
 

 

 

 

はじめに～2030年ビジョン（未来宣言）提案に至った経過 

 

 2020年の総代会では、当生協の 2020年ビジョンが最終年度となることから、新た

な 2030 年ビジョン案を未来宣言案として提案し

ました。 

 この宣言案は 2020 年ビジョンを振り返るとと

もに、他団体と共催で開催した SDGｓ学習会や、

医療福祉生協のビジョン学習＆当生協の 10 年後

のありたい姿を考えるワークショップなど、地域

組合員と職員が合同で学び、論議した意見を踏ま

え、まとめました。 

 その後、コロナの影響でほとんど論議ができませんでしたので、2021 年の総代会

において、さらに 1 年間、改めて支部や事業所で論議を積み上げ、2022 年の総代会

には「2030年ビジョン（未来宣言）」として完成させることを確認しました。 

 この間、理事会をはじめ、支部・事業所・職場で論議資料の学習や、10年後のあり

たい姿を考える取り組みのなかで出された意見をもとに、本ビジョンを提案すること

にしました。 

この間の論議は必ずしも十分とは言えませんが、本ビジョンも活用し、今後の生協

の役割や計画を引き続き支部・事業所・職場で論議し、それぞれのビジョン（未来宣

言）を描いていく一助にしていただければ幸いです。 

なお、本ビジョンは日本医療福祉生協連（以下 医福連）の「2030年ビジョン」も

参考に作成しました。 

 

第１章 ビジョンとは 

 

私たちは、これまで 2015 年の総代会で確認

した「2020年ビジョン」に基づいて日々の事業

や運動をすすめてきました。これは、医福連の

理念である「健康をつくる、平和をつくる、いの

ち輝く社会をつくる」や、指針である「いのちの

章典」に基づいて確認したものです。さらに、法

人の中長期事業計画や支部・事業所・職場の事

業計画は、このビジョン実現をめざして策定さ

れるものです。 

誰もが健康で居心地よくくらせるまちづくりをめざして 
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今後 10 年間を展望したとき、高齢化、医療・介護の負担増、貧困と格差の拡大、

雇用の不安定化など組合員のくらしと事業環境はますます厳しいものになっていく

ことが懸念されます。 

 そうした中で、当生協が 10年先、20年先も続いていくことをめざし、これからの

社会をしっかりとらえ、ビジョン（ありたい姿）を描き、その達成に向けた具体化を

すすめていくことが重要です。 

 

第２章 「２０２０年ビジョン」の振り返り 

 

（１）事業分野での到達と課題 

事業分野では「地域包括ケアに取り組む要の役割を果たす」ことを掲げ、「地域包括

ケア病棟」や「回復期リハ病棟」の最高ランクの取得、二つの訪問看護ステーション

の統合と在宅支援センターの建設による在宅支援機能の強化、院内保育の設置などす

すめてきました。 

また、有償ボランティア虹や認知症カフェなど生活支援事業も開始し、これらによ

り地域からの信頼を高める足掛かりをつかみました。 

一方で、コロナ禍により通所リハを休止せざるを得なくなるなど、介護事業の展開

では後退の場面もあり、事業と地域活動の連携を強めて“くらしを支える”機能をさ

らに高めることが課題となりました。 

 



（２）まちづくり分野での到達と課題 

まちづくり分野では「健康づくりを基本

としたまちづくりを地域で展開する」を掲

げ、健康づくりを組合員以外にも呼びかけ

て取り組みました。とくに、生協設立 10周

年の取り組みは地域にも目を向け、支部企

画を組合員以外の方にも参加を呼びかける

契機となりました。 

一方で、生協の認知度はまだまだ低く、

地域のなかでさらにつながりを広げていくことが課題となりました。 

 

（３）組織活動の分野での到達と課題 

 

組織活動の分野では「出雲の地域で医療生協の存在が認知され、期待される組織に

なる」を掲げ、とくに班会開催数の増加率は全国でもトップクラスの到達となりまし

た。そのなかで、支部が主体となって四課題を推進する取り組みが定着しつつありま

す。  

一方で、組合員の純増数が減少していること、班会への組織率を高めること、支部

の担い手づくりや、事業所の組合員利用率を高めることが課題となりました。 

 

（４）社会的役割の分野での到達と課題 

社会的役割の分野では「健康で平和にくらせる社

会づくり」を掲げ、毎年の平和学習会や自治体との懇

談などを通し、いのちや健康にかかわる課題に取り



組みました。また、すこやか配達を通した見守りや、有償ボランティアを通し、「地域

の困った」に対応してきました。 

憲法「改正」の動きや社会保障の相次ぐ負担増など平和や暮らしへの不安が広がる

なかで、生協の社会的役割発揮への期待がいっそう高まっています。 

 

