
城南保健生協のかまえ
2017年度、城南保健生協は、上記のス
ローガンを柱に据え、組合員・職員が協力し
てこの「柱」を前進させます。
広義の意味での「健康づくり」を行う城南
保健生協は、地域の方々と一緒に「安心して
住み続けられるまちづくり」のために明確な
姿勢を持って取り組んでまいります。戦争す
る国づくりを許さず、人権としての社会保障
を目指す運動を広げていきます。

2017年度重点課題
❶地域包括ケア時代に向けて、
　安心して住み続けられる
　まちづくりのために
　「支部の力」を強めます
・	今年度の組織活動の基本方針は2016年度
に引き続き組合員の皆さんの要求と自発性
を重視することです。その上で医療福祉生
協連の全国４課題(①組合員増やし、②出
資金増やし、③班づくり、班会開催、④担
い手増やし)を追求します。
・	支部は、「お元気ですか訪問」「誕生月訪問」
「65歳以上訪問」などの組合員訪問に取り
組んでいきます。将来的には組合員が近所
の組合員を訪問して繋がりを持つ「顔の見
える活動」を目指します。
・	2017年度は上記を実現するために、「組
合員アンケート訪問行動」を重点課題と
し、できる限りの組合員訪問を行います。
「機関紙は読んでいますか？」「お困りのこ
とはありませんか？」「生協への活動への
参加はいかがですか？」「要望はあります
か？」など、生協活動への参加を呼びかけ
る中で、全国４課題の推進を行います。
・	各支部で「機関紙配布者のつどい」を行い、
そこから訪問行動や班づくりにも繋げてい
きます。
・�居場所、カフェ、たまり場など支部活動の
拠点となる場所づくりをさらにすすめます。

❸班会を中心に、
　健康づくりの取り組みをすすめます
・�新班つくり、各班の充実に力を入れていき
ます。
・	協力医療機関である城南福祉医療協会、城南
医薬保健協働と力を合わせて取り組みます。
・�健康体操、脳いきいき等の多彩な班会活動
をもとに、班づくりを大きく前進させます。
・�高齢化社会に対応して、認知症予防、転倒
予防、骨密度測定会に力を入れていきます。
・�保健予防活動を重視し、区民健診を全組合
員に呼びかけます。
・�がん検診をはじめとする自治体健診、アス
ベスト検診、予防接種などの無料化・拡充
を求めて自治体への働きかけを強めます。
・	各地で行っている「青空健康相談会」も引
き続き行い、協力医療機関との連携を強め
ます。
・�ヘルスチャレンジ運動に旺盛に取り組み、
組合員の健康習慣の定着を目指します。

青空健康相談会

❹仲間増やし目標達成を
・	2012年度から2015年度にかけて４年連
続で仲間増やし目標（年間700人）を達成
してきましたが、2016年度は残念ながら
達成することはできませんでした。2017
年度は新たな組合員増やしのやり方を工夫
していきます。毎年10月～ 12月に行われ
る「仲間増やし月間」は引き続き大きく取
り組みます。その中で、協力医療機関での
加入の呼びかけのやり方の工夫、診療所で
の骨密度測定を行いながらの加入の呼びか
け、入院患者さんへの積極的な声かけなど
を重点に取り組みます。
・�支部の力を強める中で、班会、学習会、行
事などへお誘いする中から加入を訴えます。
・�とりわけ、「組合員アンケート訪問行動」を

大森糀谷支部若返り班

❷経営的に強い生協にしていきます
・	出資金（増資）を増やし、資本金を増やす
ことで、経営的に強い生協にしていきます。
2017年度の増資目標も２千万円とします。
・	グループホームでは、介護福祉士資格を取
得した職員が増え、「体制強化加算」を取
得し、その強みを生かしていきます。
・�ヘルパーステーションは、引き続き「断ら
ない事業所」を継続していきます。定期的
に研修を行う中で職員の力量もアップして
います。あわせて重度利用者など身体介護
の仕事を増やすことも視野に入れ収益増を
行います。
・	平和島ビルの老朽化もあり、すずらん（平
和島）と蒲田事務所を統合する中で、職員
体制を確保し利用者増、収益増、経費削減
を行います。
・�ゆたか調剤薬局は、ゆたか診療所の患者増
とも直結します。城南福祉医療協会との連
携や地域でのさまざまな運動の発展から患
者増をすすめていきます。
・	本部は、引き続き経費の削減を行います。
・�城南保健生協の事業、出資金は組合員全体
のものです。健全な経営にするべく、引き
続き理事会、経営改善委員会等で議論をつ
くしていきます。

大田区生活展

・	地域の要求に応える「誰もが安心して住み続けられ
るまちづくり」をすすめます

・	医療費増などの社会保障構造改革の中止を求め、憲
法25条を守る取り組みを広げます

・	安保関連法（戦争法）の廃止と立憲主義を取り戻し、
憲法９条を守る共同の輪を大きく広げます

・	仲間づくりをすすめ、支部での活動をさらに充実さ
せていきます

・	経営的に強い生協にしていきます ５. ３　憲法集会

第２号議案　2017年度活動方針（案）



重点課題とし、できる限りの組合員訪問を
行い、繋がりを広げる中からの仲間増やし
に力を入れていきます。
・�2017年度再び、年間目標を達成させる年と
決意し、取り組みます。

