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　第 51 回西部労福協定期総会（書面開催）が 2021 年２月 18 日
開催され、全議案承認されました。
　西部労福協は、中国・四国ブロック９県労福協における労働者
福祉活動の連絡調整と交流を図ることなどを目的とした協議会
であります。
　2020 年度から香川県労福協が事務局を担い、活動を展開して
きましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、幹事会、養
成講座、研究集会などが中止または書面開催となりました。
　また、2020 年も、昨年に続き大規模な自然災害が発生した１年
でした。特に７月の豪雨では、九州地方を中心に甚大な被害がで
ました。西部労福協では、コロナ禍において人的支援ができない
ため、西部労福協および各県労福協より南部労福協に義援金で支
援しました。
　2021 年度は、各県労福協の活動情報の共有化を図るとともに、

連携強化に向けたネットワーク機能を一層高めていきます。労働組合および事業団体と連携して労
働者福祉運動を更に発展させるため、活動を展開していきます。

「労福協NEWS」は、連合、労金、こくみん共済 coop、勤労者福祉ネットワーク、労福協の 5団体による「共同デスク編集委員会」を持ち発行しています。
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全労済から「こくみん共済 coop」へ

【具体的活動（予定）】
　「第７期　理念・歴史リーダー養成講座」（岡山県）
　　　　　　　　　　　　　　  ８月 20 日（金）～ 21 日（土）
　「第 39 回西部労福協研究集会」（愛媛県）　　
                                                  11 月  ４日（木）～５日（金）
　「全国研究集会・中央労福協主催」（福島県）　
                                                   ６月  ７日（月）～８日（火）
労働組合および事業団体の参加をお願いします。
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（２）2021年４月　　

　2021年2月5日（金）13：30～15：30にZoom

によるオンラインで「Withコロナ時代の働き

方改革セミナー～コロナに負けない企業をつく

る‼～」を開催しました。
　当協議会は徳島県から「次世代育成支援のた

めの職場環境整備事業」を受託し、仕事と家庭

を両立させながら働くことのできる職場環境づく

りを推進しています。徳島県では「働きやすい環

境づくり」を進めている企業を積極的に「はぐくみ

支援企業」として認証し、2021年2月末までに422

の企業が認証されました。

「はぐくみ支援企業」の認証促進を行い、各企

業の現状と課題を聞き取るなかで、事業主や管

理者が求める内容として、働き方改革が、経営へ

どのような変革実績を及ぼすのか、数値・グラフ

で知りたいとの声を伺う機会がありました。そこ

で、働き方改革の現役コンサルタントである株式

会社ワーク・ライフバランスの村上健太氏により、

中小企業の優れた取り組み事例や実績を可視化

していただき、参加者（経営者や管理職）の柔軟

な発想・行動へと促進することをセミナーの目標

としました。

　参加者が求めている内容をセミナーに反映し、

参加者に満足いただけるよう、事前アンケートも

行い、講師に配信していただきました。

　参加者の声として、「男性の育児参画が出生率

に大きく影響すること、働き方改革は案外身近な

問題であり、取り組みに対する壁が以前より比べ

て低く感じた」「少子化の根本の原因や男女間の

コミュニケーションの話、従業員の心理的安全性

も重要という色々な視点を知ることができた」

「簡単に取り組める事例がたくさんあり参考にな

った」との感想をいただきました。

　第2部としまして、企業間でのワークショップを

開催しました。課題や悩みを共有・分析し、企業

の課題を明確にすることを目的とし、立場の異な

る方々での情報共有を行いました。参加者より

「他機関での取り組み・現状は参考になった」と

のアンケート回答もいただき、相互理解が深まり

参加者に価値ある時間となりました。今後も両立

支援に向けての働きやすい職場環境づくりの促

進に取り組んで参ります。

仕事と家庭との両立支援に向けて、
「はぐくみ支援実践セミナー」を
開催しました。

訪問介護
（身体介護中心型）

夜間対応型訪問介護

老健

通所介護介護福祉士

〈介護保険サービスと資格制度の位置付け〉

お問合せ　tel. 088-622-0520 ジョブカレッジとくしま
               http://www.tokushima-rofuku.net/job-college/

等

特養

短期入居生活介護

小規模多機能型
居宅介護

認知症対応型共同
生活介護

実務者研修
（450時間）

介護職員初任者研修
（130時間）

生活援助従事者研修
（59時間）

定期巡回随時対応型
訪問介護・看護

訪問介護
（生活援助中心型）

生活援助中心型のみ
訪問介護員として

従事可

無資格者は訪問介護員として従事することはできない

入門的研修を受講しても訪問介護員として
従事することはできない

受講者は通所・居住・
施設系サービスの介護
職員として従事可能

※「介護に関する入門的研修の実施について（平成30年3月
　30日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知）」

