルパー講座      

本部事務局 2 1  1 4 

計 10 28 6 61 105 

 

 ⑵ 主要職員 （2016年６月現在） 

  居宅介護支援事業所「たんぽぽ」 

   所  長  高橋 由香 
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 訪問介護事業所「ゆたんぽ」 

  所  長  熊谷 直美 

  副 所 長  小笠原 敬子 

  副 所 長  千葉 美恵子（ゆたんぽサテライト厨川） 

  サービス提供責任者  成ヶ澤 和江、 天沼 美智子、 

             山本 恵美、（ゆたんぽサテライト厨川） 

通所介護事業所「デイサービスおさんぽ」 

  平成 28年５月 31日付 事業休止 

認知症対応型共同生活介護事業所「ほっと南仙北」 

  所  長  梅澤 健三 

  副 所 長  馬渕 るみ子 

認知症対応型共同生活介護事業所「ほっともとみや」 

  所  長  長山 恵子 

  副 所 長  杉原 志麻  佐藤 聡洋 

 

気仙地域センター 

 センター長 村上 修 

訪問介護事業所「すずらん」 

  所  長  熊谷 孝子 

 通所介護事業所「すずらん」 

  所  長  千葉 三和子 

  

高齢協本部 

 事務局長   高橋 仁司 

 事務局次長  岡本 秀治 

福祉介護係長 吉田 久美子 

主任     小野 京子 

 

 

Ⅲ 現在、取り組んでいる主な事項 

  ⑴ 東日本大震災により被災した多くの組合員や、高齢協を利用してくださる方々

が一日でも早く、震災前の日常生活を取り戻して頂けるよう職員及び組合員の

連携に努めています。 

  ⑵ 岩手高齢協の財政・組織両面の安定的運営に全力を挙げています。 

  ⑶ 介護・高齢問題に取り組んでいる全国、地域の団体や個人と連携し、介護・高

齢問題に積極的に取り組んでいます。 

  ⑷ いきがい文化事業の活動強化を目指しています。 

  ⑸ 役員・職員の研修を進めています。 
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事業別収支状況                       （単位 千円） 

科  目   年  度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 

福祉事業 379,655 339,711 309,310 304,192 

ゆたんぽ 65,913 63,755 60,722 54,856 

生活支援 12,055 9,883 9,183 7,692 

障害支援 22,506 24,220 24,250 26,018 

たんぽぽ 13,901 16,673 8,470 8,141 

デイサービスおさんぽ 14,799 13,521 12,088 8,505 

ほっとくりやがわ 40,703 40,486 40,791 39,347 

ほっともとみや 80,039 79,657 80,449 77,747 

訪問介護すずらん 62,192 53,679 42,773 47,943 

通所介護すずらん 35,368 33,149 30,584 33,953 

障害支援すずらん 32,179 4,688  -10 

講座事業 11,945 10,227 72 1 

生きがい文化事業 280 248 258 334 

収 入 計 391,880 350,186 309,640 304,527 

福祉支出 341,318 315,209 285,571 280,436 

講座支出 9,477 10,994 677 -34 

生きがい文化支出 348 338 350 414 

本部管理費 21,221 23,255 21,562 21,093 

支 出 計 372,364 349,796 308,160 301,909 

差   引 19,516 390 1,480 2,618 

（ 注 この収支表には、営業外収支と税関係は含まれておりません。） 
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文化向上事業 

ホームページ編集 

いろり編集 

企画推進 教育研修 

子育て支援事業 

         

    

            施行 平成 27 年 7 月 1 日 

 

居宅支援たんぽぽ 

訪問介護ゆたんぽ 

通所介護デイサービスおさんぽ 

グループホームほっと南仙北 

グループホームほっともとみや 

訪問介護すずらん 

通所介護すずらん 

生活支援 

初任者研修 ケア・マネ講座 

危機管理 

グループホーム評価 

お客様窓口（利用者向け） 

福祉部 

長山副理事長 

梅澤副部長 

高橋・熊谷・村上・千葉 

岩手県高齢者福祉生活協同組合 組織図 

企画広報・生きがい文化部 

村上専務理事 

佐藤(建)副部長 

平野・山本・佐藤(照) 

人事・財務・就業資金・運営方針 

定款・規約・規程 

苦情処理（職員・組合員向） 

役員報酬あり方・組織・懲戒 

防火・防災 

日本高齢協連・県生協連 

その他（各部門に属さない事項） 

総務部 

高橋(由)副理事長 

岡本副部長 

池内・井上・平野・佐藤(建) 
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