（５）経営の分野での到達と課題 

経営の分野では、「生協の事業を拡大できる財政体質づくり」を掲げましたが、ここ

数年黒字ではあるものの、借入金の返済や新たな投資を賄うための利益を確保できず、

不足分を新たな借入金で補う構造が続いていました。こうした弱点にコロナが加わり、

2020 年度は経営危機に陥りました

が、民医連中四国地協の力もかり

て、全職員挙げて経営再建にとりく

み、2020年の後半から経営改善の大

きな流れをつくり出しつつありま

す。 

 一方で、将来の事業構想を描い

て、中長期経営計画を策定するこ

と、経営管理や実務の水準を引き上

げることが課題となりました。 

 

第３章 ２０３０年を考える視点 

 

（１）超高齢社会、人口減少のもたらす変化に向き合い、くらしを支え合うまちをつ

くる視点 

今後、超高齢化や人口減少の進行とともに、一人ぐらし世帯や認知症の方の増加な

どくらしが大きく変化します。過疎

化でコミュニティ機能も低下する

なかで、「住み慣れたまちで健康に

過ごしたい」の願いを実現するため

には、生協の助け合い、支え合うま

ちづくりが求められます。 

また、高齢化のなかで、時代は「治

す医療」から「治し支える医療」に

変化してきており、病気や障がいと

上手に付き合いながらその人らし

くくらしていけるよう、医療・介護・

生活支援が一体となったサポート

が求められます。医療事業・介護事



業の質の向上を考えるときにはそうした視点が必要です。 

 

（２）憲法がくらしに活き、誰一人取り残されない社会をめざす視点 

経済的・社会的格差の広がりが健康格差につながっています。「健康をつくる（憲法

25 条）、平和をつくる（憲法 9 条）、

いのち輝く社会をつくる（憲法 13

条）」という生協の理念が活きる社会

の実現が求められます。 

この間、組合員アンケートや有償ボ

ランティア虹の活動を通して、様々な

「地域の困った」が寄せられ、解決を

めざしてきました。地域組合員と連帯

して地域の問題に気づき、適切な支援

につなぐことは、これからの社会において私たちに求められる大切な役割といえます。 

 また、中山間地域では「アクセスに関する権利」を保障する課題として、通院や利

用のための「足の確保」の問題があります。経済的事情による受診・利用控えの課題

にも目を向ける必要があります。 

 こうした課題に寄り添うとともに、権利としての社会保障を充実させるために、他

団体と連携して国や自治体に見直しを求めていく必要があります。 

 

（３）ＳＤＧｓを学び実践し、持続可能な世界を地域からつくる視点 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、国連が 2030 年までに達成すべきとして掲げ

た１７の目標で、このままではコミュニティのみならず地球そのものが持続できない

という問題意識が背景にあります。「今だけ、金だけ、自分だけ」の価値観を変え、持

続可能な世界

に向け、地域で、

一人ひとりが

できることを

実践していく

ことが求めら

れます。 

 

国連は協同

組合を、「共通

の利益と価値

を通じてコミ

ュニティづく

りを行うこと

●憲法学習会

●無料低額診療事業

●健康の社会的決定要因（SDH)

●フードドライブ

●健康教室

●通信教育

●気になる患者訪問

●差額ベッド料なし

●業務改善

●ITの推進

●災害支援活動

●協同組合員間協同

●見守りネットワークへの参画

●チャレンジ健康づくり

●フレイル予防・健康企画

●社会保障改善の運動

●働きがいのある

職場づくり

●持続可能な経営

●地域包括ケアの推進

●ヘルス・プロモーション活動

●見守り活動

（機関紙手配り・班会・居場所づくり）

出雲医療生協



ができる組織であり、雇用の創出や高齢者支援から都市の活性化や再生可能エネルギ

ープロジェクトまで、さまざまな社会的な問題への創意工夫あふれる解決策を編み出

している」と評価し、無形文化遺産に指定しました。また、ＳＤＧｓにおいても協同

組合を重要なパートナーとしています。 

 当生協がこれまでに、またこれからも取り組むことは、ＳＤＧｓの目標と重なるも

のがたくさんあります。ＳＤＧｓの視点で当生協の取り組みをブラッシュアップする

ことで、新たな価値を付加することになります。 

 

第４章 ２０３０年に向けたメインテーマと４つのビジョン（未来宣言） 

 

誰もが健康で居心地よくくらせるまちづくりへの挑戦 

 

メインテーマは医福連と同じ上記の文言としました。 

「誰もが」・・・ＳＤＧｓの「誰一人取り残さない」の理念を踏まえました。 

 

「健康で」・・・「昨日よりも今日が、さらに明日がより一層意欲的に生きられる。そ

うしたことを可能にするため、自分を変え、社会に働きかける。みんなが協力しあっ

て楽しく明るく積極的に生きる」という医療福祉生協の健康観を踏まえています。 

 