ステップアップしやすいよう科目の読み替えが可能

無資格者も通所・居住・施設系サービス
の介護職員として従事可能

無資格者

入門的研修
1日(3時間）や1週間(21時間）

訪問系サービス 制度的に位置付けられた研修等 通所・居住・施設系
サービス
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2021春季生活闘争開始宣言徳島集会
及び連合白書学習会

　2021年２月８日、徳島県春闘共闘会議と連合

徳島は、ふれあい健康館１階ホールにて、

「2021春季生活闘争開始宣言徳島集会」及び

「連合白書学習会」を感染症対策の上、縮小開

催とし、各構成組織や関係団体から50人が参加

しました。

　冒頭、主催者を代表して新居共闘会議議長か

ら ｢今春闘では、業績の良い企業と厳しい企業、

その差がこれまで以上に大きく開く中で、非常

に難しい春闘となります。厳しい会社業績をど

う回復させていくのか。さらに会社を良くする

為にどうしたらよいのか。労使が向き合い、論

議を深め、働きの価値に見合った賃上げにつな

げていくことが大事であります。労働組合を組

織する私たち連合が、働く仲間の先頭となって

今春季生活闘争を闘っていきましょう。」と挨

拶。

　島共闘会議事務局長から2021春季生活闘争の

闘いの基本的な考え方として、「今次闘争にお

ける賃上げ環境は例年とは大きく異なるとは認

識します。しかし、コロナ禍以前からの構造的

課題であるわが国の人口減少や格差の状況を踏

まえれば、感染症対策と経済の自律的成長の両

立は、世界経済の先行きの不確実性が依然とし

て高まる中、ＧＤＰの６割を占める個人消費を

維持・拡大していくことにかかっています。雇

用の維持・確保を大前提に、賃上げの流れを継

続する中で、この間、社会機能を支えたいわゆ

るエッセンシャルワーカーや、地域経済を支え

る中小企業、雇用労働者の４割を占める有期・

短時間・契約等労働者の処遇を『働きの価値に

見合った水準』に引き上げ、分配構造の転換に

つながり得る賃上げに取り組みます。」と提起

しました。

　その後、民間大手部会・原内事務局長、民間

中小部会・原田中小労働対策本部議長、官公労

部会・公務労協大谷議長、地域部会・中央地域

協議会松本副議長から、今春闘での決意を表明。

連合徳島青年委員会・小畑委員長からの開始宣

言（案）が力強く提案され、満場の拍手で承認

されました。

　連合本部・冨田総合政策推進局長による「連

合白書学習会」の後、島事務局長の閉会挨拶と

春闘勝利に向けた新居議長の一本締めで閉会し

ました。



と　く　し　ま　労　福　協

　四国労働金庫は社会貢献活動の一環として、「女性が健康で長く働くことができる社会

づくり」に貢献するために、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝える

「ピンクリボン運動」への支援に取り組みました。

　具体的には、四国ろうきんのATMにおいて、ろうきんカード（マイプラン含む）およ

び他行カードでの支払い１回につき１円を四国ろうきんが負担し、「ピンクリボン運動」

を実施している四国地区の公益財団法人日本対がん協会のグループ組織に寄付するもの

で、2020年度の取組期間（2020年２月～2021年１月）における寄付金額は７４０,６６７円と

なりました。

　なお、2021年度も引き続き取り組みます。

（４）　2021 年４月

全 労 済ろ う き ん

寄付金額　合計　７４０,６６７円　
　（2012年度からの累計金額　８,７４７,２７３円）

地　区　　 寄付金額 寄　　付　　先 所在地

□寄付金額について

徳　島 　 132,724円
公益財団法人 
とくしま未来健康づくり機構

徳島市
蔵本町

ピンクリボン かがわ県協議会

ピンクリボン えひめ協議会

公益財団法人 高知県総合保健協会
高知市
桟橋通

松山市
味酒町

高松市
郷東町

高　知     256,413 円

愛　媛 　 195,180円

香　川 　 156,350円

四国労働金庫『ピンクリボン運動』四国労働金庫『ピンクリボン運動』
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　交通事故の死傷者数を年齢別に見たときに、7才の子どもが他の

