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鳥取県労働・福祉事業四団体合同研修会を開催

マスクドライブを実施し、鳥取県へ寄付しました。
本川理事長（左）
平井知事（右）
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多くのみなさんから持ち寄られたマスク
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第９回 鳥取県労働・福祉事業四団体合同研修会を開催
と

き

2020年９月９日（水）10時30分より

演

題

アンガーマネジメントの実践

ところ

鳥取市

白兎会館 飛翔の間

～ イライラ・怒りの感情とうまく付き合うためのテクニック ～
講

師

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会
アンガーマネジメントファシリテーター

参加者

growth story 代表

笠木

理恵

さん

52名

コロナ感染拡大防止のため延期していました四団体合同研修会をソーシャルディスタンスをとり、参加者
数を例年の半分にして開催しました。
社会・家庭など様々な環境でおこるイライラ。そんな怒りとうまく付き合う方法を教えていただきました。
また、参加者前後で２人１組になって、イライラする時はどういう時かなど話し合い、気持ちを共有しま
した。今後の社会生活で「怒り」をコントロールできれば、人とのコミュニケーションの取り方ももっと
うまくできるのではないかと思いました。

MASK DRIVE

マスクドライブを実施し「とっとりささえあいマスクバンク」に寄贈
鳥取県労福協は、生活で困窮されている方、地域の子どもや高齢者の施設や
団体などでマスクを必要とされているけど、入手できない方に届けるために、
県内で「マスクドライブ（マスク寄贈）
」を募っておりましたが、８月末をも
ちまして終了しました。
おかげをもちまして、3,771枚の寄付をいただき９月14日（月）に鳥取県
「とっとりささえあいマスクバンク」に寄贈いたしました。
皆さまからいただきました善意の寄付に感謝申し上げます。
ありがとうございました。
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今回は

最低賃金の相談について解説します。

労働に関する
お悩み相談

Ｑ

コーナー

2020年10月1日から正社員として勤務し、現在３か月の試用期間中です。
試用期間中は時給790円で、その後は月給制となる予定です。最低賃金との関係は
どのように考えればよいのでしょうか。

Ａ パート、アルバイトを含むすべての労働者の賃金は最低賃金を下回ってはいけません。
地域別最低賃金

時間額
７９０円
７９２円

鳥取県最低賃金

発行年月日
令和元年10月５日
令和２年10月２日

最低賃金は毎年
10月頃改定されます

2円アップ‼

2020年10月1日分については、時給790円でも最低賃金を満たしますが、10月2日以降は、時給792円が適用され
なければなりません。
また、月給制の場合は、月給額を１時間当たりの賃金額に換算し、その額が最低賃金以上でなければ違法です。
月給制の場合
基本給＋諸手当*
地域別最低賃金
≧
１日の所定労働時間×年間の所定労働日数÷12
鳥取県最低賃金

＊最低賃金の計算から除外する手当
792円
・時間外手当 ・休日出勤手当 ・深夜勤務手当
・精皆勤手当 ・通勤手当 ・家族手当
・臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
・１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
労働基準法や最低賃金法などの労働法を満たさない労働条件はその部分につき無効となり、無効となった部分は労
働法で定める基準となります。最低賃金が適用されているかどうかを給与明細書等で確認し、不足分があれば事業主
へ請求しましょう。
※みなくるでは、毎月みなくる通信にて、労働相談Q＆Ａを掲載しております。
労働に関する疑問やお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

みなくる鳥取
フリーダイヤル

みなくる倉吉

0120-451-783

フリーダイヤル

みなくる米子

0120-662-390

フリーダイヤル

0120-662-396

みなくる通信

検索

〈メール相談〉
minakuru@roufuku.jp

鳥取県最低賃金
時間額：792円

発効日：令和２年10月２日

（A4の1/4用ヨコ）
C w190mm×H67mm
詳しくは、
鳥取労働局労働基準部賃金室
（電話0857-29-1705）又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

ひとりで悩まないで

奨学金相談会

奨学金に関する電話相談

【面談】鳥取県労働会館２階 みなくる鳥取（予約不要）

11 7（土） 0120-82-5858
2020 年

10:00〜16:00

※上記日程以外のご相談は、ライフサポートセンターとっとり（0120-82-5858）へ
お問い合わせください。

返済で生活が
苦しい

延滞金が
減らない

コロナの影響で職を
失い返済できない

裁判所
から
督促が
届いた
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【お⾒積条件】
・無事故割引等級：20 等級（事故有係数適⽤期間なし）
・運転者年齢条件：35 歳以上補償
・被共済者年齢区分：30 歳以上 40 歳未満
・初年度登録(検査)年⽉：令和 2 年 6 ⽉ ・⾞両損害補償：なし
・新⾞割引：あり ・運転者限定特約：なし ・AEB 割引：あり

⾞検証・現在加⼊の保険（共済）証券をコピーします。
新型コロナウイルス感染症予防対策のため、
スマホなどオンラインでの⾒積もりを推奨しています。

本状とコピーした書類を合わせて、団体の担当者までご提出
ください。
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第17回通常総会

