


　2013 年 11 月 7日（木）・8日（金）の二日間、山口市の「ホ

テルかめ福」にて西部労福協第 32 回研究集会が、中四国九県

労福協及び事業団体より 110 名の参加で開催されました。

　会の冒頭、西部労福協を代表して間嶋祐一西部労福協会長

（高知県労福協会長）、地元労福協を代表して中野威山口県

労福協会長より挨拶があり、山口県及び山口市より祝辞を頂

きました。

■ 一日目、経済と福祉について講演
　集会一日目、講演 1では「アベノミクスと地域経済への影響」と題し、山口大学大学院教授稲葉和也氏が、

今、進められている経済政策の三本の矢について分析を示し、その脆弱性を具体的に指摘、真に必要な政策

は持続可能な社会を目指すことであり、若者の雇用や子育て支援など次世代を担う層に政策を集中させるこ

とが必要であると説かれました。

　講演 2 では社会福祉士と精神保健福祉士のキャリアを持ち京都市の福祉現

場で働く富井宏美氏が、「信頼が生み出す力」と題し、福祉現場の経験をもと

にした実践報告がありました。

　富井氏は 1986 年山口県岩国市生まれ、福祉の世界に入り福祉 3K+1K（キ

ツイ、汚い、危険＋給料が安い）という悪いイメージに直面し、福祉のプラ

ス面も伝えていきたいと思い、休日にモデルを始めた現役モデルという異色

のキャラクターを持っています。

■ 二日目、全労済の事業報告と笑いヨガ、LSC 報告
　集会二日目、冒頭に全労済西日本事業本部の延永尚任室長より、東日本大

震災や続く台風などの自然災害に対する取り組みについて、労働者福祉運動

を進める事業団体としての事業報告がされました。

　特別公演「笑いのススメ」では、笑うことにより健康を守り、生活を豊か

にしていく「笑いヨガ」の講演がありました。

　レクレーションコーディネーターの長谷英治氏の指導で参加者が入り交じ

りそして輪になり、会場は大きな笑

い声に包まれました。

　長谷氏によると、例え“作り笑い”であってもその効能は体の

代謝を活発にし、免疫性が向上し、人との繋がりが円滑になると

のことで、笑いを実践した会場は和気あいあいとした雰囲気に包

まれていました。

　最後の講演は、パーソナルサポートセンターやまぐちの総括相

談員の河杉知治氏の生活困窮者自立支援モデル事業についての報

告を受け、二日間の研究集会の日程を終了しました。

山口大学教授・稲葉和也氏

社会福祉士・富井宏美氏

輪になって行う「笑いヨガ」

パーソナルサポートセンターやまぐち
総括相談支援員　河杉知治氏



　11 月 11 日、高知市のサンライズホテル

にて労福協の会員団体である高知県高齢・

退職者団体連合の第 21 回定期総会が開催

されました。

　アベノミクスの経済政策のもと、円安に

よるガソリン・灯油の高騰、食料品等の値

上げ、加えて来年 4 月からの消費税値上げ

が決定され、「庶民の懐だけがやせ細って

いく」厳しい経済情勢で、そのしわ寄せが

弱者や高齢者に向けられる社会情勢のもと、2013 年度活動方針を、「全世代型支

援の社会保障で“働くことを軸とする安心社会”」の実現を目指す事としています。

　2012 年度役員体制は、会長に北村良平氏（県職・留任）、副会長に山中千枝子

氏（教職・新任）、横山定子氏（鉄道・留任）が、事務局長に國弘昭氏（NTT・新任）

が、また新たに岡迫忠夫氏（土電）が幹事に、石原一生氏（ユニオン）が会計監

査に信任されました。

開会の挨拶を行う北村良平会長

新任の國弘昭事務局長

退任の濱野安一前事務局長

　ライフサポート事業をすすめる高知県労福協では、社会貢献相談事業の一環として今まで相談のあった事

例や、全国で進めるライフサポート事業の相談事例を参考にして労働、労災、生活、法律、金融、税務、教

育分野にわたる相談事例のダイジェストのハンドブックを発行しました。

　また、このハンドブックには、労働者福祉運動をご理解い

ただくため、労福協会員団体の紹介も掲載しております。

　団体、事業所、高知県民の方に無償でお分けします、ご希

望の方は下記フリーダイヤルにお申込みください。

　　0120―629―154
■記載の相談事例の紹介

　 Q01　会社都合退職と自己都合退職の違いって？

　 Q03　未払い賃金、残業代を払ってほしい

　 Q08　口頭で告げられた時間給と違っていた

　 Q11　昼休み中のケガは労災保険の適用になるの？

