


　新年明けましておめでとうございます。

　昨年は、中央労福協の諸活動、とりわけ奨学金問題において多大なご協

力をいただき、ありがとうございました。お陰様で、約 304 万筆の署名が世論のうねりをつくり、

政府は給付型奨学金制度の創設に向けて動き出しました。一歩前進ではありますが、想定されてい

る対象者や金額はあまりにも小規模と言わざるを得ません。今後の予算や法案の審議で少しでもよ

り良い内容に改善し、将来に向けて拡充していく道筋をつけていくことが必要です。そのため、ア

ピールへの賛同を広げていく取り組みや当事者の声募集に、引き続きご協力をお願いします。

　この機を逃さず、みんなの力を結集し、何としても成果を勝ち取りましょう。そして、若者の未

来を支え持続可能な社会とするために、貸与から給付へ、有利子から無利子へと、本来の奨学金へ

の流れを確かなものにし、既存の返済困難者の実情に応じた救済措置や制度への改善、学費を含め

た教育費負担の軽減につなげていきましょう。

　いま、格差と貧困の拡大が世界中で大きな問題となっています。一部の者が富を独占し、中間層

も分解され二極化が進行しています。加えて、異質なものを排除し、多様性を否定するような動き

も強まり、社会の分断と亀裂をもたらしつつあります。日本においても、あらゆる世代・層で格差・

貧困が拡大し、孤立が広がっています。今こそ、「連帯・協同」に価値を置く協同組合や労働組合が

手を携えて真価を発揮し、分断社会を変えていかなくてはなりません。

　中央労福協は引き続き、格差・貧困の是正にむけた政策・制度の改善をはじめ、誰もが排除され

ない社会に向けた生活困窮者自立支援制度の定着・発展や、働く人・地域の人たちの拠り所として

のライフサポート活動の深化・機能強化、協同事業や労働者福祉運動の基盤強化に取り組んでまい

ります。

　「連帯・協同でつくる安心・共生の福祉社会」に向けて、ともに前進しましょう！

労働者福祉中央協議会

会長　神津　里季生



　新年明けましておめでとうございます。

　日ごろの労福協運動に対するご理解とご協力に心から感謝申し上げます。

　現在の日本社会は、「働き方改革」の掛け声とは裏腹に、労働法制の改悪、規制緩和などによる労

働力の低コスト化が進み、不安定雇用・低賃金労働者が増大するなど、貧困と格差がさらに拡大し、

深刻化しています。

　このような情勢のもと、持続可能な社会の構築に向けて、貧困の連鎖、若者を追い込む雇用の劣化、

社会的孤立の防止を重点に、「公助」機能の強化を求める運動と共に、労働組合と労働者自主福祉事

業団体、協同組合との連携の下「共助」の輪を地域に広げる運動を強化する必要があります。

　高知県労福協は、働く者の「共助」から、ライフサポート事業の更なる活動を通じ「公助」への

運動へつなぎ、「連帯・協同でつくる安心・共生の福祉社会」をめざし、労働運動・協同組合運動・

NPO・市民運動等を結びつける「かすがい役」として、これからも皆様方と力を合わせ運動の前進に

取り組みます。

　引き続き、労福協運動への参画とご支援をお願い申し上げます。

（一社）高知県労働者福祉協議会　

会長　折 田 晃 一
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　皆様におかれましては、心新たに新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。

