創ろうみんなで夢のある社会
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謹んで新春のご挨拶を申し上げます

本年も変わらぬご支援とご協力をお願い申し上げます
明けましておめでとうございます。皆さまには健やかなる新年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。
本年も福井県労働者福祉協議会ならびに各事業団体の諸活動に対し、
一層のご理解とご協力を
賜りますようお願いいたします。
さて、昨年を振り返りますと、４月からスタートした「こころ支えるネットワーク事業」では、
第二期受講生３７名が新たにメンタルケア・スペシャリストの資格認定を受けるとともに、
フリーダイヤル０１２０－５５６－２９１（こころーふくい）では極めて深刻な内容を含めて
約７０件の相談に対応しました。
また、
新たな取り組みとして、
北陸労働金庫および全労済とタイアップした合同年金セミナーを
県内６か所で開催し、３１２名の皆さんに参加していただきました。他にも毎年実施している
「くらしなんでも相談」
や産別・単組５３組織に対するトップセールス、
勤労者美術展などの文化・
レクリエーション行事等々、
創意工夫を凝らしながら活動を展開しました。
本年におきましても、活動のベースとなる連合福井との連携を深め
ながら、
事業団体や組合員のニーズを的確に把握し、
より効果の高い活動に
取り組んでいきたいと考えておりますので、
よろしくお願いいたします。
最後に皆さまのご健勝とご活躍を心から祈念申し上げ、
新年のご挨拶と
させていただきます。
福井県労働者福祉協議会

会長 山岸 克司

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

北陸労働金庫
福井県本部長

小林 宣之

全労済
福井県本部長

田中 一

福井県民生活協同組合
理事長

福井県労働者
信用基金協会 理事長

竹生 正人

牧野 恭英
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福井県労働福祉会館
理事長

谷野 慎一

ユニオントラベル福井
理事長

久保 主計

知事との意見交換会

9 項目の要望書を知事に提出
１１月２５日、福井県の平成２８年度予算編成期に
あたり、県労福協山岸会長は、労働関係福祉事業団体を
代表して、西川知事へ諸制度の要望書（以下の内容）を
提出しました。
知事との意見交換の中で、
県として労働者福祉に対する
勤労者の支援・助成制度の理解を示し、今後も要望書に
基づく支援を続けていきたいとの考えを示されました。

