


　3 月 9・10 日の二日間、中央労福協主催

の第 3 回地方労福協会議が 47 都道府県の

地方労福協が参加し京都市で開催されま

した。

　山本幸司中央労福協副会長の開会挨拶、

中央労福協、地方ブロックの活動報告が

あった後、2015 年度の活動計画の具体化

として、重点課題の進め方、ライフサポー

トセンターアンケート及びヒアリングに

ついて、「生活底上げ・福祉強化キャンペーン」の取り組み集約とアンケートについて生活困窮者への新

たな支援制度について意見交換が有りました。

2015 年度活動計画の具体化について

　中央労福協より活動計画の重点課題として、１、貧困や多重債務のない社会に向けた政策・運動で、

奨学金制度の改善、生活困窮者支援制度の定着・発展、２、ライフサポート活動の検証と新たな展開に

向けた合意づくり、３、労働運動、労働者自主福祉運動の連携による協同事業の利用促進と共助拡大の

三点の提起があり、各県から取り組みを踏まえた意見が出されました。

生活保護制度をめぐる状況と課題について

　9 日は、生活保護問題全国会議代表幹事で生活底上げ会議代表世話人の尾藤廣喜弁護士の「生活保護制

度をめぐる状況と課題について」、生活保護制度の現況について詳細な内容の講演がありました。

　講演では平成 7 年は 88 万人だった制度利用者が平成 26 年は 216 万に達し、貧困の拡大に歯止めがか

かっていない事、また制度から漏れ餓死や孤立死が相次いでいる事、利用者が急増しているのに関わらず、

生活保護を利用している割合（利用率）が 1.6％、本来生活保護が必要な生活レベルで実際に保護制度を

利用している人の割合（捕捉率）が 15 ～ 18％と、欧州先進国と比較すると 1/3 から 1/5 のレベルとなっ

ていることが挙げられました。

　また、進められている生活保護基準の引き下げは、最低賃金や福祉・教育行政にも波及し、最低生活

を保障するナショナル・ミニマムを切り下げ、国民生活全般の困窮化に繋がっているとの指摘がありま

した。

　高知県労福協もくらしの相談を行っており、講演を機に生活保護制度への更なる理解を深めることが

でき、ライフサポート事業を発展させていくうえで有益な講演でした。

第４回地方労福協会議
年度重点課題と生活保護制度講演



　３月１４日（土）、今年で２３回を数える【ろうきん職場対抗駅伝大会】を開催しました。高知地区推

進委員会行事として県内各地から会員の皆様が集う新春恒例となったこの大会では、高知市内を南北に分

断する鏡川の緑地帯みどりの広場を中継地点とし、６区間１１．８キロメートルを競います。今回は、各

職場から４６チームの参加で、選手・スタッフ・応援を含め約５００名の一大イベントとなりました。

　競技方法は、スピードを競うタイムレースに加え、事前に各チームの予想申告タイムを登録してもらい

実際のタイムとの誤差を競うピッタリ賞の２部門を用意。その他、個人には区間賞や、今年はユニークな

衣装で注目を集めたチームへ特別賞の表彰もありました。

　当日は、まだ肌寒い日が続く３月では珍しいほど暖かく、

天候にも恵まれ、走者の皆さんが汗だくになりながら襷

を繋ぐ姿がとても印象的でした。

　駅伝を通じて、チーム内が一致団結できるのに加え、他

職場やスタッフなど、参加者全員が交流を深めることので

きる絶好の機会。今後も、さらに職場に根付く大会になる

よう盛り上げていきたいと思います。

第 23 回
ろうきん職場対抗駅伝大会
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火災はもちろん台風・地震など自然災害に備える住まいと家財の保障。 

掛金が手頃なエコ住宅専用住まいる共済や新登場のマンション専用プランなど、さらに保障が充実！ 







高知県では、働きざかりの男性の死亡者数が全国に比べて多く、その多くは、がん・心疾患・脳血管疾患などの
生活習慣病によるものです。高知県民の健康について、高知県からの資料を基にシリーズで掲載していきます。