年齢と比べ、突出していることをご存じでしょうか。小学生になり、

友達も増え、行動範囲もぐっと広がるのがこの７才です。

　くるまの補償事業を行う協同組合として、「未来のある子どもた

ちを交通事故から守りたい」という思いから本プロジェクトを立ち

上げ、協力団体のご協力のもと、2020年6月より活動を行っており

ます。

　こどもたちの未来を守るため、是非本取り組みにご協力をお願

いいたします。

7 才の交通安全プロジェクトについて

2021年4月（５）　

こくみん共済 coop

詳しい補償内容と
掛金はスマホで
簡単！

未来のある子どもたちを、交通事故から守っていく

● クイック見積もり

こくみん共済  coop 公式キャラクター 　
                          ピットくん

取り組み内容

マイカー共済の見積もり１件につき、横断期を１本寄贈します

寄贈先      各地域の交通安全協会等

6つの質問に答えるだけで簡単お見
積もり ! 掛金の目安を知りたい方は
コチラ

● じっくり見積もり
正確な見積もりや申し込みを希望さ
れる方、7才の交通安全プロジェク
トにご参画される方はコチラ

■20 等級に弁護士費用特約を付帯

＊上記見積もりの車両補償は一般補償を適用しております。
＊2021 年 4月 1日時点の条件で試算しています。試算日によっては型式別掛金クラスなどにより、実際の掛金と異なる場合があります。

対象期間  2020年6月1日（月）～ 2021年5月31日（月）対象期間  2020年6月1日（月）～ 2021年5月31日（月）

3620A006
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◆子育てオンライン広場「あうん・じょ」リニューアル！
　ファミサポ事業も昨年は新型コロナウィルス感染症拡大の
影響を受け、イベントや講習会、子育て相談会などが次々と
中止、延期を余儀なくされましたが、そういった遊び場や相
談会などを求める声はより一層強くなり、コロナ禍でも安心
して集える新たな居場所の創造が求められました。
　そんな状況の中、子育てオンライン広場 @zoom「あうん・
じょ」は始まりました。「あうん・じょ」はズームを利用して、
オンラインで行う、安心で気軽に集まることができる子育て
広場です。これまで、うたや手あそびを一緒に楽しめる「わい
わい広場」、子育て相談や離乳食・歯の相談などができる「も
しもし広場」、母親のためのリフレッシュ講座などの「ふむふ
む広場」などを実施。
　4 月からはリニューアルして、バージョンアップした「あう
ん・じょ」がスタートします。ぜひ、お試しください。

◆あい♥あいファミサポフェスティバル
クリスマスファミリーコンサート/ 講演会 開催
　2020年12月6日（日）阿波市アエルワホールにて、「あい♥あ
いファミサポフェスティバル2020」を開催しました。今年は
新型コロナウィルス感染症対策のため、入場者の数を制限し、
家族ごとの完全予約制としました。
　午前の部のファミリーコンサートには、美馬市在住音楽ユ
ニット今を時めく「ゆりり」の二人を迎え、子どもたちに大
人気の流行歌やクリスマスソングを楽しみました。
　午後からは命の応援団・助産師山本文子さんの講演会を実
施。命という、とても重たいテーマではありましたが、参加
した誰もがこの講演を聴いて、あらためて自分自身と向き合
うことができたのではないかと思います。

2020年12月6日 あい♥あいファミサポフェスティバル
　　　　　　　　クリスマスファミリーコンサート

充
す
ま
す
ま

実
！

情
ん
し
ん
あ

報
！

SNS相談窓口の案内

特集
四国の右下！
阿南市•那賀町

牟岐町•美波町•海陽町

に
み
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い
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し
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口
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…

2020 年 11 月 10 日「あうん・じょ」プレスタート

コンサートの模様は
YouTubeで
ご覧いただけます

※動画再生はデータ通信量が
　大きくなります。
　Wi-Fi 環境でご視聴ください。

あうん・じょ
特設ページへ

※あうん・じょのご利用には、
　お申し込みが必要です。
　こちらのQRコードから
　お申し込みページへ！
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地域ライフサポートセンターの活動

2021年4月（７）

徳島中央ライフサポートセンター

障がい者のための運転免許取得特別講座

（徳島講座）

　2020年７月３日から始まり30回にわたる講座は
２月19日に最終講座を迎え修了式を行いました。
「受講生６名は、一生懸命熱心に勉強してくれま
した」と木邨先生からのお褒めの言葉をいただき
ました。今年に入り３名が教習所通いをしている
現状を受け、川越会長から「このコロナ禍の中で
みなさん諦めずに今日までよく頑張ってきました
ね。あと少し頑張って免許をとれば世界が広がり
ます。頑張って下さい」と激励の挨拶をして記念
撮影し最後の講座を行い閉講しました。閉講式に
は特別支援学校の先生方もご参加下さいました。