諸制度への要望書（一部抜粋）
（１）ライフサポート事業に対する支援の充実について
当協議会は、
「ライフサポートセンター福井」を開設し、県の補助事業として労働相談
から生活上の困り事や悩み事まで幅広く対応してまいりました。さらに、近年特に、
働く仲間のメンタル対策が重要度を増してきていることから、連合福井と共同で
「こころ支えるネットワーク事業」を平成２６年からスタートさせました。具体的には、
一般財団法人メンタルケア協会が認定する「メンタルケア・スペシャリスト」を３年間
で１５０人養成することを目指し、
認定された者が所属する企業においてメンタルケア
推進員などの役割を担い、
職場におけるメンタル対策を推進してメンタル不調者の発生を
防いでいきます。こうした取組みがすみやかに普及・拡大し、労働者の心の健康が確保
されるよう、県の補助事業として「こころ支えるネットワーク事業」を推進するための
ご支援をお願い致します。
（２）制度融資「勤労者生活安定資金」の継続並びに周知のお願い
勤労者ライフプラン資金融資制度は、
「勤労者生活安定資金制度」として昭和５３年
の制度発足以来、
県下自治体統一制度として延べ約８万６,８００人・８３９億円、
勤労者
の方にご利用いただいております。来年度も勤労者に幅広く利用できる制度を継続
いただくとともに、幅広く県民に周知すべく広報誌等に掲載をお願いします。
（３）福井県勤労者住宅資金利子補給制度について
福井県勤労者住宅資金利子補給制度は、
平成２７年度は９月末時点で、
既に１１１件・
４億９，８００万円の実績となっており、年度末には補給対象融資枠８億円近くまでの
実績が見込めます。県内勤労者の住宅取得支援制度としての福井県勤労者住宅資金利子
補給制度の役割は非常に大きく、是非、来年度も制度の継続をお願い致します。
（４）多重債務者対策に係る情報交換並びに連携のお願い
北陸労働金庫と労福協が連携を図りながら、多重債務やマネートラブルに対する
予防・啓発・相談活動などを展開するとともに、
「 北陸ろうきん相談ネットワーク」を
介して多重債務者の問題解決に努めています。今後も、
「福井県多重債務者対策協議会」
との情報交換並びに連携をお願い致します。
（５）生活困窮者自立に向けた支援のお願い
平成２７年４月より生活困窮者自立支援法が施行され、
各自治体において取り組まれて
いるところです。
「幸福度日本一」といわれる福井県において、安心して暮らせる福井県
の実現のための施策は今後重要と思われます。生活困窮世帯への生活相談と貸付事業
を労働福祉団体が協力して取り組むために、相談室の設置や人的配置、自治体や社協と
の連携強化のための環境整備への支援をお願いします。
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（６）女性の活躍支援、若者の定住のためのさらなる取り組み推進について
女性や若者が元気にイキイキと働き、
活躍することは、
今後の福井県の活性化のために
欠 か せ な い こ と で す 。生 協 と し て も 職 場 に お け る ワ ー ク ラ イ フ・バ ラ ン ス の
取り組み、子育て支援事業、婚活事業などに取り組み、活力ある福井県づくりに協力
してまいります。
県においては、人口減少対策としてUターン・Iターンの促進、結婚や出産を後押し
する縁結び活動の拡大等をよろしくお願いします。
（７）介護予防への取り組み支援のお願い
生協の介護事業所において、
地域の高齢者を対象におしゃべりや相談会などサロンや
カフェ活動に多くの参加をいただいています。今後は、ロコモ体操やコグニサイズなど
介護にならないための健康づくりのニーズが増えると思われます。生協としては、介護
予防を充実させていくためにもロコモ体操等の運動指導ができるインストラクター等
の紹介・派遣や経費の支援をお願いします。
（８）自然災害発生等に対する災害ボランティア活動推進のための支援のお願い
台風１８号による豪雨水害において、福井県ではボランティアバスを迅速に運行し、
生協の職員も参加させていただきました。ボランティアに参加された人から、独自に
ボランティアバスを運行して欲しいと要望が出されました。
民間が運行する災害ボランティア
バスへの補助制度を作り、ボランティア活動のさらなる推進を図っていただけるよう
お願いします。
（９）木造住宅耐震化事業の補助金制度のさらなる告知活動強化のお願い
近年、
台風等による自然災害や地震が全国各地で頻発し、
甚大な被害が発生しています。
全労済では保障の生協として、
生活と住宅を再建することを目的に火災・自然災害共済の
普及活動に努めています。県におかれましても各市町と連携され、大規模地震から
家族や財産、
命を守るための福井県木造住宅耐震化促進事業を展開されており、
補助金制度の
さらなる告知活動を広報等にて強化いただきますようご要請いたします。
以上

第65回

あなたの世界

想像と創造

福井県勤労者美術展(12/3～12/6)

主催：(公財)福井県労働者福祉基金協会/福井県/福井県労働者福祉協議会
「あなたの世界 想像と創造」を描く勤労者の‘美’の祭典が福井県立美術館に於いて平成27年12月3
日（木）～12月6日（日）までの4日間の日程で開催されました。作品は絵画・書道・写真の3部門で、総数
244点。
（絵画の部77点、書道の部76点、写真の部91点）。来場者数は延1146名と多くの方々が鑑賞に訪
れ作品に魅了されていました。各部門の厚生労働大臣賞作品3点をご覧ください。

【絵画】
厚生労働大臣賞
「遷変・万化～Ever‐Changing～
（Type‐S）
」
梅村 尚孝さん

【書道】
厚生労働大臣賞
「孟浩然詩」
齋藤 寧苑さん
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【写真】
厚生労働大臣賞
「海ホタルの求愛」
髙原 明美さん

2115B009

新しく組合員になられる方へ（出資金について）
全労済は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む
生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により
運営されており、出資金をお支払いいただければ組合員となることがで
き、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協
同組合運営のために出資（1,000円以上）をお願いしています（出資金
は1口100円で、最低1口以上の出資が必要です）。出資金は、加入され
る共済の掛金払込方法に応じて下記のとおりお願いしています。
掛金の払込方法－月払いの場合、1,200円(毎月100円×12ヶ月)
●この広告は制度の概要を説明したものです。ご契約の際には別添のセット共済リーフレット記載のご契約のてびきを必ずご覧ください。●