　旧年中は、各会員様を始め、勤労者の皆様、また各種お取引をいただいているお客様には、当金

庫をご利用、お引き立ていただき、まことにありがとうございました。心より御礼申し上げます。

　私ども四国労働金庫は、2015 年度より「第 6次中期経営計画」を推進しており、引き続いて、メ

インテーマとしての「みらい創造革新」、および、サブテーマとしての「ろうきん・お役立ち宣言！

（ありがとう祭り）」を掲げ、諸課題に取り組んでいるところでございます。

　「第６次中期経営計画」の 2年目となる 2016 年度事業計画においては、①「経営戦略」、②「財務

戦略」、③「CRM戦略」、④「営業戦略」、⑤「ＩＴ戦略」、⑥「コンプライアンス・リスク管理戦略」、

⑦「人事戦略」の７項目を重点課題として、当金庫が果たすべき任務と役割を明確にし、会員、勤

労者とともに諸課題を完遂するイノベーション・プログラムとして事業を進めております。

　特に、サブテーマの「ろうきんお役立ち宣言！（ありがとう祭）」については、〈ろうきん〉の原

点である、会員組合員様やお客様一人ひとりに対して“フェイス to フェイス”の個別提案活動によ

り、将来設計に視点を置いたライフプランニング、また、各種セミナー等を通じて、お客様から「あ

りがとう」と言っていただける〈ろうきん〉を目指すものです。

　これらの取組により、勤労者の福祉金融機関として、会員組合員様やお客様の利便性と満足度の

向上のため、役職員一丸となって努力していく所存でございます。

　本年も各会員様・地域のお客様のご協力を得ながら、より一層親しまれ、安心してご利用いただ

ける生活応援バンクとして努力してまいりますので、今後とも、なお一層のご支援を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。
� 四国労働金庫　