３法人仲間増やしスタート集会

❺「誰もが安心して住み続けられる
　まちづくり」を目指して、
　今後も多くの団体、個人と
　力をあわせていきます
・	原発再稼働、TPP、辺野古への新基地建設、
横田基地へのオスプレイ配備、医療・介護
保険等の社会保障理念の転換、消費税増税
などに反対する国民の声に耳を閉ざす暴走
をとめるために力をあわせます。
・	今後も多くの団体、個人と力をあわせて民
主主義、平和、社会保
障等の充実、強化の
ために運動していきま
す。

・�東京南部法律事務所、
東京南部生協などとは、健康まつりやよろ
ず相談を通してとてもよい関係ができてい
ます。今後もますます連携を強め、一緒に
取り組んでいきます。

・�現在、大田区社会福祉協議会からの依頼で
大森東地域の車イスステーション（無料で
の車イスの貸し出し）を行っています。今
後ますます大田区社会福祉協議会との連携
を強めていきます。

介護をよくする署名

❻組合員が楽しみ、
　イキイキと参加できる企画
・	この間、たくさん立ち上
がった居場所への参加を
呼びかけます。文化祭、
ウォークラリー、バスハ
イク、健康まつり、ハイ
キング、駅伝フェスティ
バル等、組合員が楽しく
健康づくりに役立つ企画
を引き続き行います。

❼よろず相談やお元気ですか訪問で
　受診控えや孤立死をなくす取り組み
・	東京南部法律事務所・五反田法律事務所の
弁護士、司法書士グループと一緒に、ます
ます充実したよろず相談にしていきます。
・	青空健康相談会、くらしのなんでも相談など
の相談活動を重視し、経済的理由での受診
控えや孤立死をなくす取り組みを広げます。

❽住みやすい大田区・品川区に
　していくために運動します
・	組合員の要求実現のために、署名、請願、
陳情などに力を入れていきます。とりわけ、
大田区と品川区の社会保障推進協議会と力
をあわせて、国民健康保険料値上げ反対の
取り組みに力を入れていきます。

❾ 引き続き文化活動を紹介していきます
・	2017年度も引き続き組合員の文化要求に
応えてさまざまな演劇、映画をご紹介して
いきます。

　　　４月 春のバスハイク　
「富士といちご狩り伊豆の旅」

　　　６月 第42回通常総代会
　　　７月 なかしんまつり　川端児童公園
　　　７月 全国鵜の木まつり
　　　７月 ドルフィン夏季合宿
　　　９月 城南３法人活動交流集会
10月～ 12月 仲間増やし月間・訪問行動
　　��10月 第33回大田・品川健康まつり
　　��11月 なかしんバザー　大森中診療所
　　��11月 健康ウォークラリー
　　　１月 新春ハイキング
　　　２月 第６回城南文化祭
　　　３月 第８回早春駅伝フェスティバル

2017年度　主な年間行事予定 生協組合員仲間増やし目標案
支部 17目標 16目標 16実績 達成率

西 品 川 20 20 24 120.0%
品　　川 5 5 0 0.0%
海岸八潮 100 100 84 84.0%
ゆ た か 230 230 212 92.2%
大　　井 5 20 0 0.0%
中　　延 120 120 106 88.3%
小　　山 5 5 0 0.0%
六　　郷 70 130 38 29.2%
羽　　田 25 60 9 15.0%
蒲 田 西 10 10 12 120.0%
馬　　込 40 40 21 52.5%
池　　上 20 20 9 45.0%
う の き 50 50 48 96.0%
大森糀谷 130 130 101 77.7%
大森西北 60 60 45 75.0%
全体合計 890 1000 709 70.9%

支部 17目標 16目標 16実績 達成率
西 品 川 60 60 35 58.3%
品　　川 5 5 1 20.0%
海岸八潮 20 20 9 45.0%
ゆ た か 75 75 16 21.3%
大　　井 10 10 10 100.0%
中　　延 40 40 20 50.0%
小　　山 10 10 14 140.0%
六　　郷 75 75 36 48.0%
羽　　田 10 10 1 10.0%
蒲 田 西 5 5 11 220.0%
馬　　込 30 30 8 26.7%
池　　上 10 10 11 110.0%
う の き 70 70 43 61.4%
大森糀谷 220 220 138 62.7%
大森西北 60 60 13 21.7%
全体合計 700 700 366 52.3%

班会目標開催案

城南保健生活協同組合
第42回 通常総代会

・2017年６月24日（土）
	 午後１時〜４時30分
・大田区民ホール・アプリコ展示室

大田病院内足湯ボランティア

六郷ヨーガ

しおかぜと隣の保育園は日常的に交流

ヘルパー全体研修会

＊組合員の皆様へ＊
総代会ダイジェスト版をお読みいただきありがとうございました。
質問、ご意見をお寄せ頂ければ幸いです。いただいたご意見は、総代会議案書に反映させてい
くか理事会、管理会議等にて検討いたします。城南保健生協本部までFAX、または電話にてお
寄せください。

城南保健生協本部　TEL 03-3762-0266　FAX03-3762-0239

横田基地集会

料理教室


