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2020福祉強化キャンペーンの取り組み
～福祉事業団体の利用促進・共助拡大にむけて～

　岩手労福協は、労働者自主福祉運動のさらなる発展、共助拡大、事業団体の利用促進に向けて、10 月
から 11 月にかけて「2020 全国福祉強化キャンペーン」を展開します。
　今年は新型コロナウイルスにより、多くの国民が「感染拡大の防止」と「社会・経済活動の再開」のは
ざまの中で、生命・健康の不安と経済低迷による所得低下・雇用不安を抱えながら生活を送っています。
こうした状況が長期化することが想定される中、まさに今、私たち労福協が使命と役割を発揮し、困難を
抱える生活者に寄り添いながら、穏やかな日常を取り戻す活動を行うことが求められています。
　岩手労福協は、本キャンペーンを通じて、関連団体との連携を強め、社会へのアピール力を高めると共
に労働者福祉の充実を図ることを目的に各種取り組みを行います。

全国共通テーマ
◇労働者福祉運動で ʻ 共助の輪 ʼ を地域に広げよう！
◇生活・就労支援を地域のネットワークで支えよう！

今こそ、労福協の力を。（※）
※ 初めて経験する未曾有のコロナ禍の状況の中、私たち労福協が主体となり、事業団体・
労働団体とより一層の連帯を深めながら、力強く取り組みを展開していくための合言葉。
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■ 取り組み期間
　2020 年 10 月～ 11 月

■ 重点課題（全国統一行動）の取組み
　中央労福協は、今般のコロナ禍の深刻な状況に鑑み、休業・失業等によって困窮に陥っている生活者（勤
労者・学生等）への支援を喫緊の重点課題と位置づけ、全国統一行動として展開することを基本スタンス
に据えました。
　本キャンペーンでは、コロナ禍に伴う休業・失業等により困難を抱える方への支援対策として、下記 3
点を全国統一の重点課題として設定し、実施にあたっては、加盟団体や関係団体等との連携のもと、組織
内外問わず周知活動を展開し、共助の輪の拡大に向けた取り組みを展開します。
　（１）自治体への政策・制度要請
　　連合岩手と共同で、岩手県に対し、労働者福祉に関する政策・制度要請を行います。
　（２）奨学金に関する全国一斉相談
　　今年も奨学金に関する全国一斉相談が、各都道府県で行われます。今般のコロナ禍による収入減等に
より、奨学金返済が困難となる方が増加することが想定されることから、岩手労福協としても昨年に続
き、専用フリーダイヤルを設置し奨学金の相談窓口を開設します。今年はコロナの関係から電話相談の
みの対応とします。
①実 施 日　　11 月 6 日（金）
②受付時間　　10：00 ～ 17：00 まで
③相談体制　　�森﨑信介弁護士（岩手銀河法律事務所）、ろうきん融資担当、ライフサポートセンター

いわて相談員
④広報宣伝　　宣伝用チラシを作成し、周知に努めます。

2020福祉強化キャンペーン 岩手労福協の主な取り組みについて
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　（３）事業団体との連携
　　①労働金庫が展開する生活応援運動と連動した取り組みを行い、困難を抱える勤労者の生活の下支え

を図る取り組みを展開します。
　　　　・勤労者生活支援特別融資制度の利用推進
　　　　・自治体提携融資制度の利用推進
　　②こくみん共済�coop が全国展開する保障設計運動と連動し、生活のリスクに備える取り組みをこく

みん共済 coop 岩手推進本部と連携した取り組みを展開します。
　　　　・健康維持促進に向けたサポートサービス「健康点検サービス」
　　　　・全国の児童館などへなわとび、長なわを寄贈する「こどもの成長応援プロジェクト」
　　　　・横断旗や特設サイトでの情報発信など、子どもたちの安全を守る「７才の交通安全プロジェクト」

■ 重点課題以外の取組み
　重点課題以外のキャンペーン課題の取り組みとして、事業団体の利用促進・共助拡大に向けた取り組み
を展開します。
　（１）労働者自主福祉運動強化に向けた労働団体への要請
　　岩手労福協と福祉事業団体連名による労働団体への労働者自主福祉運動強化に向けた要請を行います。
　　今年は新型コロナの関係から訪問活動は自粛することとし、労働者自主福祉運動強化に向けた要請書
は 9月に郵送させていただきました。各労働団体におかれましては、要請趣旨をご理解いただきご協力
をお願いいたします。