　 Q13　失業が長引き生活資金が底をついた

　 Q20　クーリングオフをしたいのですが

　 Q22　複数の借金を減らしたい

　 Q29　子供が不登校で悩んでいる

　　  ブックサイズ　A/5 版　27 ページ
　※�ご希望の冊数、お届け方法他についてはお電話を頂いた際にご相談

させていただきます。

高退連第21回定期総会が開かれました
「全世代型支援の社会保障で“働くことを軸とする安心社会”」の実現を目指して



2013 年反貧困全国キャラバン・高知県キャラバン

　キャラバンカーは 9月 28日に愛媛県から高知県入りしました。

高知県では労福協やクレサラ対策協など四団体が呼び掛け団体となり実行

委員会を組織し県内各層に賛同団体を募り、取組みを行いました。

　9月 29日（日）、高知市の中心市街にある中央公園で、弁護士、司法書士、

社会福祉士、精神保健衛生士、労働安全衛生センターの相談員など、貧困問

題に関わる相談員を配し、反貧困なんでも無料相談会を実施しました。

　この相談会は、キャラバンカーや従来の組織的広報では広く県民市民への

告知に限界があるため、事前にチラシを六万世帯へ新聞折り込みし、取組み

の周知と相談会の告知に努めました。

　キャラバンカーは高知県内の自治体へ要請行動を行い、県内のほぼ全域を

巡回しました。

　キャラバンは 9 月 30 日は県東部 ､10 月 1 日は県北部と高知市へ、高知

市では実行委員会の間嶋祐一労福協会長など 5 名のメンバーが吉岡副市長

と面談し、生活保護行政などについて要望をおこないました。

　10月2日は高知県西部を幡多ライフサポートセンターのメンバーがキャ

ラバンカーで自治体要請行動を行いました。

　10月 3日は県北西部の自治体を巡回し、反貧困と生活保護行政などにつ

いて自治体への取組みを要請しました。

　10 月 4 日、高知県での 5 日間の取組みを終え徳島県にキャラバンカー

を引き渡しました。

反貧困全国キャラバンに参加して（幡多ライフサポートセンター会報より転載）

　10 月２日（水）に幡多ライフサポートセンター（石井・曽根・宮本）

で昨年に引き続き「2013 年反貧困キャラバン」の活動に参加しました。

　反貧困キャラバンとは、貧困と格差の拡大を市民運動の力でくい止め

ようと、「反貧困全国キャラバン 2013」を展開し２台のキャラバンカー

が全国４７都道府県をめぐりながら「人間らしい生活と労働の保障を求

めて、つながろう！」「私たちの町をもっとやさしい社会にするために」

をスローガンに、全国各地で、誰もが希望を持って生活できる「やさし

い町」を実現するための活動です。

　私たちは高知市を午前 7：30 に出発し、各市町村の庁舎を目指して高

知県の西部方面を走りました。

　各市町村へ反貧困に対する要請書を手交し、今後の行政運営や予算編成に役立てていただく様、要請してきま

した。

　土佐市→須崎市→中土佐町→四万十町→黒潮町→土佐清水市→大月町

→宿毛市→三原村→四万十市の順番でキャラバンカーを走らせながら、

街宣活動を行いました。

　要請書の概略は、①生活保護行政「制度の広報・周知」「申請権の保

障」「住まいの確保」「人員体制の整備」など②生活保護基準の引き下げ

に伴う影響「県・市町村の対応」など③労働分野④子育て環境⑤教育分

野、に関する内容です。

　幡多ライフサポートセンターへの相談のなかでも、生活が困窮している、子育てに悩んでいるといった相談が

あります。主体的な行政運営がなされ、サポート側が様々な制度を把握して上手に利用することで、もっと助け

合えることが出来るのではないかと感じました。

10月 1日、吉岡高知市副市長に要請
行動を行う実行委員会メンバー

9月29日、高知市中央公園でのなんでも
相談で挨拶する間嶋労福協会長

10 月 2 日、自治体要請行動で土佐市役
所へ、幡多ライフィサポートセンター
の宮本氏と曽根氏



　11 月 2 日（土）、天狗高原でセラピーロー

ドウォーキングを、高知市より 37 名、幡多

ライフサポートセンターより 36 名、計 73 名

の参加で実施しました。

　労福協の勤労者の森事業は例年「夏休み親

子キャンプ」を南国市黒滝地区で実施してい

ますが、今年度は諸般の事情で中止を決定し

ており、それに替わる事業として、森林に親

しむ取り組みとして天狗高原セラピーウォー

クを幡多ライフサポートセンターと合同で実施しました。

