


　中央労福協の事業年度は 2年サイクルであり、隔年で総会と標

記の会が開催されており今年は事業年度半ばに当たり、この間の

運動を点検する加盟団体代表者会議が 2014 年 11 月 28 日（金）、

東京ホテルラングウッドにて開催されました。

　会には全国の地方労福協、産別労働団体、事業団体の代議員と

傍聴人合わせて 119 名が参加し、冒頭、中央労福協古賀会長より

挨拶がありました。

 2020年ビジョンの折り返し点に

　会長挨拶では、中央労福協は「2020 年ビジョン」の折り返し点に立っており、

ビジョンは当初新自由主義の終わりがはじまったという時代認識に立ち「協同」

に輝きが増す社会を展望し、世界的傾向ではディーセントワーク・働き甲斐の

ある人間らしい仕事を通じての格差是正の主張が一定の潮流となりつつあると

の認識だが、現在の日本の政策動向はこの展望から遠ざかり、更に格差貧困の

拡大が進行するような政策に後退しているのではとの認識を指摘されました。

　●地道な活動で地域に根差した取り組みが
　だた、一方では生活困窮者支援や地域再生などの地道な活動が地域で根を張り芽を出すのを持ってい

る、この胎動が地域の中に生まれつつあることを信じたいとの指摘もありました。

　会議では 2014 年度活動報告、2014 ～ 2015 年度活動方針の中間総括と課題・補強案と 2014 年度（第

67 期）会計決算報告が行われ、いずれも満場一致で承認されました。

特別報告と記念講演

　会議の終了後特別報告「東日本大震災からの復興～現状と課題」として北部労

福協の小野務事務局長（岩手県労福協）より報告があり、記念講演で「人口減社

会の実像と地域再生への課題・展望」と題して日本創生会議メンバーで多くの公

職に就いている慶應義塾大学の樋口美雄教授の講演がありました。

●二極化する高齢化、地方では高齢者が急速に減少
　樋口教授は急速に高齢化社会に向かう日本でも、その現状と将来像は都市部と地方では全く異なり、

今後地方では高齢者が急速に減少し、一方、

都市部では団塊世代を含む世代が定年延長

の影響で地方にＵターンせず都市部に住み

続け過大な高齢化社会を形成するだろうと

し、既に人口動態でその兆候が出ており、

地方と都市部で条件が全く異なる状況が進

行するとの予測が示されました。

●地域ごとのきめ細かな施策が必要
　この様な人口動態が産業経済にも大きな

影響を与え、地方は雇用の一定割合を支えて

いた介護福祉の需要が急速に減少しその大部

分は都市部に移動する予測が立ち、それに対

しての今からきめ細かな施策が必要であり、

また全般的な課題も具体的に示され、地方に

住む者として有益な講演でありました。

●賃金とは
　会社で働いたらその対価としてもらえるものが「賃
金」です。給料・手当・賞与など、働いたことへの
対価として支払われる全てのものを言います。
●就業規則で賃金規定を確認すること

　支払われる給料額が下回ってはいけない額が法律で決められておりこれを
※最低賃金制度という。
　一方、昇給や賞与、退職金、各種諸手当等は法律上の義務はなく会社が自
由に決める事が出来るので就業規則等で確認しておこう。
●賃金支払いの 5原則
　①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月 1回以上、⑤一定期日にと
いう 5つのルールがあります。
※最低賃金制度
　毎年 10 月頃に改定され、各都道府県ごとに最低賃金額は異なります。
　高知県では 2014 年 10 月 26 日より 1時間当たり 677 円、深夜勤務（午後
10 時～午前 5時）勤務の場合は 25％割増しの 847 円です。
　最低賃金の金額未満で働かせた場合、使用者には従業員一人当たり 50 万
円の罰金が科せられます。
　自分の給料が最低賃金と比べてどうなのか分からない方、または低い方は
労働組合と相談しましょう、労働組合が無い方は連合「なんでも労働相談ダ
イヤル 0120-154-052」に相談しましょう。

働くうえでの
知識シリーズ

中央労福協古賀会長

慶大樋口教授
日本創生会議メンバー



　11 月 10 日、高知市の三翠園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 22 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、円安による輸入商品

の値上がりに加え、消費税の増税が暮らしを直撃し、「庶

民の懐だけがやせ細っていく」厳しい経済情勢で、中で

もそのしわ寄せが弱者や高齢者に強く向けられる社会情

勢のもと、2014

年度も引き続き連合高知とともに、「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。

　2014 年度の課題としては政策・制度、年金制度、医療

制度など 10 の課題を掲げ具体的な運動を進めることを確

認しました。

　労働者自主福祉運動の今更のそもそもの疑問に答えるハンドブックが出来ました。

　労働組合、事業団体、協同組合メンバー必読書

素朴な 14 の疑問に答えています。

Q1　労働者自主福祉運動とはなんですか？

Q2　戦前から労働者自主福祉運動はあったのですか？

Q3　戦後、労働者自主福祉運動はどのようにして始まったのですか？

Q4　労働金庫は、なぜできたのですか？

Q5　労働者共済はどうしてつくられたのですか？

Q10 労金も全労済も協同組合なのですか？

Q11 そもそも協同組合とはどのような組織ですか？

Q12 協同組合と株式会社どう違うのですか？

　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。但し、数に限りがあるため冊数についてはご相談させ

て頂きます。

� 0120-629-154　



　2014 年11 月 13 日（木）・14 日（金）の二日間、高松市の「オー

クラホテル高松」にて西部労福協第 33 回研究集会が、中四国九

県労福協及び事業団体より 90 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伊丹幸男西部労福協会長（広島県労福協会長）、地元労福協を代表