　（２）事業団体との連携
　　コロナ禍や大規模災害により、人と人とのつながりや助け合い、支え合いがクローズアップされて
います。今後は、ポストコロナ、ウイズコロナを意識した運動への転換が求められます。新しい生活様
式“つながり”なども重要なテーマになります。このような背景から、労働者福祉運動の重要性はます
ます高まっていくものと思われます。
　　岩手労福協は、身近な課題から将来の課題まで、今できる助け合い・支え合いの取り組みを展開します。
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2020年度事業報告

2020 年度ヨガ教室〈今年のテーマはウイルス対策〉  ……………………………
　勤労者とその家族の健康促進を目的に「2020 年度ヨガ教室」を 8月 29 日（土）に盛岡市のアイーナで
開催しました。今年は新型コロナ感染防止の観点から 3密を考慮して、午前と午後の 2部構成とし参加者
は 1回あたり 15 名に限定しました。
　今回のテーマは「ウイルス対策」、NPO法人国際ヨガ協会理事長の越後美代子さんに免疫力を高めるヨ
ガを指導していただきました。免疫力にまさる薬はない、唾液は天然の万能薬、舌の筋力をつけて鼻で呼
吸、首をほぐして温め自律神経を整えるなど、さまざまなメディカルヨガを体験しました。
　参加者から、「心と体の不調が良くなりました。」「心身共にリラックスできました。」「毎回テーマがあっ
て良いと思います。」「体内の免疫力を高めることが大切だと知り勉強になりました。」などの感想が寄せ
られました。

フードバンク岩手の活動支援  …………………………………………………………
　岩手労福協は、フードバンク岩手の活動支援を目的に、夏と冬の年 2回、子どもたちの夏休み前と冬休
み前に助成金を贈っています。今年も７月に５万円を寄付しました。
　新型コロナ問題により、貧困家庭はさらに厳しい状況に陥っており、フードバンク岩手の食料供給量は昨年
の２倍に増加、さらに３密を避ける観点からボランティア募集を停止中でマンパワーも不足しているそうです。
　フードバンク岩手は、食べることに困っている人たちへ食べ物を届ける活動を行っています。フードド
ライブ（食料支援・回収）は、通年で取り組まれています。皆さんの周りに眠っている食料品や買い過ぎ
た食料品がありましたら、フードバンク岩手に提供をお願いします。あなたの食料支援が子どもたちの笑
顔に変わります。

　①銀行カードローン等の過剰な借入による多重債務者への対応
　②自然災害による住宅被害への備え不足や無保障者の解消
　③協同組合間協同の強化に向けて、11 月 18 日（水）、事業団体との意見交換会を開催します。
　④機関紙やチラシ等を活用して、事業団体の事業周知ならびに相互利用の促進に努めます。
　⑤中小零細・未組織勤労者・非正規雇用で働く人たちの福利厚生支援を目的に、勤労者福祉サービス
センターとの連携強化に努めます。

（３）次世代育成強化
　　会員や関係団体の人材育成支援（教育・啓発）の一環として、労働者自主福祉運動の理念・歴史に関
する出前講座を行います。

特定非営利活動法人フードバンク岩手
〒020-0887 盛岡市上ノ橋町 1-50 岩繊ビル 3-7

■受付　毎週火曜～金曜 10:00～16:00　■Tel & Fax  019-654-3545
■E-mail  foodbankiwate@gmail.com 〈岩繊ビル裏に駐車場がございます〉

HPはこちら▼

上ノ橋町

岩繊ビル
3-7

紺屋町

中
津
川

上ノ橋

本町通
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2020年度事業計画変更のお知らせ
　新型コロナの関係から、2020 年度事業計画の一部事業を取りやめることにしました（中止）。
　　①2020 年度岩手県知事との懇談会（10 月 15 日）
　　②第 32 回岩手県勤労者野球大会（10 月 25 日）
　　③第 15 回文化講演会（来年 2月）

　ろうきん自治体提携融資の
　　　　　　　利子補助事業とは？　
　この事業は、労働者の福祉向上に資することを主目的に、「ろう
きん自治体提携融資」利用者に対して、利子の一部を岩手労福協が
補助する制度です。利子補助額は、上限を 3万円とし、借入額 10
万円につき 1,000 円を補助します。問合せや申込みは、岩手県内
の東北労働金庫各支店窓口までどうぞ。

　岩手労福協って、どんな団体？
　岩手労福協は、労働団体並びに福祉事業団体で構成され、労働者
福祉活動を総合的に推進することを目的とする団体です。「すべて
の働く人の幸せと豊かさをめざして、連帯・協同で安心・共生の福
祉社会をつくります」をスローガンに構成団体間の連絡・調整をは
かり、福祉事業団体の育成、あるいは勤労者の教育、文化、スポー
ツ交流等を通じて、すべての働く人々とその家族が安心して暮らせる社会を築くための諸活
動を進めております。
　設立は 1964 年（昭和 39 年）4月 8日。人に例えると 56 歳になりました。設立にご尽
力された団体は、岩手県労連、岩手地方同盟、岩手労働金庫、岩手県労済生協、岩手県生協
連の５団体です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊ 労福協のシンボルマーク ＊

