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当協会では、勤労者福祉等に関する各種研究を行う若手研究者を主な対象とした「公募委託調査研究」を、下記の
とおり募集します。

メインテーマ「ともに支えあう社会をめざして」に則して、どのような施策・方策があるか、次のいずれかの視
点からアプローチ（考察）する調査研究を公募します。
①　共済・保険等の果たす役割
②　協同組合・相互扶助組織の果たす役割
③　社会保障が勤労者福祉に果たす役割

募集期間 ：2018年6月1日（金）～８月31日（金）17時　　※当協会必着
委託調査研究費総額 ：400万円以内（3件の採用を予定）

☆　詳しくは、当協会ホームページをご覧ください。　http://www.zenrosaikyokai.or.jp
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2018年度公募委託調査研究を募集しています

北海道で講演会を開催しました

2018年5月26日（土）午後1時から、北海道札幌市の道新ホールにおいて、「ほっかいどうの地方創生～北海道の
地方創生と未来への展望～ 」をテーマとした講演会を開催しました。
第1部の基調講演は「『地方創生のいま』～地方自治と地域の発展に向けて～ 」をテーマに、片山善博氏（早稲田大学
大学院政治学研究科教授、元総務大臣、元鳥取県知事）からお話いただきました。第2部のパネルディスカッション
は「『活気あるまちづくり』～地域特性を活かした未来創生～ 」をテーマに、札幌市長の秋元克広氏、カーリング選手
の小笠原歩氏（北海道銀行フォルティウス所属）、総合司会のアナウンサーの渡辺真理氏と片山氏の4名で議論をかわ
されました。
当講演会の模様は、後日、当協会のホームページにてご紹介いたします。

◆全労済協会からのお知らせ
●当協会への電話でのお問い合わせについて
●当面のスケジュール
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◆北海道で講演会を開催しました 1

◆国際連帯活動としてユース英語圏からの訪問団を
受け入れました 2

◆第163回理事会
および第56回（臨時）評議員会の報告 2

◆2018年度公募委託調査研究を募集しています 1

◆本誌最新号掲載のお知らせ（メール）
配信登録等のお申し込みについて 3

◆『法人火災共済保険』
〈オフィスガード〉のご案内 4
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当協会では国際連帯活動の一環として、公益財団法人 国際労働財団(JILAF)の実施する「労働組合指導者招へい事
業」への活動支援を行っています。2018年5月～ 12月の活動のひとつとして、ユース英語圏10名（フィジー 1名、
インド2名、マレーシア2名、ネパール1名、フィリピン1名、セイロン1名、スリランカ2名）を受け入れ、「相互扶
助制度の検討に向けて」と題した全労済の事例を用いた日本の労働者共済の歴史と現状についての講義を実施しまし
た（詳細は『ウェルフェア』にて報告します）。
日時・場所 ：2018年５月18日（金）10：00 ～ 12：00　当協会会議室
対象 ：ユース英語圏10名
研修内容 ：日本の労働者共済の歴史と現状 全労済の事例を中心に

第163回理事会および第56回（臨時）評議員会を開催しました。
協議を行ったすべての議案について承認されました。

1．第163回理事会
●日　時：2018年5月15日（火）
●場　所：当協会会議室　
【協議事項】
第１号議案 2018年度 事業計画（案）に関する件
第２号議案 2018年度 収支（損益）予算（案）に関する件
第３号議案 規程類の新設・改定・修正に関する件
第４号議案 役員等の辞任に伴う後任候補者（理事1名）

選出に関する件
第５号議案 第56回（臨時）評議員会の日時ならびに議

題等の決定に関する件
【報告事項】
第６号議案 常勤理事の業務報告承認の件

２．第56回（臨時）評議員会
●日　時：2018年5月31日（木）
●場　所：当協会会議室
【協議事項】
第１号議案 2018年度 事業計画（案）に関する件
第２号議案 2018年度 収支（損益）予算（案）に関する件
第３号議案 規程類の新設・改定・修正に関する件
第４号議案 役員の辞任に伴う後任候補者（理事1名）