して新藤龍男香川県労福協会長より挨拶があり、香川県及び高松市より祝辞を頂きました。

　スローラーフのすすめ

　集会一日目、講演 1では「スローラーフのすすめ」と題し、特定非営利法人「スローライフ」代表で

元高松副市長の岡内すみ子氏の講演があり、元行政で培った経験を生かし地域おこしについての示唆有

る講演でした。

　グリーンツーリズムについて

　講演 2は「グリーツーリズム」について香川大学地域社会システム学科教

授原直行氏の講演と、同研究室で研究活動を続けている学生の実践レポート

が報告されました。

　グリーンツーリズムとは緑豊かな農山漁村地域に於いて、その自然、文化、

人々の交流を楽しむ滞在型の余暇活動（農村で楽しむゆとりある休暇）と定義されています。

　●学生の実践レポートも　研究室学生レポートは三本で、経済学部の土屋さんは「阿讃ロングトレイ

ルプロジェクト」、トレイルとは山頂を目指すことにこだわらない水平志向で歩くことそのものを楽し

むもので、登山とは趣が異なるものという事です。経済学部湯谷さんは「熊野古道ヘルス・ツーリズム」

について、同じく葛西さんは「里海プロジェクト・魚食の振興」について、それぞれ学生ならではのユニー

クな着眼点でのレポートでした。

　●豊かな社会を形成するために　原教授と学生のレポートを聴講し学ばせて頂いた事は、ストレス過

多の社会で、憩いの場が従来の商業化された観光や娯楽だけでなく、人間本来の自然回帰が出来る農山

村や漁村を活用すること、都市部の人間と農山村漁村との人が繋がりでより豊かな社会が形成できると

いう発想で、既にヨーロッパではグリーンツーリズムが社会に受け入れられ根付いている事が理解でき

ました。

　研究集会は二日目、さぬき市長大山茂樹氏の「まちおこし・労福連携モデル事業」について、特別

報告は「第 46 次海外労働者福祉視察団」に参加した連合香川会長代行榎原一吉氏の報告があり二日間

の日程を終了しました。

http://kumpel-kochi.com/



　さる 2014 年 9 月 30 日（火）、西地協主催の「本格フレンチシェフ
のお手軽フレンチ教室」が開催されました。定員 16 名のところ 16
名の参加があり、活気のあるイベントとなりました。
　今回も足摺テルメの総料理長　伊藤剛シェフを講師に迎え、「カツ
オの焼切り　ワサビ入りジャガイモのピュレ添えガーリック風味」「鶏

胸肉のローストオレンジのソース」　「プディング」の三品を習いました。フレンチと
はいえ、スーパーで普通に手に入る材料ばかりで堅苦しくなく、作り方も簡単でした。
　また、実際にプロのシェフに教えていただくちょっとしたコツは、市販のレシピ本にもないことで大変好評
でした。そして盛り付けも美しく、とても勉強になりました。
　食事タイムではこのほかにバケットも出され、みなさんお腹いっぱい、大満足でした。

　私はこの度は写真係でしたが、レシピをいただいたので家で作ってみようと思って
います。（レシピの欲しい方は西地協　渡邊まで！また今回は皆さんご存知の松廣屋
高退連会長にもご参加いただきましたので、コツを教えてもらってくださいね！）
　参加の方のアンケートには、「参考になった」「新しい食べ方だが美味しかった」「ま
たやってほしい」とうれしい意見が多数ありました。男性の方でも気軽に参加してい
ただけるので、次回はみなさんも、ぜひ！！� 連合高知西地域協議会　渡邊　智美　

　「カンガルーの会」は、「子育て支援や虐待予防」に取り組んでいる方への研修
を行う機関で、会員は県内約５０名（医療・保育・教育・施設などの関係者）で
幡多にも居られます。
　子育中の方にアンケートを取ると約８割の方が不安を抱いており、その約１割
が核家族化の影響もあり、相談する人や支援者がいない状況にあるそーです。
　虐待についても、全国で子供 60 人に１人が受けており、１週間に１人の割合
で子供が亡くなっているとのことです。
　皆さんの周りにも、現時点では虐待とは言えないまでも、その方向へ行く可能性がある家庭があるかもしれま
せん。
　ぜひ、近所への一声運動から始めていってほしい。
　信頼されるのは大変難しいが、気長にお願いしたいとのことでした。
　※地域や職場などへの講師派遣も行っているとのことです。機会があれば是非ご利用を！

