
　平成30年度ＪＡ助けあい組織活動実績

県名 JA名 助けあい組織名

協力会員

賛助会員 利用会員

組織の位置付け

年間活動実績

会員数

性別 ミニデイサービス 配食サービス 施設ボランティア

男性(名) 女性(名) 女性
組織の一環

女性
組織と別

年間実施
総回数

年間延べ
利用者数

1回当り
利用料

年間実施
総回数

年間総食数 1食当たり
利用料

年間実施
総回数

年間のべ
参加者数

秋田 かづの 花かご会 (17) 1 (1)

秋田 秋田たかのす あぜみち会 (16) 1 (2) (60) (0) (0) (0)

秋田 秋田たかのす あぐりの会 (20) 1 (25) (279) (200) (0) (0)

秋田 あきた白神 助け合い組織協議会 (32)  (2) 1 (3) (62) (0)  (23) (36)

秋田 秋田やまもと すみれ会 休止中

秋田 あきた湖東 助け合いグループ「太陽」 (34) (7) (16) 1 (13) (239) (500)

秋田 大潟村 ゆずり葉 (17) 1

秋田 秋田しんせい しょうぶ会 (8) (3) 1 (12) (404)

秋田 秋田しんせい ふれあいあまさぎ会 (10) (2) 1 (9) (266) (1)

秋田 秋田しんせい ヘルプ大内 (5) 1 (4) (139) (1)

秋田 秋田しんせい ふれあい安心会 (18) 1 (12) (246) (1)

秋田 秋田しんせい ゆりかごの会 (15) 1 (4) (85) (2)

秋田 秋田しんせい ひまわりやしま (14) (1) 1 (5) (122) (4)

秋田 秋田しんせい わかば鳥海 (9) 1 (7) (130)

秋田 秋田しんせい ほほえみの会 (8) 1 (5) (127)

秋田 秋田しんせい ヘルプにかほ (10) 1 (24) (532)

秋田 秋田しんせい はまなすの会 (10) 1 (24) (756) (1)

秋田 秋田しんせい やまびこの会 (8) 1 (24) (591)

秋田 秋田おばこ ひまわり会 (20) 1 (1) (32) (0) (0) (0)

秋田 秋田おばこ りんどうの会 (9) 1 (3) (60) (0) (0) (0)

秋田 秋田おばこ 西仙あすなろ会 (9) 1 (1) (30)

秋田 秋田おばこ 助け合い組織　万年青会 (3) (0) (4) 1 (15) (108) 内容による (0) (0)

秋田 秋田おばこ 助け合い組織　愛里朱 (10) 1 (10) (43) (0) (0) (0)

秋田 秋田おばこ あじさいの会 (19) 1 (1) (37) (0) (0) (0)



秋田 秋田おばこ 太陽の会 (4) 1 (0) (0) (0) (0)

秋田 秋田おばこ 虹の会 (23) (2) 1 (2) (25) 内容による

秋田 秋田おばこ 西木マロンの会 (29) 1 (1) (24) (0) (33) (94)

秋田 秋田おばこ ゆさんこの会 (17) 1 (2) (35) (500)

秋田 秋田おばこ つくし会 (30) 1 (1) (30) (0) (8) (30)

秋田 秋田おばこ 菖蒲会 (27) 1 (1) (40) (0) (4) (20)

秋田 秋田おばこ 陽だまり会 (20) 1 (2) (100) (500) (0) (3) (110)

秋田 秋田ふるさと まごころの会 (21) (1) 1 (2) (18) (500) (2) (12)

秋田 秋田ふるさと なごみの会 (21) (2) (1) 1 (1) (10) (500) (2) (19)

秋田 秋田ふるさと ひらり (40) 1 (4) (81) (500) (5) (38)

秋田 秋田ふるさと けやきの会 (12) 1 (1) (11) (500) (5) (20)

秋田 秋田ふるさと さくら会 (14) 1 (2) (24) (500) (3) (10)

秋田 秋田ふるさと ほのぼの会 (20) 1 (1) (24) (500) (4) (18)

秋田 秋田ふるさと 月見草 (12) (1) 1 (1) (11) (500) (2) (9)

秋田 秋田ふるさと いなほの会 (11) (1) 1 (3) (36) (500) (2) (15)

秋田 こまち ゆざわヘルプの会 (56) (3) 1 (4) (74) (500)

秋田 こまち 雄勝ヘルプの会 (5) 1 (1) (14) (500)

秋田 こまち ひなたぼっこ (32) (3) 1 (5) (105) (500) (4) (8)

秋田 こまち 福寿草 (25) (1) 1 (19) (466) (500)

秋田 うご 福寿草 (23) 1 (9) (157) (17) (9) (157)