高知地区選出役員他一同

　　　　　　　　　常務理事兼 高知営業本部長　間嶋　祐一

　　高知支店長兼 高知営業副本部長　　大石　浩文

　　非常勤理事　　肥本　博昭　　 松﨑　忠弘　　 石川　俊二　　 石川　眞人

　　非常勤監事　　井上　浩司



　　　　　　　　　　　　あけましておめでとうございます。

　　　　　　　　　　　　旧年中は、全労済高知県本部の運動に格段のご協力をいただきありがとう

　　　　　　　　　　　ございます。

　あわただしい日々を離れ、少しはリフレッシュできましたでしょうか。

　さて、全労済をとりまく経営環境は、一層の厳しさを増しており、高知県本部においても、店舗に

おける契約件数が 3年連続で全国一位を記録するなど、奮闘した面はありつつも、契約件数・口数と

もに、二期連続で期首割れとなりました。今年度はなんとしても口数純増を達成すべく、全役職員一

丸となったとりくみを行っているところです。

　昨年は、大きな災害が相次いだ年でもありました。4月の熊本地震、9～ 10月の連続台風、10月の

鳥取県中部地震など、甚大な被害をもたらす災害が連続し、高知県本部からも支援要員を派遣し、一刻

も早い共済金のお支払いに全力をあげてきたところです。被災地の皆さんが、一日も早くもとの生活を

取り戻すことができるよう、その一助の役割を果たしたいと考えています。同時に、地球全体が地震や

気象変動の活動時期に入っている今こそ、全労済が「働くものの助け合い組織」としての本領を発揮す

べき時期であることを肝に銘じて日々の活動を進めていかなければならないと痛感しています。

　今年 9月には「Z-work60」に基づく組織再編が実施されます。皆様方に直接接する「組合員接点要

員」を増員する一方で、総務や業務管理部門は一定の縮小を図る計画です。このことにより、組合員・

協力団体の皆様に、より身近な組織にすることと同時に、現在のサービスが低下することのない組織

体制とすべく努力しています。

　私自身は、このこととともに、「職域」、「地域」を通じた新たな推進体制の構築が必要だと感じてい

ます。職域においては、各協力団体と県本部が一体となった推進の機運を盛り上げていかなければな

りませんし、地域においては、幡多ライフサポートセンターのように、退職者の皆様を中心にして地

域に根ざした推進体制を作り上げなければなりません。

　全労済は、組合員・協力団体の皆様が、「みずから作った組織＝生協」です。組合員の皆様が作った

生協の共済制度が、当然に組合員の皆さんのメイン共済になる。そのためには、より、皆さんのニー

ズにあった共済制度を構築し、より、皆さんに寄り添って相談を受けられる組織であらねばなりません。

その原点に常に立ち返り、皆様方とともに歩む一年としたいと思います。

　今年も、よろしくお願いいたします。

全労済高知県本部

本部長　山﨑　秀一　



　私たち高知県生活協同組合連合会は、現在 10 の会員生協から構成され、組合員は約 27 万人とな

りました。県下最大の消費者団体として行政などからの要請・委任を受け各種の審議会や委員会に

参加し農林漁業の復興、安心、安全な食べ物の提供、安心してくらしていくための金融・共済や医療・

福祉の提供など、地域の活性化のために取り組んできました。

　昨年の 7月に行われた国際協同組合デーのスローガンは「持続可能な未来のために行動する力」

でした。持続可能な社会を実現するために、具体的な行動が提起されました。その基本理念は、人々

のニーズや願いを満たすため、特に貧しい人々、弱者の方々に手をさしのべるために、生協や協同

組合が自発的に結び合い、共同の力で実現しようというものです。私たちはこの提起を誠実に受け

止め従来の取り組みをさらに強めてゆくことが求められています。そのためにも労働者福祉協議会

との協力・共同をさらに強化してゆくことをお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせてもらいます。