連合徳島・３地協合同防災植樹

＊と　き　　2021年3月13日(土) 10:00～
＊ところ　　海陽町大里海岸
＊主　催　　連合徳島３地協
＊参加者　　組合員、一般ボランティア
　　　　　　連合徳島ボランティア
　　　　　　　　　　　サポートチーム
＊目　的　　一昨年の台風
豪雨で潮が入り、多くのマ
ツが枯れてしまいました。
昨年植樹したマツは元気
ですが、以前に植樹したマ
ツはほぼ全滅でした。いつ
発生するかわからない南海
トラフ地震や津波、そして

昨今被害が大きくなっている台風に備えて防災
のための植樹を行いました。

＊概　要　 海陽町の大里海岸において連合徳
島・３地協合同の防災植樹を行いました。コロナ
ウイルス感染防
止のため、防災
研修会は中止と
し、植樹のみ行
いました。現地
の大里部落のみなさんが前もって枯れた松をた
くさん伐採してくれており、広い場所を確保して
いただきました。前日は大雨で開催が危ぶまれ
ましたが、当日は天候にも恵まれ現地のボランテ
ィアの方々を含め約60人が参加し、災害に強い
とされるクロマツを今年は約300本以上を植えま
した。 

徳島西部ライフサポートセンター

～地域貢献事業（スポーツ少年団支援）～

　徳島西部ライフサポートセンターでは、地域貢献
事業として、スポーツ少年団支援を行っています。
活動を通じ、「徳島西部ライフサポートセンター」の
名前を知っていただく機会も増えました。今後も支
援を行いながら次世代を担う子どもたちの夢を応
援し、そして、地域との繋がりをより強いものにして
いきたいと考えています。
　昨年は、以下の３つの大会への後援を行いまし
た。
　①第46回徳島県西部小学生バレーボール連盟
夏季大会（8/2）

　②第15回東みよし町スポーツ少年団サッカー大
会（10/3）

　③第4回阿波池田ライオンズクラブ旗争奪学童
軟式野球大会（2/23～）

　交付した協賛金は、トロフィーやメダルに使って
くれています。それぞれの大会では、迫力あるプレ
ーが繰り広げられました。
　新型コロナウイルスの収束を願い、子どもたちが
以前のように思いっきりプレーできるように、今後も
この支援を続けてまいります。

