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第23回『広島県勤労者福祉政策協議会』開催!
～勤労者福祉政策の推進・発展に向け、連携・協力していくことを確認～

　2021年４月21日㈬、ワークピア広島において第23
回「広島県勤労者福祉政策協議会」を、委員・オブ
ザーバーを含め16名が出席して開催した。
　冒頭、本政策協議会の会長に選出された伊丹県労
福協会長は、コロナ禍が続いている状況の中で、各
委員のみなさんに集まっていただけたことに感謝の
意を述べた。
　また、この協議会については、規程にもある通り
広島県に働く人の勤労者福祉全般について、労働団
体、福祉事業団体、更には行政のみなさんを含め、
幅広い意見交換の場とすることを目的としている。
限られた時間の中ではあるが、忌憚のない意見交換
を行い、本日の協議会を有意義なものにしていきた
いと挨拶し、議事に入った。　
　広島県からは、川口商工労働局長より「令和３年
度当初予算の基本的な考え方」として、新型コロナ
ウイルス感染症の影響に係る経済対策について、厳
しい状況下にある県内企業等の事業継続と雇用維持
をしっかりと支える短期的な取組を行うとともに、

ウィズ /アフターコロナ時代を見据えた中長期的な
取組を実施し、県経済の回復や安定的発展に向けて
取り組むことが説明された。
　さらに、《重点施策》として、
　①　新型コロナウイルス感染症対策の強化　　
　②　欲張りなライフスタイルの実現
等について概要が説明された。
　また、有馬雇用労働政策課長より、勤労者福祉活
動の推進等、《令和３年度の勤労者福祉関連事業》
についての説明がなされた。
　福祉事業団体からは2020年度の事業報告および
2021年度の事業推進計画を説明し、県の理解と更な
る協力を求めた。また県労福協より、2020年度の活
動報告を行い、意見交換を行った。
　終わりに、この協議会を通じて、大変厳しい環境
の中ではあるが、県労福協・労働団体・福祉事業団
体・行政が一体となり、勤労者福祉の向上に繋がる
ような活動を継続していくことが重要であることを
確認し、政策協議会を終了した。

第23回広島県勤労者福祉政策協議会出席委員
広島県商工労働局 局　　長　　　川口　一成
　　　 〃 雇用労働政策課長　有馬　由美
広島県町村会 坂 町 長　　　吉田　隆行
広島県労福協 会　　長　　　伊丹　幸男
連合広島 会　　長　　　久光　博智
中国労金広島県営業本部 本 部 長　　　善積　昭之

こくみん共済coop広島推進本部 本 部 長　　　内匠　雅也
（一社）広島労働会館 理 事 長　　　山﨑　幸治

（一社）福山労働会館 常務理事　　　高橋　利通
（大野理事長の代理）

広島県生協連 会長理事　　　岡村　信秀
連合広島女性委員会 委 員 長　　　亀井美砂子

緊急
告知 中央労福協がマスコットキャラクターを募集中 !!

※詳細は中央労福協ホームページ（https://www.rofuku.net/）をご覧ください。

【 6月25日㈮必着】中央労福協のシンボルとして活躍するキャラクターのアイディアを募集します。

プロ・アマ
不問
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第第9292回 「広島県中央メーデー」 WEB併用して開催される !回 「広島県中央メーデー」 WEB併用して開催される !
～「作業所で働く人たちの作品・商品は

「ふれ愛プラザ」のホームページからネット購入が可能に～

　「第92回広島県中央メーデー」は、４月29日㈭10
時からワークピア広島において、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点から規模を縮小し、Web
も併用して行われた。
　来賓挨拶についても湯﨑広島県知事をはじめ、す
べてビデオメッセージでの対応となり、県労福協を
代表して伊丹会長は、日頃の労福協活動に対する理
解・協力に感謝の意を述べるとともに、労金、こく
みん共済 coop、労働会館の基盤強化と利用促進に
向けて、更なる協力を求めた。
　また、県労福協は、「福祉は一つ」で結集した労働者
自主福祉事業について、今日的な意義を次の世代へ繋げ
ていくためにも、連合広島のみなさんとともに事業推進
の運動を進め、職場や地域に共助の輪を拡大していくと

の決意を表明した｡
　また、例年はメーデー会場において、県労福協と
して「作業所で働く人たちの作品展」のブースを設
置し、広島市就労支援センターに所属する作業所が、
焼き菓子、クッキー、パン、縫製品、陶芸品、雑貨
等の展示・販売を行っているが、今年度はイベント
の開催が中止となったことから、連合広島および県
労福協のホームページと作業所で作られた作品の販
売を行っている「ふれ愛プラザ」のホームページを
リンクさせて、ネット通販に対応できるようにした。
　インターネットを通じて広く多くの方々に、施設
を知り、作品を購入する場があることを知ってもら
える新たな良い機会となった。