　本年もよろしくお願い申し上げます。

■コープぼうさい塾の開催

　地域の方たちと一緒に、大規模災害への対応に関する課題認

識や取り組み状況について情報交流と防災意識向上を図るため、

「コープぼうさい塾」を実施しています。

　第 1 回は高知大学と共催し朝倉地区で、第 2 回は潮江地区で

MAP シミュレーションや非常食の調理・試食、身近なものでつく

るスリッパやトイレの作成、毛布による救助方法などを学習しま

した。第 3回は昨年度、南国市で、南国市危機管理課のご協力を

得て、避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）を行いました。

　今年度は２月 15 日（水）に須崎市で、須崎市と共催で行う予定

です。

■地域との連携の強化

　それぞれの生協が得意分野で協力し、地域に何か役立つことが

できないかと「地域連携会議」を開いています。地域で行われて

いる食事会への参加や、福祉施設への視察訪問などを行い、地域

包括ケアシステム構築への準備をすすめています。

　また、今年度より各自治体の協議体にも参加して、諸団体といっ

しょに地域のために何ができるかを話し合っています。

高知県生活協同組合連合会

会長　井垣　政利　

●高知県生協連の活動●



　新年あけましておめでとうございます。旧年中は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

クンペル高知は、中小企業で働く勤労者の皆様の福利厚生の充実と生活の安定、勤労意欲の向上を

目的とした会員制の互助組織です。

　各種共済金の給付や健康の維持増進に向けた検診助成、レクリエーション活動の助成、さらには

ファミリーサポートセンター事業の委託実施など、多彩な事業を展開しています。

　今後も、会員拡大や事業内容の充実に向け、役員及び事務局スタッフが一丸となって取り組んで

まいりますので、皆様方のこれまで以上のご支援、ご協力の程、何とぞよろしくお願い申し上げます。

　皆様方にとりまして、今年が良い年でありますことを心から祈念しまして、新年のご挨拶とさせ

ていただきます。

公益財団法人
高知勤労者福祉サービスセンター

理事長　折田　晃一  　

　新年おめでとうございます。恒日頃は退職者連合に対するご支援・ご協力に衷心より厚く御礼申

し上げます。

　昨年は労福協運動で、重点的に取り組みました「給付型奨学金制度確立」の署名活動に私たち高

退連も積極的に参画して参りました。腰の重かった政府もやっと、2017 年度から低所得者世帯の

「成績基準」の撤廃が決まり、一歩前進する運動の成果であります。

　先進諸外国と比べて、貧弱な現状を打破するために、この運動の継続発展が求められています。

　私たち退職者を取り巻く情勢は、安倍政権の社会保障費の削減政策により、年々厳しくなってい

ます。退職後の第二の人生を「健康で安心して暮らせる」社会を目差して、全国の仲間と連携し運

動の強化発展に邁進する所存です。

　今年もご指導・ご鞭撻を何卒宜しくお願い申し上げます。

高知県退職者連合

会　長　北村　良平　



　連合高知は、11 月 29 日に城西館にて第 28 回臨時大会を開催

しました。この 1年間の総括と運動方針の補強を行いました。

　開催にあたり折田会長は、「本年も、日本は世界有数の自然大

国を痛感させられる年となった。改めて、支え合い・助け合い

の連帯社会づくりは、私たち連合運動の基本であること、そし

て連合高知として果たすことのできる運動と組織づくりをめざ

していくことを確認し合いたいと思う。国内外の情勢と私たち

の運動の基本について、国際政治の中でポピュリズムが急速に台頭している。今月実施されたアメリカ

大統領選挙でトランプ候補が勝利したことはその象徴である。

このような状況だからこそ、排除ではなく、連帯と共生を重視

する労働組合の、そして連合の出番ではないかと考えている。『働

くことを軸とする安心社会』実現に向け、奮闘していくことの

重要性を訴えさせていただく」とあいさつをしました。

　来賓には、連合本部仁平総合局長をはじめ多くの方々に参加

いただきそれぞれの立場からあいさつをいただきました。

　活動報告・総括を行った後、議事については第 1号議案　役

員の交代（案）引き続き、第 2号議案　「2016 ～ 2017 年度運動

方針」の補強（案）、第 3号議案　2017 春季生活闘争（案）、第

4号議案　2017 年度一般・特別会計予算（案）、第 5号議案　第

24 回参議院選挙闘争総括（案）について審議を行い、すべて可決・

承認し 2017 年度のスタートを切りました。

 

連合高知第28回臨時大会



確定申告無料相談会のお知らせ

　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

県退職者連合、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。）

記

1．�開催日時（須崎・安芸・高知は午前9時30分から午後
4時まで）

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　2017 年1月11日（水）～1月17日（火）
　　　　　　　　午前 9時～午後 5時まで

・�受付開始直後は電話が集中し、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

安芸地区　2017 年2月2日（木）
会　場：四国労働金庫安芸支店 2階【定員 30 名】

須崎地区　2017 年2月1日（水）
会　場：四国労働金庫須崎支店 2階【定員 30 名】

高知地区　2017 年 2月 6日（月）～2月 7日（火）
会　場：高知会館　飛鳥【定員 60 名（両日とも）】

南国地区　2017 年2月3日（金）午前９時30分～午後3時まで
会　場：四国労働金庫南国支店 2階【定員 30 名】

 

 









 

 
 
 
 
 

南海トラフ地震に備えて 

～こんな場合どうする！？ 

具体的なケーススタディを通じて、しっかり考えよう！ 

2017 年1 月21 日(土) 受付開始 13：00～ 

13：30～15：30 

 

開催場所：高知会館  飛鳥の間（３Ｆ）  参加費： 無 料 

講習会 

〒780-0870 高知県高知市本町 4丁目 1番 32号 こうち勤労センター５Ｆ 

ＴＥＬ ０８８－８２４－３５８３  ＦＡＸ ０８８－８７５－４８８７ 

申込先（申込書は裏面） 

一般社団法人 高知県労働者福祉協議会 

定員１００名 ※粗品を贈呈 

締切：2017年 1月 10日（火）17時まで 

 

高知県防災キャラクター©やなせたかし 

たいさくくん   ヘルパちゃん 

トラフ博士 

講師： 山本 美咲 氏 

高知市 防災対策部 地域防災推進課 

講習概要：南海トラフ地震による被害想定や避難行動のポイントを

伝え、自身に置き換えてイメージしてもらう為のケーススタディを

交えながら、参加者の防災意識を向上させるもの。 

 