　高知市より参加組は、午前 8 時半に県民文化ホール前に集合、バス 1台をチャーターし 11時過ぎには天狗高

原に到着しました。

　11 時半に幡多ライフサポートセンターの参加組

と天狗高原で合同しウォークに出発。

　当日、天狗高原は生憎の霧がかかっており眺望は

望めませんでしたが、高原のさわやかな空気の元で

ウォーキングし、体一杯森林浴を楽しみました。

　ウォークは約 1 時間半、途中昼食を挟み無事終了

しました。

　解散式では勤労者の森実行委員長の濱田嘉彦理事より参加者に感謝の言葉があり終了し、幡多ライフサポート

センターより参加の組は四万十市に向けて、県労福協より参加の組は高知市に向けて帰路につきました。

天狗高原のセラピーウォークに参加して
　11月2日（土）高知県労働者福祉協議会（「労福協」）の「勤労者の森（委員長・浜田嘉彦）」、幡多ライフサポー
トセンターの共催で、みんなで交流を深め、秋の一日を楽しもうの企画に参加した。
　当日、県民文化ホールの前に参加者が集合、総数37名。大型観光バスに乗り8時 40分に出発した。途中、
伊野より高速道路を利用し須崎市で下り一路天狗高原へ向かった。
　車窓から見える新荘川沿いの秋の風景を眺めながら布施ヶ坂に、途中でこの企画に参加する幡多グループと時
間調整のため、道の駅「四万十川源流の駅　布施ヶ坂」で小休止をとり合流後、高知グループの車の先導で、車
窓から紅葉の山々を眺めながら、くねくねと布施ヶ坂を走り、10時過ぎに目的地の天狗荘の駐車場に到着した。
　後続バスと合流する。休憩のあと、世話役から、お茶とお弁当が配られ、日程の説明をうけ、セラピーウォー
クに挑戦した。
　先導者のあとに続き参加者全員が元気に出発する。ウォークのコースは、ヒノキのチップが遊歩道に敷きつめ
られ快適。森に抱かれながら、時折り木々の合間から遠くの山々、雲の動きがみえるそうだが、この日は、残念
ながら一面のガス、視界はゼロ。しかし、木々の香りは格別でリラックスムードを満喫しながら散策すると、20
分程度で最後位。私は、先行グループと離れ、グロッキーとなり途中でリタイヤ、引き返すこととなる。（このコー
スは、あとで聞くと「2時間コース」とのこと高齢者には少し無理だとのこと。）
　午後2時予定通り全員が事故もなく帰還した。
　参加者全員揃って記念撮影。浜田嘉彦さんの「疲れさん」のあいさつ。山登り5つの教訓（極意）を聞き納得する。
　みんなと別れを惜しみ帰路についた。

天狗高原セラピーウォーク



　11月10日～11日
に大阪で「ＬＳＣ相談
員研修会」があり、石
井、松廣屋、宮本、幾久、
曽根が参加しました。
　これは毎年、西（大阪）
と東（東京）とで行わ
れている研修で、相談

員としての心得や、相談に来られる方の現状、そして行
政が行う支援システムなどの状況について、心理カウン
セラー・大学教授・司法書士などにより「講演」と「演
習」・「ロールプレイ」形式で行われました。
　参加したＬＳＣは、愛知県から沖縄までの14県のＬ
ＳＣで、33名の相談員が参加していました。

（研修内容）
　心理カウンセラーに
よる、相談に来られた
方への相談員の対応で
は、「聞き上手」でな
くてはならないこと、
「尋ねる（Ａｓｋ）」で
はなく「聴く（Ｌｉｓ
ｔｅｎ）」ことが大切
であり、「相手の心に

寄り添う聴く力」が要求されるとのことでした。
　また、破産などで生活困窮者（生活保護等）に陥る原
因としては、ギャンブルや遊興娯楽による浪費が原因

と思われがちだが、日本弁護士連合会の調査では全体
の４％程度と少なく、生活保護の不正受給についても
全体の0.4％程度とのことでした。このことは非正規
雇用の増加などにより、真面目に働き生活していても、
生活困窮に陥る方が数多くいることを物語っています。
　そのほか、社会状況の変化に伴う労働者のストレス
が増加より、メンタルの病が増加してきたことや、行政
のセーフティネットの現ロールプレイの状況、（２名が
相談者と相談員に分かれ、その状況をグループごとで評
価し話し合う）日程的には、朝５時出発で初日は午後７
時までの研修となっていたことや、講師や受講者が熱心
なあまり予定時間を１時間も超過してしまったことな
ど、かなりハードな研修ではありましたが、相談を受け
る者として必要な知識や技術を身に着けるためには、大
変有意義な研修でした。（石井事務局長が事例発表の時、
機転を利かし時間調整してくれました。感謝！）
　なお、各県の相談員の方々は、殆どが常駐の相談員の
ようでした。