機関紙「ひろしま労福協」2021年4月№628号訂正について（お詫び）
　４月に発行しました機関紙「ひろしま労福協」
2021年４月号№628号の掲載内容に一部誤りがあり

ました。以下のとおり、訂正するとともに、お詫び
いたします。

【誤】　３ページ目34行目　（４．対象者への特典の内の以下の部分）
　　　　⑵　カーライフローン特典プレゼント
　　　　　最優遇金利（カーライフローンの最も低い金利）を適用します。
　　　　　また、返済年数１年以上借入金額50万円以上の方にクオカードをプレゼント。
【正】　削除（本年度、カーライフローン特典プレゼントはありません）
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福祉事業団体の基盤強化にかかる報奨金が確定！福祉事業団体の基盤強化にかかる報奨金が確定！
～大竹・廿日市地区労福協と府中地区労福協が同点で総合～大竹・廿日市地区労福協と府中地区労福協が同点で総合11位を獲得位を獲得！！！！～～

　県労福協は、福祉事業団体の基盤強化と拡充を図
るための一助として、2011年度から報奨金制度を導
入した。2020年度は、中国労金広島県営業本部とこ
くみん共済 coop 広島推進本部の実績に基づき、第
６回幹事会で下記のとおり表彰することを確認した。
　なお、総合１位に輝いた大竹・廿日市地区と府中
地区については県労福協第54回定期総会において表
彰する。

労　　金
順位 地区労福協名 配点 報奨金
Ａ 府中地区 690 ９万円
Ａ 賀茂豊田地区 590 ９万円
Ｂ 福山地区 585 ８万円
Ｂ 尾道地区 570 ８万円
Ｃ 大竹・廿日市地区 550 ７万円
Ｃ 広島西地区 530 ７万円
Ｃ 広島東地区 510 ７万円
Ｄ 広島中央地区 495 ６万円
Ｄ 備北地区 495 ６万円
Ｅ 三原地区 460 ５万円
Ｅ 呉地区 290 ５万円

こくみん共済 coop
順位 地区労福協名 達成率 報奨金
Ａ 大竹・廿日市地区 291.1 ９万円
Ａ 広島東地区 142.8 ９万円
Ｂ 三原地区 139.6 ８万円
Ｂ 備北地区 132.6 ８万円
Ｃ 府中地区 112.8 ７万円
Ｃ 広島中央地区 112.5 ７万円
Ｃ 呉地区 108.1 ７万円
Ｄ 福山地区 108.0 ６万円
Ｄ 広島西地区 104.6 ６万円
Ｅ 尾道地区 101.9 ５万円
Ｅ 賀茂豊田地区  92.1 ５万円

＜労金の基準＞…労金営業店評価のうち、「業容拡大部門」「基盤強化部門」の配点に基づき順位を決定。
＜こくみん共済 coop の基準＞…新規獲得目標口数に対する達成率で順位を決定。
＜対象期間＞…2020年４月１日～2021年３月31日

大 竹・廿 日 市 地 区
《大竹・廿日市地区労福協「第12回保障の見直しセミナー（Web）開催》
　2021年４月10日㈯、オンライン形式にて「第12回
保障の見直しセミナー」を開催した。
　オンライン形式は初めてのため、試行として地区
労福協役員組合への案内に限定し、執行部を中心に
14名の参加をいただいた。
　セミナーは岡村地区労福協会長から参加のお礼と
本セミナーの趣旨について挨拶の後、オンラインで

東京と接続し、㈱FPユニオンLaboの吉上さんから「保
障見直し」という基本的なテーマで、コロナ禍にお
ける共済推推進活動や保障の検討すべきタイミング、
職場で実践していくことなどをお話しいただいた。
　その後、こくみん共済coopより組合員へのアプ
ローチや提案方法などをお話いただき、第12回保障
見直しセミナーを終了した。
　オンライン形式で参加者の反応が見えにくい中で
の開催だったが、保障見直しの仕組みやメリットな
どの知識を深めることが出来た。今後もオンライン
形式での開催をベースに地区労福協加盟組合へ拡大
していく。
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082-261-8131TEL

まで、お気軽にお問い合わせください。

ワークピア広島では
下記商品の

取扱いもございます！
QUOカード

通常在庫として
額面500円・1,000 円・2,000 円・3,000 円を用意
（各売価は、530円・1,040 円・2,000 円・3,000 円となります）

ＤＣギフトカード 旅行からお買い物、全国共通ギフトカード
額面 1000円・5000円の 2種をご用意

カタログギフト 税込3,080円～55,880円まで12種、
割引価格にて販売しております

誰でも気軽に便利に利用できる

街で噂の牛すじ黒カレー

パッケージ
リニューアル
新価格 !!

540円
（税込）

中辛
1人前　200ｇ
レトルトカレー

TEL：084-925-3800
〒721-8588 広島県福山市南蔵王町4丁目5番18号

URL http://r-miyabi.or.jp/