全労済は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている
共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資
産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。
全労済は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情
報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ
関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報につ
いて厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努め
ています（※詳しくは各都道府県の全労済にお問い合わせください）。
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全労済福井県本部
（福井県労働者共済生活協同組合）

〒910-0859 福井市日之出1-10-1
TEL：0776-26-6187
営業時間：平日9時～17時
(土日祝・年末年始を除く)

福井地区には営業店9店舗＋ローンセンター1店舗がありますが、
今回は奥越地域にある「大野支店」を紹介します。

□店舗開設
1970(S45年)年8月10日
□職員構成
職員 (職員8名、うち女性 6名)
□会員・間接構成員
30会員／4,032人 (2015年3月現在)

～お客様に信頼される大野支店を目指します！～
大野支店では、お客様が「ろうきん大野支店」を信頼して利用していただけるにはどうしたらいいか、
職員全員で考え、行動するよう心がけています。今後もお客様に安心して利用いただけるサービス
の提供を続けていきます。皆様のご来店をお待ちしております。

2016年1月4日
～5月31日まで
無担保

無担保

1.お子様の教育資金に！
2.他金融機関からの借換えに！
3.在学中は利息のみのお支払も可能!
4.ご融資資金を分割しての受取りも可能！
【対象】
2016年春に大学等に進学、あるいは在学中で、
普通預金口座をろうきんに新規開設いただいた方

1.クルマのことならなんでも！
2.軽自動車・エコカー金利引下げ！
3.付属品分30万円まで加算OK!
【対象】
2016年春に新社会人となり、新規に月額5万円以上の給
与振込口座にろうきん口座をご指定いただいた方
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世界遺産軍艦島と長崎教会群をめぐる旅

添乗員同行プラン

3日間

平成28年3月6日㈰と3月15日㈫出発

!
会
友の 特典付き
ん
き
ろう 員様は
会

スケジュール
月日

コース

（乗車） 特急サンダーバード（乗車）

1

3/6
㈰
3/15
㈫

軍艦島
2

世 界 遺 産 候 補 長崎の教会群とキリスト教関連遺産

平戸

焼き物の里

海辺に臨む海望露天風呂で開放的な湯浴みを満喫。

88,000円

★3名様1室利用は￥2,000増し
2名様1室利用は￥4,000増し

3/17
㈭

07:36

（乗換）

（呼子のイカ活造りで昼食）

11:59 現地大型バス

09:01 09:29

（観光）

‖

唐津・呼子

（秘窯の里見学）

（宿泊）

唐津城 ‖ 伊万里大川内山 ‖ 平戸温泉

【宿泊】

18:30頃

平戸 ‖‖‖‖‖

09:00

（観光）

‖‖‖‖‖

（バイキングで昼食） 世 界 遺 産 候 補

田平天主堂 ‖‖ 佐世保 ‖‖ 大野教会 ‖

夕

（名物長崎皿うどんと角煮まんじゅうで昼食）

軍艦島上陸クルーズ‖‖‖‖ 長崎市内‖‖

朝

世界遺産

（乗換）
山陽新幹線のぞみ52号

大浦天主堂・・・グラバー園 ‖博多駅 ーーーーーーー

（乗換）

昼

長崎ホテル清風

世界遺産候補

‖

朝

【宿泊】

世界遺産

長崎 ‖‖

夕

（観光）

（すべての部屋から長崎の夜景が一望）

08:00

昼

平戸海上ホテル

平戸オランダ商館 ‖‖ 平戸城 ‖

世界遺産候補

／

16:00頃 16:49

特急サンダーバード

（解散）

（解散）

（解散）

（解散）

20:48

21:09

21:14

21:23

昼
夕

新大阪 ーーーーーーーー敦賀 ーー 武生 ーー 鯖江 ーー 福井

※3日目の長崎観光順序は変更になる可能性がありますのでご了承くださいませ。

おすすめポイント

長崎ホテル清風

すべてのお部屋から長崎の夜景を一望、展望露天風呂でのひとときは格別。

3/8
㈫

（乗車）

07:13

ーーーーーーーー 新大阪 ーーー 博多駅 ‖‖‖

19:18 19:31

平戸オランダ商館

2泊目 長崎

平戸海上ホテル

お一人様／
福井県内各駅発着
4名様以上1室利用

山陽新幹線のぞみ7号 （乗換）

（出発）

「伊万里」

大浦天主堂

1泊目 平戸温泉

3/16
㈬

（乗車）

07:08

06:58

17:00頃

3

旅行代金

06:46

‖‖‖ 長崎市内

長崎

田平天主堂

3/7
㈪

（乗車）

芦原温泉 ーーーーーーー 福井 ーー 鯖江 ーー 武生 ーー 敦賀

（出発）

正式名称は
「端島」
。軍艦のような遠望から名付けられたといわれます。明治期には
2000人を超える人が暮らしていましたが1974年に閉山。現在は無人島となりました。