「居心地よく」・・・日本で自殺が最も少ない町の調査で見えてきたことは“生き心地

の良い町”だった、そんな調査結果を踏まえました。その町には、「いろんな人がい

て、いろんなことを自由に発信でき、自分も役立っていると感じられて、病気になっ

てもそのことをオープンにでき、縛られたくはないけどみながつながっている」コミ

ュニティがありました。 

 

「挑戦」・・・「これから自分たちでつくっていく」、「まかせて文句を言うのではなく、

引き受けて考えてみる」そんな想いを込めました。 

            （以上、医福連の２０３０年ビジョンから引用） 

 

ビジョン❶（健康づくり・まちづくりの分野） 

健康づくりを生協のブランドにし、笑顔あふれる元気なまちをつくる 

 

（１）身近な場所で健康チェックやフレイル予防など参加者が元気になれる機会があ 

り、住民の健康意識が高まっています。 

（２）誰もがいつでも立ち寄れる“居場所”があり、多くの組合員・住民が参加して

います。 

（３）町内会など身近な地域の集まりの中で自分の意見を気軽に出し合え、笑顔あふ

れる関係を築いています。 



（４）マップづくりを他団体にも呼びかけて行い、地域の課題を知り、団体、行政、

町内会などの垣根を越えた協同で解決しています。 

（５）協同すること、繋がり合うことの大切さを多くの住民が理解し、活動に参加し

ています。 

（６）どの地域にも“おたがいさま”の仕組みがあり、困りごとをみんなで解決して 

います。 

（７）すこしお運動が地域に認知され、多くの団体やお店で取り組まれています。 

 

 

ビジョン❷（医療・福祉事業の質向上の分野） 

組合員・住民と職員が協働し、くらしを支える事業を創り出す 

 

（１）ともに組合員として生協を担う住民と職員が力を合わせ、安心して受けられる

医療・福祉サービスを実践しています。 

（２）健康格差と向き合い、アクセスしやすい事業を展開しています。 

（３）生協の事業の魅力が SNSなども通して絶えず広報され、相方向のコミュニケ 

ーションが広がっています。 

（４）ひまわり福祉会やひかわ生協との連携が強まり、協力しあって事業を展開して 

います。 

（５）多くの職員が地域に出かけ、専門性を活かして地域組合員や住民との交流をす 

すめています。 

 

 

ビジョン❸（経営・組織の発展と人材育成の分野）                

組織の発展を可能とする経営を実現し、組合員と職員がともに育ちあう関係を築く 

 

（１）中長期経営計画に基づいて、出雲リハビリ病院の大規模リニューアルと在宅支

援のさらなる強化などを実現しています。 

（２）必要な利益を確保し安定した経営が営まれ、その中で元気な経営幹部が育って

います。 

（３）人材マネジメントシステムの構築や生協人育成がすすみ、職員が生協職員とし 

てほこりをもって働いています。 

（４）日常的に組合員と職員がともに学びあえる場があり、地域のなかで担い手が誕

生しています。 

（５）他分野・他業種からの人材登用や交流がすすみ、絶えず地域で必要とされる経 

営体への自己変化をめざしています。 

（６）本部機能や業務執行機能が強化され、ガバナンスが確立しています。 

 



ビジョン❹（平和で公正な社会づくりの分野）                  

生協が地域に認知され、生協と地域の協働のあるまちをつくる 

 

（１）医療生協が地域に認知され、まちの事業に   

さまざまな形で参画しています。 

（２）移動などの支援が充実し、ハンデがあって   

も楽しくいきいきとすごしています。 

（３）事業所や支部でいのちの章典に沿って、社 

会保障充実など憲法をくらしに活かす運動  

を他団体とともに取り組んでいます。 

（４）ＳＤＧｓの学習が広がり、省エネなど環境 

問題や防災など、いのちとくらしにかかわる課題に、多くの住民や団体とともに 

取り組んでいます。 

 

おわりに～本当の幸せを生協への参加で 

 

2020 年から始まった新型コロナウイルス感染の広がりは、いのちがないがしろに

されている現実とケアの大切さ、社会的格差の広がりと人と人とのつながりの大切さ

など、多くのことを問いかけました。社会の大きな転換点のなかで、ますます生協の

役割が大きくなっています。 

平均寿命では世界でトップ

クラスの日本ですが、国民の

幸福度は高くありません。「多

くの人とつながり、他人が幸

せになるためにできることを

するのが生きがいで、日々の

生活に充実感を感じてよく笑

っている人は、病気の有無に

かかわらず長生き」と言われ

ますが、生協への参加で本当

の健康を、本当の幸せを実現

する、そんな 10年にできるよ

う力をあわせましょう。 

 

 

 

2022年 6月 24日 出雲医療生協第 16回総代会 

 

引用：https://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/ 

c38335a1b6be8101d5045dffaa8baa01 

2019 年は、2016 年～2018 年の世界 156 か国の調査。 


