


　2014 年 7 月 24 日、四国労金安芸支店に

て2014年度・安芸地区労福協理事会（総会）、

8月 21 日に須崎市立市民文化会館で第 14

回高岡地区労福協定期総会がそれぞれ開催

されました。

　安芸地区理事会（総会）では岡松廣人会

長（安芸地区労会長）が開会の挨拶を述べ、

議長に川村健理事（安芸地区労事務局長）

を選び、2013 年度の活動・会計・監査報告、

及び 2014 年度の活動計画・予算案を審議

し承認されました。

　役員改選では、岡松廣人会長、川竹寛副会長（高退連安芸）、山本昌史副会長（中芸地区労会長）、

丸田良事務局長（高退連安芸）は再任、中越弘副会長

（連合東部協議会）が新任で承認されました。

　高岡地区総会も 2013 年度の活動・会計・監査報告、

及び 2014 年度の活動計画・予算案を審議し承認され

ました。

　高岡地区役員改選は、市川秀幸会長（高退連高岡）、

矢野和久副会長（連合須崎・高岡地協）、弘瀬敦也副

会長（労金推進委員会）、中西司事務局長（連合須崎・

高岡地協）がいずれも再任されました。

　■住 所
　　〒787-0033
　　四万十市中村大橋通7-1-24

　■電 話
　　0880-35-3865

　４月１日から、幡多地区労福協の２階

に「全労済中村支所」がオープンし、幡

多地区の全労済利用者にとって大変便利

になりました。



■中四国九県から27名の受講生が参加

　労働者福祉西部協議会（西部労福協）は労

働者福祉運動の理念と歴史を継承しリーダー

を養成するための講座を 8月 22 日～ 23 日、

岡山市「後楽ホテル」に於いて開催し、中四

国九県から 27 名が参加し受講しました。

　冒頭、主催者を代表して伊丹幸男西部労

福協会長（広島県労福協）より挨拶が有りま

した。

■労働者福祉運動の歴史や理念を学ぶ

　初日の講義では、高橋均・中央労福協アドバイザーから、労福協や事業団

体が生まれてきた歴史や理念、課題について学び、第２講では田村正勝・早

稲田大学教授より、危機の時代の経済・社会の捉え方と

新しいパラダイムへの転換についての問題提起を受けま

した。

　２日目は高木郁郎・日本女子大名誉教授から労働運動

や労働者福祉事業がメンバーシップを超えて地域で公益的な役割を発揮す

ることの重要性について事例も交えて講義を受けました。

― 働く時間：労働時間とは ―
　使用者の指揮命令のもとで働く時間のことで、休息時間を除いた始業時から

終業時までの時間のことを言います。

●法定労働時間（労働基準法第 32 条）
　法律で決められた労働時間の上限　原則 1 日 8 時間　1週 40 時間　※特例により 1週 44 時間が認めら
れている業種もあります。

●法定労働時間を超えて働くときのルール（労働基準法第 36 条）
　使用者は、1日 8時間を超えて労働者を働かせる場合や休日労働をさせる場合には、予め労働者の代表※

と書面で「時間外労働に関する協定（通称 3
サブロク

6 協定）」を結んで、所轄の労働基準監督署長に届け出なけ

ればなりません。

　※労働者の代表とは
　 　労働者の過半数を代表する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は事業所の労働者（正規、

非正規は問わない）の過半数を代表する者。

時間外労働の限度基準
　36 協定を結んだからいくらでも働かせることが出来るわけではなく、時間外労働にも限度基準がある

期　　間 1週間 2週間 4週間 1か月 2か月 3か月 1年間

限度時間 15 時間 27 時間 43 時間 45 時間 81 時間 120 時間 360 時間

　変形労働時間制の場合は多少異なります

働くうえでの
知識シリーズ





■健康維持増進に係る助成事業

－例－

　●生活習慣病予防検診・人間ドック

　●介護サービス利用助成

　●高知県民体育館プール

　●高知市営プール・トレーニング

　●南国市立スポーツセンター

　●ながおか温泉

　●はるのの湯

　●家庭常備薬斡旋　 ※その他様々な助成があります。

■自己啓発及び余暇活動に係る助成事業
－例－
　●映画チケット　　●高知市夏季大学　●ボウリング
　●ゴルフ練習場　　●夏季プール　　　●コンサート
　●展覧会　　　　　●ビアガーデン　　●講座
　
　●各種食事チケット　　●ホテル＋往復航空券プラン

　その他、2カ月毎に発行の会報誌で様々な企画を提供 !