2020年６月25日、中国労働金庫第17回通常総会がコロナ禍のな
か、感染拡大防止のため本店ビル大会議室および中国５県37会場に
分散しWeb方式により開催されました。
戸守理事長が第６期中期経営計画の２年間を振り返り、2018年度
は収益力の改善を、2019年度はさらなる収益力の増長をめざし、２
期連続で増収増益が達成できたことは一重に会員組合員のみなさま
のご支援・ご協力のおかげと感謝の意を表しました。また、2020年
度は第６期中期経営計画の最終年度として、福祉金融機関としての「ブランド力の確立」と「持続可能なビジ
ネスモデルの確立」を目標に人材育成・営業力強化に取り組むこと、さらに、次期第７期中期経営３ヵ年計
画では20周年を迎えることになり、新生「中国労働金庫」の船出への基盤作りをする３年間にする旨の方針を
述べました。
全ての議案が172名の代議員により承認され、初のWeb総会は無事終了しました。


以上

第68回鳥取県共済生活協同組合通常総代会
第３回こくみん共済coop中四国統括本部鳥取推進本部代表者会議
2020年７月29日（水）こくみん共済coop ５階大ホールにて通常
総代会および代表者会議を開催しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止と安全確保の観点から、開催規
模を縮小・変更し、運営を簡略化したうえで開催をしました。
総代総数

110名

（本人出席

23名

書面議決

87名）
松﨑本部長

２０２０年度推進活動計画の基調
１．環境の変化に対応した、組合員・協力団体ニーズに応える安心の商品・サービスを提供する「こくみん共済
coop」の姿を目指します。
２．組合員の皆さま一人ひとりにあったコミュニケーションをすすめます。
３．連合、労福協、労働金庫とともに協力団体と連携し、SDGｓの視点で取り組みます。
４．こくみん共済・個人長期共済の商品改定２年目の取り組みとして、お役立ち発想による「組合員推進」を強
化します。
５．健全で安定した事業基盤づくりをすすめ、効率的な事業経費の活用にむけ、費用対効果の検証を行い見直し
をすすめます。

今年度も組合員の皆さまとともに、諸活動に取り組んでまいります。引き続きこくみん共済coop鳥取推
進本部へのご協力を賜りますようお願い申しあげます。
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ろうきん・こくみん共済coop“総がかり大作戦”
日 時 2020年10月７日（水）15時30分より
場 所 鳥取市白兎会館２F「飛翔の間」
参加者 74名
連合鳥取・鳥取県労福協共催による、ろうきん・こくみん共済coop“総
がかり大作戦”が開催されました。開会にあたり本川理事長（連合鳥取
会長）による相互扶助の精神について、今後の労働者自主福祉運動の推
進強化に向けた挨拶ののち、両福祉事業団体の事業推進・活動報告の共
有、そして参加の構成組織・単組の代表の皆さんの連帯強化につなげ“総がかり大作戦”を終了しました。

中央労福協2020年度全国研究集会
「時代に調和する新しい“つながり”のカタチ
～コロナ禍・大規模災害を乗り越える地域コミュニティ～」大規模災害
や現在のコロナ禍により人と人との「つながり・たすけあい・ささえあい」
がクローズアップされています。Y o u Tu be にて動画配信中です。

中央労福協第３回シンポジウム「女性のひろば」（WEB開催）

日 時 2020年９月17日（木）14時～ 15時30分
シンポジウム内容 『今、私たちにできること』
“障がい者福祉に対する固定概念を外し、可能性を引き出す講師
の取り組みを通じて、コロナ禍の今、私たちにできることを考えたい”
をテーマにWEB開催。鳥取県から４名リモート参加しました。
※トークセッション
竹中 ナミ （社会福祉法人プロップ・ステーション理事長）
南部 美智代（中央労福協 事務局長）
山中 しのぶ（中央労福協 副会長・電機連合中央執行委員）

第67回鳥取県勤労者美術展のご案内

出品料無料

入場無料

【会

期】 2020.12/13（日）～ 20（日）午前９時～午後５時
※14（月）は休館日
◆初日（13日）は正午12時～午後５時
◆最終日（20日）は午前９時～午後２時
【場
所】 倉吉博物館 展示室 （倉吉市仲ノ町3445-8）
【作品募集】 2020.10/20（火）～ 11/20（金） 郵送のみの受付
写真

洋画

日本画

書道

わたしの熱中作品展

■出品申込書は鳥取県労福協のホームページ http://tottori.roufuku.net/から
ダウンロードできます
■新型コロナウィルスの感染状況によって、本美術展を中止する場合があります。
お問合せ先 勤労者美術展事務局
TEL（0857）27-4188
一般財団法人 鳥取県労働者福祉協議会
E-mail tottori@roufuku.jp
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鳥取県労福協HPへ
（スマホ対応）

