
いのちと暮らしを支える医療生協らしい
健康づくり・地域づくりをすすめます

佐賀県医療生活協同組合

（1）佐賀県医療生活協同組合　　機関紙「みんなの健康」（７月号）

神野診療所
佐賀市神野東4-10-5 　☎0952-31-1060
神野診療所居宅支援事業所
佐賀市神野東4-10-36 　☎0952-36-4885
多久生協クリニック
多久市東多久町別府3245-5 　☎0952-76-3177
虹のわ多久
多久市東多久町別府4677-1 　☎0952-76-5580
デイサービスやまもと
唐津市山本1398-1 　☎0955-78-3012
本部　佐賀市神野東4-10-5 　☎0952-31-1249

2016年 5月３1日現在
組合員
出資金
班　数
［ホームページ］

　　11,968世帯（前月比+0人）
　　251,771千円（前月比+9,450千円）
　　158班 2,674名
　　　　　　　　　 （前月比▲2班、▲3名）
http://www.saga-iryou-s.or.jp
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（2016年度活動方針と予算の件）
　組合員活動は、なかまふやしが 2014 年度に続き 700 名を超
える実績となり、総数 11,967 名に到達しました。各支部・地域
で 8 つの班が増え、健康づくりサロンなど組合員や地域住民が集
う場が増えました。経営活動では、医療と介護の事業活動の幅を
広げ、経常剰余を残すことができました。

第   号議案2

2015年度諸活動のまとめと決算承認の件第   号議案1

★　なかまふやし ７１６名　　　　　
★　出資金増資 ２３，６５８千円　　
★　班づくり ８班　　　　　　　　　　  
★　班会開催 ４９８回 ３，１２５名　
★　担い手づくり ８０名　

【損益計算書】
2015年 4月 1日～2016年 3月 31日

【貸借対照表】
2016年３月 31日現在

★なかまふやし……７２０名以上（純増３５０名）
★出資金増資２２，０００千円
　（純増１０，０００千円）以上
★班づくり２６班以上と掘り起こし１０班
　班会開催　５００回以上
★担い手づくり　４５０名以上

医業収益
介護収益
その他の収益
事業収益
人件費
材料費
経費
委託費
減価償却費
リース料
控除対象外消費税
事業費用
事業剰余
事業外収益
事業外費用
経常利益

393,713 千円
168,515 千円
17,209 千円
579,437 千円
377,401 千円
46,042 千円
 76,534 千円
28,882 千円
12,880 千円
18,311 千円
10,957 千円
571,007 千円
8,430 千円
1,974 千円
3,630 千円
 6,774 千円

2015 年度決算の概要報告

2016年度
予算の特徴

全国四課
題

などの
取り組み

2016年度の全国四課題の目標

愛野理事長挨拶 議案提案を行う坂本専務理事

　6月 26 日（日）、県教育会館にて第 42 回通常総代会を開催
しました。当日は、総代 134 名、書面議決・委任状出席 32 名、
理事・監事 26 名、職員 46 名が参加しました。
　平野理事の開会宣言に始まり、理事長挨拶、来賓挨拶があ
り、第 1号から第 5号議案の審議と採決が行われ、全ての議
案が賛成多数で採択されました。

・事業収益
・事業費用
・事業外収益
・事業外費用
･経常利益
・特別損益失
・税引前純余剰
・税引後純余剰
・当期未処分欠損金

553,229 千円
552,453 千円
3,253 千円
2,617 千円
1,411 千円

▲1,070 千円
341 千円

▲2,446 千円
▲94,170 千円

・流動資産
・固定資産
・資産合計
・流動負債
・固定負債
・負債合計
・出資金
・当期未処分欠損金
・負債及び資本の部

161,680 千円
284,185 千円
445,866 千円
68,966 千円
229,059 千円
298,025 千円
242,012 千円
▲94,170 千円
445,866 千円

開会の挨拶を行う武雄・
杵島支部の平野理事

議案提案の様子

議長の木塚利秀総代（左）と
原  幸子総代（右）

第42回
通常総代会

　戦後 71 年の教訓を活かし「安全保障関連法実施反対」「憲法改正反対」を
掲げ協同の力で、いのちが輝く地域社会をつくりましょう。　
①“つながりマップ”“居場所”“生活圏域の支部”づくりをすすめ、佐賀県医療
生協らしい地域包括ケアを具体化します。

②「医療・福祉・食事・住まい」の切れ目のない事業と組合員の協同をすすめます。
③来年、佐賀県医療生協は創立 40周年。記念行事の取り組みを準備します。
　（文化行事、健康まつり、祝賀会、記念誌の発行など）
④東日本大震災と福島県内の生協への支援活動に引き続き取り組み、熊本・大
分地震への救援・募金活動に取り組みます。

⑤原発再稼働反対、再生可能エネルギーの活用に取り組みます。
⑥人材育成と確保を進め、教育研修活動を充実させます。

⑦医療・介護総合推進法実施に対する運動、
無料低額診療事業、その他いのちと暮らし
を守る運動を続けます。

（医療生協がめざす地域包括ケアシステム方針の件）第   号議案3
2017 年度から開始される佐賀県の「地域包括ケアシステム」に対応するため
①検討会を開催し組合員への要望アンケートを実施（400名の協力）
②政府がめざす内容との違い、医療生協がめざす内容や理念・目標を確認
③課題別の方針を提案
　・生活支援・介護予防の総合事業を進めます。
　・「住まい」「生活支援」「介護と看護」「医療」「予防活動」の切れ目ない総合
　　的な事業を提供できるよう連携を強化します。
　・認知症の学習、他団体との連携強化に取り組みます。
　・「住まい」への対応を追求します。
　・「安心・安全な生活を協同のわで地域支援する生協」をめざします。