中小企業退職金共済制度の受付窓口

生活設計のためのセミナー受講助成

■慶弔共済給付金制度

　祝い金 ( 成人・結婚・出生・入学・還暦 )
　見舞金 ( 傷病・死亡・障害）
　その他、上記以外にも住宅災害見舞金や自然災害見舞金
　の給付項目もあります。

居住用住宅を取得する場合の貸付制度
※貸付制度は生活・教育・住宅の 3種類
　があります。また、ご利用にはそれぞ
　れ条件及び審査が必要になります。

健康の維持増進

クンペル高知（公益財団法人高知勤労者福祉サービスセンター）
〒780-0802 高知市丸池町 1番 1-14 号　高知市勤労者交流館１階 TEL088-885-9739　FAX088-880-0027

老後の生活安定

財産形成
在職中の生活安定

自己啓発及び余暇活動



　今年も、８月 10 日・11 日の２日間、高知の真夏の祭典「第

61 回よさこい祭り」が開催され、わが『四国ろうきん』チー

ムも７歳から 67 歳までの総勢 94 名の踊り子隊を編成し、11

年連続 14 回目の出場を果たしました。

　出場にあたっては、高知地区推進委員

会イベントとして実行委員会を結成し、

楽曲や振付のイメージ、衣装デザインな

ど、打合せを重ね数ヶ

月にわたり準備を行いました。

　【祭り】がテーマの今年は、粋な法被スタイルにこだわり、

昔ながらの夏祭りを表現。「龍馬」や「慎太郎」が登場する

ユニークな歌詞の楽曲に、「シバテン」の相撲や「クジラ」

をイメージしたダイナミックな振りも新鮮で、みんな口ず

さみながら楽しんで踊りました。

　踊り子隊は、職員とお客様を中心に幅広い年齢層でリピー

ターも多く、練習時から終始アットホームな雰囲気。ご夫婦

や親子での参加はもちろん、お孫さんとの参加が実現したメ

ンバーもおり、まさに今年のテーマ通り、家族みんなで楽しめる労金の

夏祭りとなりました。

　本番は、台風の接近に伴い、８月９日に開催予定であった前夜祭が中止。

本祭の開催も直前まで分からないという状況が続きましたが、踊り子た

ちの日頃の頑張りのおかげか、本祭２日間はお天気に恵まれ元気いっぱい踊りぬくことができま

した。

　近年は県外からの参加者も増え、ますます広がりが期待できる『四国ろうきん』チーム。来年も

さらにパワーアップして参加したいと思います。



☆イベント内容☆
 ・「ナダレンジャー」による防災科学実験ショー

 ・防災迷路

 ・ペーパークラフト「紙ぶるる」（耐震構造学習体験）

 ・ストローハウス ( 建物構造学習体験 )

 ・災害写真パネル展示、ＤＶＤ上映

 ・防災グッズ、非常食（試食あり）の展示

 ・キッズスペース

  （わなげ・巨大ダルマおとし・ストラックアウト）

 ・住まいの保障相談 等　

〒780-0870　高知市本町4-1-32
ＴＥＬ088-823-6031

〒787-0033　四万十市中村大橋通
7-1-24-2Ｆ

ＴＥＬ0880-35-3865

全労済高知県本部

中村支所

全労済高知県本部
（高知県労働者共済生活協同組合）

ぼうさいカフェは、内閣府が防

災知識モデル普及事業として、社

会全体の防災力向上や、国民の防

災知識を高めるために推進してい

る活動です。

今年は、中村支所開設を記念し

て四万十市で開催しました。当日

は大勢の方にご来場いただき、体

験コーナーや展示コーナーを通し

てご家族で防災・減災への意識向

上を図ることができました。

■開催場所　 四万十市立中央公民館

■開 催 日　 2014 年 6 月 22 日（日）

みなさん集中して
紙ぶるるを作成中です！



　　森林面積が 84％という高知県で、ニホンジカによる植生被害は大きな問題となってい森林面積が 84％という高知県で、ニホンジカによる植生被害は大きな問題となってい

ます。この実情を四国森林管理局の協力を頂き見学すると共に、「治山の森」で「流域ます。この実情を四国森林管理局の協力を頂き見学すると共に、「治山の森」で「流域

保全と森林づくり」を学び、紅葉深まる白髪山みやびの丘でのハイキングを楽しみます。保全と森林づくり」を学び、紅葉深まる白髪山みやびの丘でのハイキングを楽しみます。

日　　時　2014年 11月 1日（土）

場　　所　 香美市物部町

　　　　　治山の森及びみやびの丘周辺

内　　容　 みやびの丘ハイキングと、「治山の森」に於いて「流

域保全と森林づくり」を高知森林管理局の協力を得

て学びます。

対　　象　 高山ハイキングを行うに十分な脚力がある方

　　　　　（小学高学年以上）。

参 加 費　1000円（お弁当・保険料等に充当します）

募集人員　38名

服 装 他　高山ハイキングに適した服装・靴・雨具

日程詳細　 四国森林管理局（高知市丸の内1-3-30）に午前 7：30

集合、8：00 出発、午後 4：00 帰着。

　　　　　 管理局構内に若干台数の駐車を確保します、なるべ

く乗り合わせでご参加ください。

雨天の場合は中止となります。

　　　　　 前日の10月31日正午の天気予報を判断基準にし、

中止の場合は各自に連絡します。申し込みの際に電

話の連絡先が必須です。

参加申込　 所定の申込書でお申込みください。（労福協及び連

合高知に備えています）

募集期限　 10 月 10日（金）、（募集期間中でも定員に達し次第、

予告なく募集を終了いたします）

問い合わせ先

　　　　　高知県労働者福祉協議会事務局

　　　　　電 話 088-824-3583　FAX 088-875-4887

　　　　　e-mail kochirf@shirt.ocn.ne.jp


