●医療生協健文会組織現勢
名称

2018/11/1 更新

医療生活協同組合健文会

所在地

〒755-0005 山口県宇部市五十目山町 16-23
TEL:0836-33-6644
FAX:0836-33-6651

代表者

理事長

役員

設立

野田 浩夫（代表理事）

専務理事 森 健弘（代表理事）
常務理事 大村 敬子
常務理事 河野 由美子
常務理事 中村 淳子
常務理事 福山 清二

常務理事 来嶋

淳一

1990 年 3 月 1 日

メールアドレス：ｋｅｎｂｕｎ＠ｍｃｏｏｐ－ｋｅｎｂｕｎ.ｊｐ

組合員
出資金
事業高
職員数

18,511 人
603,950 千円
3,016,020 千円
428 名(非常勤職員含む)

●事業所所在地一覧

(2018 年 9 月 30 日現在)
(2018 年 9 月 30 日現在)
（2017 年度実績）
(2018 年 10 月 16 日現在)

(2018 年 11 月１日現在)

施設名

住所

電話番号

宇部市五十目山町 16-23

℡0836-33-6111

宇部市海南町 2-25

℡0836-33-3395

協立歯科診療所

宇部市五十目山町 15-8

℡0836-34-2511

生協小野田診療所

山陽小野田市くし山 1 丁目 17-20

℡0836-84-2533

山陽小野田市くし山 1 丁目 17-20

℡0836-84-6695

下関市貴船町 2 丁目 3-24

℡083-224-0118

宇部協立病院

http://www.mcoop-kenbun.jp/
生協上宇部クリニック

http://www.seikyo-kamiube.jp/

http://www.kenbun-onoda.jp/
生協小野田診療所歯科

http://www.kenbun-onoda.jp/
生協下関歯科

http://www.kenbun-shimonoseki.jp/
虹の訪問看護ステーション

宇部市末広町 1-13

℡0836-33-5358

虹の訪問看護ステーション東岐波

宇部市東岐波 5637-8

℡0836-59-1111

ヘルパーステーションはばたき

宇部市五十目山町 16-4-1

℡0836-33-6234

協立在宅介護支援センター

宇部市末広町 1-13

℡0836-33-6199

協立デイサービスげんき

宇部市末広町 1-13

℡0836-33-6220

協立デイサービスふじやま

宇部市東平原 2-9-8

℡0836-39-6215

虹の居宅介護支援事業所

山陽小野田市くし山 1 丁目 34-7

℡0836-38-5755

虹の訪問看護ステーション山陽小野田

山陽小野田市くし山 1 丁目 34-7

℡0836-38-5765

デイサービスたんぽぽ

山陽小野田市セメント町 4-22

℡0836-38-5775

協立グループホームかいなん

宇部市海南町 5-14

℡0836-43-7571

生協ふれあい会館

宇部市五十目山町 15-7-1

℡0836-34-2510

本部

〒755-0005 宇部市五十目山町 16-23 電話 0836-33-6644

組織部 〒755-0005 宇部市五十目山町 15-7-1 電話 0836-34-2510
南部第一地域包括支援センター （宇部市委託） 宇部市東芝中町 4-45 柏ビル

℡0836-38-8551

※協立こぐま保育園（2018 年 9 月開園）

℡0836-43-7554

宇部市末広町 1-6

●医療生協健文会のあゆみ
1974 年(S49 年)

9月

山口健康文化会設立

10 月 見初診療所開院
1977 年(S52 年)

8月

1978 年(S53 年)

10 月 小野田診療所開院

1982 年(S57 年)

6月

宇部協立病院開院(50 床、内科)

1987 年(S62 年)

5月

協立歯科診療所開院(見初歯科診療所移転改称)

7月

宇部協立病院外科開設、増床(107 病床)

4月

宇部協立病院整形外科開設

1988 年(S63 年)

見初こども歯科診療所開院(見初歯科診療所)

11 月 宇部協立病院 159 床フルオープン
1989 年(H 元年)

4月

宇部協立病院小児科開設

1990 年(H2 年)

3月

医療生協健文会発足(医療生協へ移行)

1993 年(H5 年)

7月

小野田診療所歯科開設

1994 年(H6 年)

1月

生協上宇部クリニック開設

1996 年(H8 年)

2月

虹の訪問看護ステーションオープン

1997 年(H9 年)

4月

宇部協立病院リハビリ棟増築

6月

宇部協立病院にデイケアオープン

2月

在宅介護支援センター開設

1998 年(H10 年)

10 月 協立病院病棟にケアミックス導入
2000 年(H12 年)

4月

公的ヘルパーステーション｢はばたき｣オープン

2001 年(H13 年)

9月

健文会臨時総代会で病院リニューアル決定

2002 年(H14 年)

8月

病院リニューアル工事起工式

2003 年(H15 年)

6月

病院リニューアル第 1 期工事竣工

2004 年(H16 年)

6月

病院リニューアル第 2 期工事竣工

2006 年(H18 年)

6月

協立在宅介護総合センター開設

6月

協立デイサービスみんな･げんきオープン

5月

生協下関歯科開設

5月

協立病院に精神科新規開設

7月

セメント町介護総合センター(訪問看護 ST･居宅支援)開設

9月

セメント町介護総合センター･デイサービスたんぽぽ開設

2010 年(H22 年)

4月

協立デイサービスふじやま開設

2012 年（H24 年）

1月

虹の訪問看護ステーション山陽小野田サテライト厚狭開設

2008 年(H20 年)

（セメント町虹の訪問看護ステーション→虹の訪問看護ステーション山陽小野田へ名称変更）

5月

協立デイサービス「みんな」を廃止し「げんき」に統合

1月

生協小野田診療所（医科・歯科）リニューアルオープン

2月

虹の訪問看護ステーション東岐波開設

6月

虹の訪問看護ステーションとデイサービスはばたきを現在地に移転

2015 年（H27 年）

2月

虹の訪問看護ステーション山陽小野田と虹の居宅介護支援事業所の移転
（セメント町介護総合センター⇒生協高千帆介護センターへ）

2017 年（H29 年）
2018 年（H30 年）

5月
4月
9月

『協立グループホームかいなん』開設
宇部市南部第一地域包括支援センター（宇部市委託事業）事業開始
企業主導型保育所「協立こぐま保育園」開園 (運営は NPO 法人みらい広場に委託)

2014 年(H26 年)