食事

世界遺産

それぞれ30名様限定

❶ 世界遺産軍艦島に上陸します！
❷ 個人では行きにくい平戸の
見どころをご案内致します！
❸ 九州の名物をご用意致します！

昼食

〈呼子〉
「イカ活き造り定食」

〈長崎〉
「長崎名物皿うどんと
角煮まんじゅう」

募集締切日

1月29日㈮

〈最小催行人員〉15名

お申込はお気軽に！ ユニオントラベル福井まで
電話0776-21-2312 FAX0776-26-3982にて

★お申込みは電話又はFAXにてお願い致します。受付後、申込用紙をお送りいたします。★2名又は3名1室のお部屋をご希望の際は、事前にお申込みください。

お名前
ご住所 〒

電話番号
（

）

ご参加人数

-

-

名

お申込みコース （いづれかを○で囲んでください）

旅行日：

・軍艦島と長崎教会群をめぐる旅3日間 ・姫路城日帰りツアー
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労福協副会長の横山龍寛氏が連合福井から7月の参議院議員選挙に
立候補予定者として擁立されました。

新年のご挨拶
健やかな新年を迎えられたこととお慶び申し
上げます。働くものよりも企業の利益が優先
される労働法制の改悪や安保関連法案の
強行採決など、私たちの声が届かない政治を
変える２０１６年とするため、
「すべては、生活
者のために」をキャッチフレーズに、皆さんと
ともに頑張りますので、
より一層のご支援をお願
い申し上げます。
第24回参議院議員選挙
福井選挙区候補予定者

よこやま

横山 たつひろ

クイズ正解者の中から
「抽選」
で27名様に
「ギフト券または旅行券」
をプレゼント！
皆さま方からたくさんのご応募をお待ちしています。

7本

特賞
お年玉賞

20本

[ギフト券各5000円 ６本] 県労福協会長賞、
北陸労金県本部長賞、
全労済県本部長賞、
県民生協理事長賞、
労信協理事長賞、
労働福祉会館理事長賞
[旅行券 5000円 1 本] ユニオントラベル理事長賞
[ギフト券 各 1000 円]

☆☆☆ タテのカギ ☆☆☆

【タテ
【タテ
【タテ
【タテ
【タテ
【タテ
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3
4
5
8
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】
】
】
】
】
】

昔から伝わっている、生活の仕方やならわし。
ほかのところ。別のところ。
血圧が標準よりも持続的に高い状態。
自国の産物・製品などを他国に送り出すこと。
乗り物に乗らないで歩くこと。
赤・緑・青などの色彩を○○という。

☆☆☆ ヨコのカギ ☆☆☆

【ヨコ 1 】
【ヨコ 3 】
【ヨコ 5 】
【ヨコ 6 】
【ヨコ 7 】
【ヨコ 8 】
【ヨコ 10 】

新しいやり方、うまい方法を考え出してやってみること。
水平・左右の方向。
車・船・航空機などで、人や物を運ぶこと。
公共機関などが物を貸して外部に持ち出させること。
血液が足りなくなった人の体の中に血をおぎなうこと。
バラバラのものを一つにまとめること。
料理の材料として鳥・牛・豚などの内臓。
○○鍋。

★応 募 方 法 A・B・C・D・E・F・G・Hに当てはまる回答（カタカナ8字）と「郵便番号・住所・氏名・職場名・電話番号」を記入し、
「官製はがき」
で下記郵送または「労福協eメール」で受付けます。※[eメール]アドレスは当ふくい労福だよりの1面上部に記載あり。
★郵 送 先 〒918-8231 福井市問屋1丁目35番地
福井県労働者福祉協議会 新春クイズ係
★応 募 締 切 2016年2月20日 (土) 必着
★当選者発表 当選者への発送をもってかえさせていただきます。
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