　中央労福協は 1981 年に全国公募し、同年 7 月にこのシンボル
マークを決定しました。このマークは『人』という漢字をデザイ
ン化したもので、中の輪は人と人の『和』を表しています。

ホームページのご案内
岩手労福協では、ホームページを開設いたしております。イベント予定・活動報告等を掲載して
おります。是非ご活用下さい。

ホームページ　http://iwate.rofuku.net
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岩手労福協2020～ 2021年度役員名簿
（9月30日現在）

2020年度文化体育事業実行委員会

役名 氏名 所属

委 員 長 佐々木　正　人 日本労働組合総連合会岩手県連合会

委　 員 佐　藤　　　工 平和環境岩手県センター

委　 員 栗谷川　昌　彦 岩手友愛会

委　 員 刈　谷　俊　之 東北労働金庫岩手県本部

委　 員 本　田　俊　哉 こくみん共済 coop 岩手推進本部

委　 員 嘉　倉　賢　雄 一般財団法人ハピネス共済会

委　 員 八重畑　　　努 消費者信用生活協同組合

委　 員 沼　田　　　聡 岩手県学校生活協同組合

事 務 局 菅　野　健　司 一般社団法人岩手県労働者福祉協議会

事 務 局 武　藤　珠　美 一般社団法人岩手県労働者福祉協議会

※砂金良昭副会長は、6月 24 日をもって理事を辞任しました。
※八幡博文会長の所属団体は、6月 25 日に変更しました。

※砂金良昭副理事長は、6月24日をもって役員を辞任しました。
※八幡博文理事長の所属団体は、6月 25 日に変更しました。
※法領田万寿男事務局長は、8月 31 日をもって退任しました。
※当面は、菅野健司事務局次長が事務局長を代行します。

ライフサポートセンターいわて
2020～ 2021年度役員名簿

2020年度役員選考委員会

役名 氏名 所属

委 員 長 佐　藤　伸　一 日本労働組合総連合会岩手県連合会

委　 員 佐　藤　　　工 平和環境岩手県センター

委　 員 工　藤　和　男 岩手友愛会

委　 員 菅　原　芳　勝 東北労働金庫岩手県本部

委　 員 赤　坂　　　徹 こくみん共済 coop 岩手推進本部

事 務 局 菅　野　健　司 一般社団法人岩手県労働者福祉協議会

役名 氏名 所属

理 事 長 八　幡　博　文 東北労働金庫岩手県本部

副理事長 齋　藤　健　市 こくみん共済 coop 岩手推進本部

副理事長 伊　藤　裕　一 平和環境岩手県センター

副理事長 吉　田　　　信 岩手友愛会

事務局次長 菅　野　健　司 一般社団法人岩手県労働者福祉協議会

理　　事 佐　藤　浩　之 消費者信用生活協同組合

理　　事 佐　藤　伸　一 日本労働組合総連合会岩手県連合会

理　　事 村　上　　　純 ライフサポートセンター北上

理　　事 伊　東　喜　幸 ライフサポートセンター宮古

会計監査 菅　原　芳　勝 東北労働金庫岩手県本部

会計監査 赤　坂　　　徹 こくみん共済 coop 岩手推進本部

役名 氏名 所属

会　　長 八　幡　博　文 東北労働金庫岩手県本部

副�会�長 齋　藤　健　市 こくみん共済 coop 岩手推進本部

副�会�長 伊　藤　裕　一 平和環境岩手県センター

副�会�長 吉　田　　　信 岩手友愛会

専務理事 菅　野　健　司 一般社団法人岩手県労働者福祉協議会

常務理事 佐　藤　伸　一 日本労働組合総連合会岩手県連合会

理　　事 佐　藤　淳　一 一般財団法人ハピネス共済会

理　　事 佐　藤　浩　之 消費者信用生活協同組合

理　　事 川　村　　　元 岩手県学校生活協同組合

理　　事 鈴　木　　　圭 日本労働組合総連合会岩手県連合会

理　　事 谷　藤　　　学 日本労働組合総連合会岩手県連合会

理　　事 金田一　文　紀 日本労働組合総連合会岩手県連合会

監　　事 菅　原　芳　勝 東北労働金庫岩手県本部

監　　事 赤　坂　　　徹 こくみん共済 coop 岩手推進本部
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