高知の 高知県民の健康状態について①健康
図鑑

第1回

※H24年厚生労働省
国民生活基礎調査「日常生活に制限のない期間の平均」から算出

1位 愛知県

46位 高知県

71.74年

69.12年
男性

1位 静岡県

36位 高知県

75.32年

73.11年
女性

平均寿命の推移
（０歳におけるその後生きられる平均の年数）

●高知県民の平均寿命は、男性78.9歳、
女性86.5歳でした。

●平均寿命は男女とも伸びていますが、
男性は全国より0.7年寿命が短く､全
国順位も下位となっています。

●健康寿命は全国１位の県に比べ､男性
2.62年､女性2.21年短くなっています。

●健康寿命の全国順位も下位となってい
ます。

高知県民の平均寿命と
健康寿命について

健康寿命
（平均寿命のうち、健康で活動的に暮らせる平均の年数）

高知県民の年齢別死亡状況
●高知県と全国の死亡数の差を年齢別に見てみると、高知県の34歳～69歳の男性
で死亡者数が多くなっています。

●女性は65歳～90歳の死亡者数が少なく、90歳を超えてから増加しています。
高知県と全国との死亡数の差 平成16年~18年

全国より多く死亡
しています
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厚生労働省「平成17年都道府県別生命表」

全国に比べて
多い死亡者数

高知県男性の早世※の要因（※若くして死亡すること）
●65歳までに亡くなる人数を計算すると、人口10万人当たりで全国より2,400人多
くなっています。死因の約４割が生活習慣病です。

65歳までに亡くなる人数
（LSM:区間死亡率）
人口10万人当たり

全 国

高知県

14,100人

16,500人

全国との差
2,400人

(人口10万人当たり)

65歳までに亡くなる人数 平成16年~18年（男性）

出典：厚生労働省「平成17年都道府県別生命表」から算出
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生活習慣病で37％
脳血管疾患＞がん＞心疾患

肝疾患11％

不慮の

事故

28%

自殺
18%

脳血管

疾患

16%

がん
13%

肝疾患
11%

心疾患
8%

自殺18％

高知県健康政策部健康長寿政策課 よさこい健康プラン21推進室 TEL088-823-9675
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■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



旅 エアーもホテルも選べるトラベル!

■お問い合わせ・お申込み■
高知県知事登録旅行業第 2-35 号

一般社団法人 高知県勤労者旅行会
高知市本町4-1-32　こうち勤労センター4Ｆ

ＴＥＬ（088）8 2 4 ―3 1 0 0

平成 27 年 4 月現在の料金です

●１名様からお申込みいただけます

●�ご出発日の前日から起算して7日前までに

お申込みください

●�出発日から最大14日間まで復路延長可能

（条件有）

●�出発日の21日前よりキャンセル料がかか

ります

●詳しいパンフレットが当社にございます

東京
神奈川
千葉
埼玉
栃木
群馬
長野

¥29,300～¥68,800
ANA シティプラン お一人様

1 泊 a グループホテル・往復基本フライト利用

上記商品以外も、北海道、北陸、名古屋、福岡、沖縄、東京ディズニーリゾー

ト、ユニバーサルスタジオなど、各方面航空パック商品取り扱っており

ます。詳しいパンフレットがございます。お電話でお問い合わせ下さい。

1 泊　2泊　3泊

東京
神奈川
千葉
埼玉
栃木
長野

¥29,800～¥64,600
JAL マイステイ お一人様

1泊 aグループホテル・往路ＳＳ復路Ｓフライト利用1 泊　2泊　3泊

関西
大阪
京都
兵庫
奈良
滋賀
和歌山

¥22,800～¥40,800
ANA シティプラン お一人様

1 泊 a グループホテル・往復基本フライト利用1 泊　2泊

参加費
無料

往復選べるフライト！ 全ホテル朝食付き！

2015年度高知県労福協研修会

「終活とは」
未来の自分のため、残される家族のため、

人生の終わりをより良いものとするための

事前に準備をしてみませんか？

 　　講　師　　西尾司法書士事務所　所 長　西　尾　和　仁

 　　日　時　　2015 年７月８日（水）午後１時半より　受付午後１時より

　 　場　所　　高知会館「飛鳥の間」高知市本町５丁目６－ 24