9/30　本格フレンチシェフのお手軽フレンチ料理教室

10/1　シニアの地域における子育て支援について
講師：認定ＮＰＯカンガルーの会　副理事長　中西　稔氏　

　当協議会は、四万十市の観光協会と一緒に四万十物産館の隣の建物で活動してお
り、高知県を６エリアに分けた一つで、幡多の６市町村で構成されている。
　昨年の幡多博（６ヶ月）では、146 万人が幡多を訪れており前年対比約 20 万の

増の成果があった。
　現在、幡多地域の色々な観光資源を観光客は勿論、地元の方にも知ってもらうため「ハタカラＢＩＮＧＯ！」
というイベントを行っている。
　また、全国的にブームとなっている「ゆるキャラ」も右のものを作っており、幡多のアピールのためにも、
当協会へ申請していただければ自由に利用可能なので、是非ご利用してほしいとのことです。
　このほか、観光客に幡多でより多くの観光を楽しんでいただき、一人当たりの単価を増加させる取り組みも
行っており、各団体や地域の方など、多くの皆さんのご協力をお願いしたいとのことでした。

11/5　幡多の観光行政の状況
講師：幡多広域観光協議会　事務局長　橋本　龍也氏　



火災発生による避難訓練
　11 月 19 日、勤労センターで消防法に定められた消防訓練で火災によ

る避難訓練を実施しました。

　午後 3時、7階の共用部分の台所から出火したとの想定で、第一発見

者が初期消火に努めると共に 119 番通報、館内の火災報知ベルを発報し

館内の者が館外に避難する訓練で、また訓練に際し各フロアーの消火器

の確認、非常階段の確認も合わせて実施しました。

救急救命講習を実施
　消防訓練の終了後、6階労金会議室を会場に高知中消防署による救急救命の心

肺蘇生法と AED の使用方法について講習を受け、講習には勤労センター入居団体

より 20 名の参加があり、3時半から 90 分の講習でした。

ＡＥＤは心臓の痙攣（細動）を除き、一旦心臓を停止状態にするも？

　講師の救急救命士によると、救急救命は心肺蘇生と AED がセットであり、AED の使用だけでは救命に

至らず、必ず心肺蘇生の処置が必要であり、参加者全員が訓練用ボディと AED を使い実際の対応と操作

を学びました。

　参加してあらためて理解したのは、AED は停止した心臓を動かすものでなく、細動という心臓の痙攣

状態を除く作用をするもので、心臓の痙攣（細動）を除き、一旦心臓を停止状態にする、又はそれをきっ

かけに心臓を復活さすものだという「目からウロコ」の

知識を学びました。

　これで如何に心肺蘇生の処置が重要か理解出来ました。

　非常に有益で実戦的な講習でしたので、労福協として

は入居団体に呼び掛け、今後、定期的に受講者を入れ替

えて実施していきたいと考えています。

勤労センター東隣に高知県自治会館が建設中
平成27年10月竣工予定

　これまで勤労センター東隣には森連ビルが建っていましたがこの夏よりビル

解体作業が始まり現在更地になっています。

　この森連ビル跡地には新しく 6階建ての高知県自治会館（現在、共済会館前）

が建設されると説明を受けています。

　この新会館は外壁に杉板を使ったユニークな建物だという事も聞いていま

す。これから基礎工事に入り平成 27 年 10 月には工事完了との事です。

会館入口にカーブミラーを新設

　現在は一時撤去されていますが、この工事のため隣地を囲む工事用フェンスが

組まれ、勤労センターより車で道路に出る際に東方面の見通しが著しく悪くなっ

ており、安全のため新たに東方面の安全確認ができるカーブミラーを 10 月より新

設しました。

　車をご利用で道路に出る際にはカーブミラーでの確認も含め安全確認を怠らな

いようお願いします。 東方面の見通しが良くなりました

1Ｆ階段横にＡＥＤ設置





2014 年度高知県労福協研修会

「いつまでも元気でいるため」
～健康増進、予防そして治療～

　講師：石井英治医師　�中村クリニック副院長　元亀田メディカルセンター（千葉市

鴨川市）消化器内科部長代理

　　　�● 日　時　 2015 年 1 月 17 日（土）午後 1 時半より、受付 1 時より

　　　�● 場　所　 高 知 会 館　高知市本町 5 丁目 6-24

　※　石井先生は高知県出身、 消化器内科、 内視鏡治療の分野では全国的に高名な方で、 2014 年 9 月、

　　高知にＵターンしました。

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、森本倫光税理事務所のご

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。）

安芸地区　27 年 2 月 3 日（火）

会　場：四国労働金庫安芸支店 2階【定員 50 名】

記

1．開催日時（各会場とも時間9時30分から4時まで）

須崎地区　27 年 2 月 2 日（月）

会　場：四国労働金庫須崎支店 2階【定員 30 名】

高知地区　27 年 2 月 4 日（水）～ 2 月 5 日（木）

会　場：高知会館　飛鳥【定員 60 名（両日とも）】

南国地区　27 年 2 月 6 日（金）

会　場：四国労働金庫南国支店 2階【定員 30 名】

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 27年 1月 9日（金）～ 1月 20日（火）
　　　　　　　　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

参加費
無料