徳島南部ライフサポートセンター

2020年度自動車運転免許取得特別講座

閉講式

　2021年1月31日（日）、7月から7ヶ月間30回に亘

る、自動車運転免許取得特別講座の最終日を迎

えることが出来ました。

　講座に先立ち閉講式が行われ、労福協川越会

長から、「7ヶ月間本当に皆さん頑張りました。結

果が数字として表れていることの報告をいただき

ました。勉強することで、自分の力で一生使える

宝物を手に入れることが出来ます。2014年から6

年間で24名の方が免許を取得されました。次に

25,26,27番目とこの中から出てくるよう、最後まで

あきらめず頑張ってほしいと思います。皆さんが

頑張るためにいろんな人が応援しています。感謝

の気持ちを忘れずに頑張って下さい。」と、閉講

に際してのエールが送られました。

　講師の寶先生からは、「今日で最後、30回目の

講座を迎えました。ご苦労様でした。全く意識し

ていなかった道路交通法という厄介な難しい勉

強であったと思います。後半になるにしたがって

成績も上がり、私なりに十分やってこられたと思

います。車の運転は、走る・曲がる・止まるの、3つ

の操作、簡単で便利な楽しいものです。講座では、

大切な3つのこと認知・判断・操作について勉強

しました。車の運転は、一つ間違えば他人の命を

奪う、また自分の命を失うことを忘れず、免許を

返納するまで勉強したことが無駄にならないよう

に、しっかり覚えて守って下さい。」と、免許取得

に向けて温かいお言葉をいただきました。

　受講生からは、「長期に亘りご指導ありがとう

ございました。初めのうちは、分からないことば

かりでしたが、受講回数を重ねるごとに少しずつ

理解できるようになりました。今日で最後の受講

になりますが、今後は家でも勉強して早く免許が

取れるように頑張ります。また、免許を取ってから

も安全を心掛け運転したいと思います。」と受講

の感想や、お礼の言葉が述べられました。

　和やかな雰囲気の中で、記念撮影を行い式典

が終了しました。

　2020年度は、4名の方が免許を取得されました。

　皆さん、自動車学校への挑戦、自信を持って頑

張ってください。引き続き南部ライフサポートセン

ターは、皆さんの努力が報われますよう、色々なサ

ポートを続けてまいります。

きむら



徳島中央ライフサポートセンター

障がい者のための運転免許取得特別講座

（徳島講座）
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＊参加者　　組合員、一般ボランティア
　　　　　　連合徳島ボランティア
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昨年植樹したマツは元気
ですが、以前に植樹したマ
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のための植樹を行いました。
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活動を通じ、「徳島西部ライフサポートセンター」の
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援を行いながら次世代を担う子どもたちの夢を応
援し、そして、地域との繋がりをより強いものにして
いきたいと考えています。
　昨年は、以下の３つの大会への後援を行いまし
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とくしま社会運動資料センター

　公開講座講演集第二集
　　『部落史関連講座講演録』
　　　　　　購入申し込みのお願い

　2014年10月1日、県下で様々な社会運動に関
わった人たちの共同作業として、とくしま社会
運動資料センターを設立しました。
　それ以降、様々な公開講座やパネル展を実施
する中、その第一弾として、『輝いた阿波の女
性たち』を出版し、今回、2年余をかけて20回に
亘り「徳島の部落史」について調査研究・検討
を重ね、『公開講座講演集第二集　部落史関連
講座講演録』を出版することになりました。
　講演録は約200頁で、①「徳島の部落史研究・
前近代編」、②「近現代部落史研究の現在」、
③「徳島から見た近代の部落史研究」、④「部
落解放史資料作成に関わる聞き取り調査報
告」、⑤「徳島の被差別民と芸能文化」、さら
に徳島の前近代から現代にかけての被差別民・
賤民の年表で、それぞれの事項には引用文献と
頁が記載された約240頁の二部構成となりまし
た。ぜひこの機会に購入をお願いします。

　頒価1,800 円（1～ 4冊）、1,500 円（5冊以上）

フードバンク活動について
　　特定非営利活動法人 フードバンクとくしま

　　　　　　　　　　　理事長　清 田 麻利子

　今日はフードバンク活動の
内容について知っていただき、
ご協力をお願いしたいと考え
ています。

　フードバンクは品質に問題が無いにもかかわ
らず廃棄されている食料品を企業や個人から頂
いて、福祉団体や社会福祉協議会等を通じて、
必要とされている福祉施設や団体、生活困窮者
世帯、こども食堂に無償でお渡しする活動をし
ております。
　私達は、「食べる」という事は生命の根幹であ
る以上「ライフライン」と考え、最後のセーフネッ
トに繋がる活動と食品ロス削減を意識して動い
ているところです。
　フードバンクとくしまの活動は、食べない食
品や食材を捨てるのでなく、必要とされている
方にお渡しするので「もったいない」から「あ
りがとう」に変える活動だと思っております。
年間80トンを超える食料品が届けられますが、
まだまだ需要と供給が一致しておりません。
　活動に賛同いただけましたら、食材の提供や
フードバンク会員になってご協力頂けます様、
宜しくお願い致します。

わーくぴあ徳島

製本：A5版 / 右開き / 縦書き 441 頁 / ソフトカバー

＜購入申込み、お問い合わせ＞
　とくしま社会運動資料センター
　　　　　　（徳島県労働福祉会館別館2階）
   電話 088－602－0532／ FAX 088-625-5005
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こくみん共済  coop組合員向けサービス

パソコンからも
 ご利用いただけます！

「こくみん共済  coop」は、営利を目的としない保障の生協として共済
事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組合員の皆さまの安心と
ゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣旨に賛
同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の
組合員となることで、各種共済制度ををご利用いただけます。

徳島推進本部
（徳島県共済生活協同組合）

※Apple、Apple のロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。App
   store は Apple Inc. のサービスマークです。
※Google Play およびGoogle Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※20 歳未満の組合員の方、こくみん共済 coop に住所登録・電話番号登録をしていない方、有効なメールアドレスをお持ちでない方、
　右記の職域共済本部を通じて加入している方（たばこ共済本部、森林労連共済本部、自治労共済本部、全水道共済本部）については当サービスをお申込みすること
　ができません。また、上記以外にもご契約内容や所属している団体によってはご利用いただけない場合がございます。
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