選出に関する件
【報告事項】
第５号議案 常勤理事の業務報告承認の件

2

全労済協会からのお知らせ・・・・・・・

●当面のスケジュール
日　時 内　容 備　考

７月12日（木） 「退職準備教育のための研修会/コーディネーター養成講座」
（東京開催）【基礎研修会】

会場：新宿マインズタワー会議室
（東京都渋谷区）

７月20 日（金） 「退職準備教育のための研修会/コーディネーター養成講座」
（東京開催）【フォローアップ研修会】

会場：新宿マインズタワー会議室
（東京都渋谷区）

●当協会への電話でのお問い合わせについて
お問い合わせの内容別に担当部署への直通電話番号を設定しましたのでご利用ください。

お問い合わせの内容 直通電話番号 担当部署
♢シンポジウム・講演会、大学寄附講座、退職準備教育研修会について
♢テキスト「実りあるセカンドライフをめざして」、研究報告誌について
♢研究会等の調査研究活動について

TEL 03-5333-5127 調査研究部

♢法人火災共済保険
♢法人自動車共済保険
♢自治体提携慶弔共済保険 }の加入手続き、ご請求等について TEL 03-5333-5128 共済保険部

♢その他 TEL 03-5333-5126（代表） 経営管理部
【営業時間：土・日、祝日を除く月～金曜日　9：00～ 17：15】
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当協会のホームページでは、本誌の最新号掲載のお知らせ（メール）の登録、および新たに本誌の送付のご希望の
登録を受け付けております。登録のお申し込みは以下のとおりです。

当協会ホームページURL：http://zenrosaikyokai.or.jp
●登録のお申し込み方法
（1）　当協会ホームページの「Monthly Note」のバナーをクリック。
（2）　「お申し込み」画面では、「送付内容のご希望」欄で以下を選択。
　○　最新号掲載のお知らせ（メール）配信をご希望の場合 ⇒　「最新号掲載のお知らせ（メール）」
　○　新たに本誌の送付をご希望の場合 ⇒　「送付（郵送）」
　　　そして、氏名、住所、メールアドレス等を入力のうえ、一番下の「入力画面を確認する」ボタンをクリック。
（3）　「入力内容の確認」画面をご確認いただいたうえで、一番下の送信ボタンをクリック。
（4）　お申込み受付メールが届き、手続きが完了です。
☆　最新号掲載のお知らせ（メール）は、本誌最新号のホームページ掲載時（毎月10日頃）に配信します。

3

本誌最新号掲載のお知らせ（メール）
配信登録等のお申し込みについて

☆ご不明の点は、　TEL．03 ー 5333 ー 5126（代表）
経営管理部（「Monthly Note（全労済協会だより）」担当）まで
お問い合わせください。
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当協会では、「法人火災共済保険」を実施しており、労働組合、生活協同組合、労働金庫、中小企業勤労者福祉サービス
センターにご利用いただいています。
シンプルな保障内容をリーズナブルな保険料でご利用いただける制度設計となっておりますが、次の事由に対して

「損害保険金」をお支払いしています。

①　火災、落雷、破裂・爆発
②　風災、雹災、雪災
③　水災
④　車両の飛び込み
⑤　航空機の墜落・航空機からの物体の落下
⑥　盗難

上記の他にも、⑦失火見舞費用保険金、⑧残存物取片づけ費用保険金の「費用保険金」、また、地震・噴火・津波
に対して⑨地震等見舞金（建物契約のみ）をお支払いしています。
詳しい制度内容（パンフレット、ご契約のしおり）は、下記HPにてご覧いただけます。

http://www.zenrosaikyokai.or.jp/mutual/offi  ceguard/

「保険料」は、エリア（建物の所在県）・建物の構造・専有面積により異なりますので、これらの情報をご申告いただき、
お見積書をご案内しています。
HP（上記アドレス）から簡単に保険料の見積依頼ができますので、是非ご利用ください。

【見積例　Ａ】
ⅰ　中央エリア（茨城県～静岡県）
ⅱ　鉄筋コンクリート
ⅲ　20坪（66㎡）の賃貸物件
　　　　⇒　動産100口（保険金額1,000万円）の保険料・・・　2,200円（年払い）

【見積例　Ｂ】
ⅰ　近畿エリア（滋賀県～兵庫県）
ⅱ　鉄骨造（耐火被覆あり）
ⅲ　50坪（165㎡）の自己所有物件
　　　　⇒　建物400口（保険金額4,000万円）の保険料
　　　　　　動産100口（保険金額1,000万円）の保険料・・・20,000円（年払い）

長期契約（2年契約・3年契約）をしていただきますと、さらに割安な保険料になります。
台風シーズン（一般的に7月～ 9月）を迎える前に、火災保険の「契約の有無」および「保障内容と保険料」を再確認
されることをおすすめします。

『法人火災共済保険』〈オフィスガード〉のご案内
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長期契約（2年契約・3年契約）をしていただきますと、さらに割安な保険料になります。
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