いのちと暮らしを支える医療生協らしい
健康づくり・地域づくりをすすめます

前進座　嵐  圭史 座長自ら
駆けつけてくださいました

創立 40 周年記念文化行事

前進座 「怒る富士」
2017 年 3 月 6 日（月）
佐賀市文化会館
　　昼の部 13：30 ～
　　夜の部 18：00 ～

議案補足を行う
神野診療所香月所長、介護部門唯松副責任者

監査報告を行う喜多特定監事
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多久生協
クリニック

（役員報酬決定の件）第   号議案4 （議案決議効力発生の件）第   号議案5

神　野
診療所

地域での健康づくり活動についての報告
を行う鹿島嬉野藤津地域の竹下和江総代

支部での健康づくりサロンについて
の報告を行う北支部の宮木恵子総代

健康づくりチャレンジについての
報告を行う本部長島職員

地域包括ケアアンケートの報告を
行う唐津事業所寺田職員

議案採択の様子

　2016 年度役員の年間報酬は前年度と同じ限度額、理事は2,950 万円
及び監事は50万円以内までを限度とします。

　総代会議事録作成の際に、各号の決議の本旨に反しない範囲での字句
修正を理事会に一任頂く事を承認しました。

特別決議について
提案をする多久・小城
支部の松本幸子理事

特別決議について提案を
する北支部の古賀廣子理事

閉会の挨拶を行うありあけ
東支部の秀島光男理事

熊本での健康相談会について
の報告を行う多久生協クリニ
ック橋本職員

医師の体制を変更しました
神野診療所（7～8月）　☎0952-31-1060 
※午前　9:00～13:00、午後／14:00～17:00、夜間／17:00～20:00
（受付終了は30分前）

多久生協クリニック（7月）　☎0952-76-3177
※午前／9:00～13:00、午後／14:00～17:00、夜間／17:00～18:30
（受付終了は30分前） 

○日時…2016年8月24日（水）13：30～
　　　　（１件の相談時間は30分程度）

○場所…多久生協クリニック（予約☎0952-76-3177）

○日時…2016 年 7月 27日（水）13：30～
　　　　（１件の相談時間は 30 分程度）

○場所…神野診療所（予約☎0952-31-1060）

※佐賀中央法律事務所の弁護士が相談に応じます。
※予約が必要ですので、事前にご連絡をお願いします。
※相談料は無料ですが、事件解決を弁護士が継続して行う場合には別途費
　用が必要です。ただし、法テラスによる費用立替制度があります。
※相談された個人の情報の秘密は守られますので、ご安心ください。

医療生協では組合員を対象に、医療、相続、法律、労働、生活などで
困ったことがある方へ無料の法律相談所を開催しております。こ
の機会に、ご自身の相談や近所で困られている方がいらっしゃい
ましたらご紹介ください。

　報告承認事項

1）第 2回理事会議事録と常任理事会、2015年度監査の報告をしました。
2）組織活動、平和と社保活動の報告：5月加入 19名、増資 10,108 千円、
新班結成 0班、班会開催 41回 286名、担い手づくりは2名。その他、
各支部・委員会報告など。
3）診療経営：5月単月決算で経常剰余は▲2,257千円、累計▲2,428千円。
4）人事・労務・教育など管理運営など審議。
5）６月以降のその他の法人活動など報告。
　第 1号議案は出席理事全員の賛成で審議・承認した。

　審議・議決事項
【第２号議案】
　機関運営活動に関する事項。第 42回通常総代会の最終議案（１号～ 5
号）、6月の重点課題の進め方、平和と社会保障運動などについて審議。

【第 3 号議案】6 月の組織の諸活動に関する事項。なかまふやし 72 名、
増資 2,173 千円、班づくり12班（年目標 26班）、班会開催 40回目標。

【第 4号議案】
 　６月の診療･経営、諸事項に関する事項。６月は経営剰余▲888 千円予
算目標、外来は保健予防利用者増対策、慢性疾患管理、入院は空床対
策と医療安全対策、介護は利用者拡大に向けて訪問行動などを行います。

【第 5号議案】人事・労務・管理運営に関する事項。
上記の議事は、出席理事全員の賛成で承認しました。
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  困ったことがあれ
ば

　  無料法律相談会
へ

※この他、往診・訪問看護を実施しています。
※胃カメラ、大腸カメラ、エコー検査は各事業所にお問合せください。
※禁煙外来、無料低額診療は、事前の予約をお願いします。
※医師の体制は変更となる場合がありますのでご了承ください
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医療福祉生協連では、4/27 から計 7回のコープ春日店
（熊本市西区）での健康相談会に取り組み、佐賀からも
延べ 14 名の職員が参加しました。6/4 には益城町でも
実施。今後も継
続します。募金
へのご協力も
引き続きよろ
しくお願いし
ます。