意見を述べる幡多ライフサポー
トセンター相談員の宮本博行氏

ロールプレイの状況、（２名が相談者と相談員に分かれ、
その状況をグループごとで評価し話し合う）

リニューアルの主な点は
■�ニュース＆トッピク、お知らせの記事が管理委託会社でなく労福協から更新
できること。

　�インターネットの発展はめざましく、WEB�技術を持たない者でもブログやツイッターなど
で情報発信ができる時代になっております。
　労福協でもホームページの定期的な更新を図るため、この方式を取り入れました。

■�地区労福協やライフサポート事業に関わる詳細な情報を掲載し、随時更新を
します。

　�今年度幡多ライフサポートセンターが発足し、くらしの相談事業など様様な事業に取り組
んでいます。
　その取り組みを報告するページを設けました。

■�なんでも相談のQ＆A�を掲載
　�従来のホームページにも掲載しておりましたが、相談事例ごとにインデックスを付け、Q
＆Aについて更に見易いページに改善しました。

■お問い合わせフオームを新設
　情報の双方向を目指してお問い合わせフォームを設けました。お気軽にご利用ください。

HPアドレス http://www.roufuku.com/ で検索高知県労福協

お気づきで
しょうか？

幡多ライフサポートセンター　曽根　司公





無料確定申告相談会開催の予告

　毎年好評を得て開催いたしております確
定申告相談会を今年度も高知県高退連、連
合高知、四国労働金庫と協力し、西森博税
理事務所のご指導を得ながら右記要領で開
催いたします。
　年々参加者が増えている関係で全会場と
も予約制と定員を設けさせていただきます
ので、ご了承ください。（※なお譲渡所得と
事業所得についての申告は、お取扱いして
おりません。）

須崎地区　26年2月5日（水）
会　場：四国労働金庫須崎支店2階【定員 30 名】

記
1．開催日時（各会場とも時間 9 時 30 分から 4 時まで）

高知地区　26年2月3日（月）～2月4日（火）
会　場：高知会館　飛鳥【定員 60 名（両日とも）】

安芸地区　26年2月6日（木）
会　場：四国労働金庫安芸支店2階【定員 50 名】

南国地区　26年2月7日（金）
会　場：四国労働金庫南国支店2階【定員 30 名】

近づく巨大南海トラフ地震
3.11 東北地方大震災から学ぶ連動型巨大地震への備え

内閣府中央防災会議専門委員

高知大学　岡村眞教授　講演会

昭和24年2月5日� 佐賀県生まれ
昭和47年３月� 鹿児島大学理学部地学科卒業　（理学士）
昭和49年3月� 東北大学大学院理学研究科修士課程修了（理学修士）
平成 2 年2月� 理学博士（東北大学）
平成11年4月� 高知大学理学部自然環境科学科長
平成18年4月～� 高知大学総合研究センター防災部門長併任
平成20年4月� 高知大学教育研究部自然科学系理学部門教授
� 大学院総合人間自然科学研究科理学専攻専任担当
平成24年4月～� 高知大学総合研究センター防災部門特任教授
� 外部委員経歴など
� �地震防災関係：内閣府中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とし

た地震・津波対策に関する専門調査会」委員他

次の南海地震トラフ地震ではゆれが始まっても
15 分程度は「地震津波予報」が出ない可能性が
ある。我々はゆれが 1 分以上続いたら、南海地
震であると考えて高台への避難を開始する必要
がある。地震への備えは出来ているか？ゆれはじ
めだしたら我々は何もできない。それまでの「備
え」がすべてであることを考えておいて欲しい。

岡村　眞氏 プロフィール

日時　2014 年1月 25 日 ㈯
開場：午後 1 時
開演：午後 1 時 30 分
会場：高知会館
　　　高知市本町 5 丁目 6 ―42

参加費
無料

2．申込先　いずれの地区も高知県労福協へ
　　ＴＥＬ 088-824-3583 又は 088-824-5533
3．受付期間　平成 26 年１月９日（木）～１月 20 日（月）
　　　　　　　　　ＡＭ９時～ＰＭ５時まで
・受付開始直後は電話が混雑し、話し中でご迷惑をおかけする場合があります
・受付期間中でも定員になり次第、予告なく受付を終了させていただきます


