賛 助 会ご加 入のお願
願い

一般財団法人

労災サポートセンター

賛助会員の皆様のご支援で、
労災年金受給者の方々が安心していきいきとした生活を
営むことができます。
日本の産業を支える労働者が被る思いがけない労働災害。
一家の大黒柱を失い遺族となられた方々、また重度の障害を負われた方々とそのご家族は、いろい
ろな問題を抱えながら厳しい生活を余儀なくされています。
（一財）労災サポートセンターは、このような方々が「安心していきいきとした生活を営めるように
するため、相談、在宅介護、施設介護等を中心とした総合的な支援を行い、労働者の福祉の増進に寄
与すること」を目的に事業を展開する唯一の全国規模の団体です。
（一財）労災サポートセンターは、国（厚生労働省）からの委託を受けた事業を実施していますが、
これらの事業だけでは、労災年金受給者に対する支援としては必ずしも十分とはいえない面もありま
す。
このため、広く団体、企業や個人の皆様に賛助会員となっていただき、賛助金をもとにした、より
きめ細かな支援事業を行っているところです。
当財団のこのような活動に対して、各方面から高い評価をいただいていますが、労災年金受給者
数は現在 20万人を超え、これらの方々の幅広い要望に応えるためには、さらに多くの賛助会員の皆
様のご支援が必要です。
是非とも当財団が実施する公益事業の趣旨にご賛同いただき、賛助会にご加入くださいますようお
願い申し上げます。

労災年金受給者への福祉事業
賛助金事業
福 祉 用 具 購 入 費 の 助 成
労 災 重 度 被 災 者 作 品 展
盲 導 犬 の 無 償 貸 与
産業殉職者合祀慰霊式への招聘

国からの受託事業

関連支援事業

労災ケアサポート事業

団体総合保険加入の支援

労災特別介護援護事業

図
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労災年金受給者の身近な支援者として、
国（厚生労働省）からの受託事業の概要
労災ケアサポート事業
●訪問支援
全国に配置している看護師が、重度被災労働者
のお宅を訪問し、在宅介護、看護、健康管理等に
関する支援を行うほか、医師による健康管理やメ
ンタルケアに関する医学的専門的な指導を行って
います。
在宅重度被災者訪問支援

●労災ホームヘルプサービス事業
在宅介護が必要な重度被災労働者の方々に労災
ホームヘルパーを紹介し、専門的サービスから家
事援助サービスまで各種の介護サービスを提供し
ています。また、
このサービスを提供するための労
災ホームヘルパーの養成研修を開催しています。

労災ホームヘルパー養成研修

労災特別介護援護事業
家庭内での介護が困難な重度被災労働者のため
に、全国 8 カ所（北海道岩見沢市、宮城県富谷
市、千葉県四街道市、愛知県瀬戸市、大阪府堺
市、広島県呉市、愛媛県新居浜市、熊本県宇土
市）に設置されている労災特別介護施設（ケアプ
ラザ）を運営しています。
ケアプラザ・催事

さまざまな取り組みを行っています。
賛助金事業
賛助会員の皆様から寄せられた賛助金をもと
に、次の支援活動を行い、労災年金受給者の福
祉の増進に努めています。

福祉用具購入費の助成
労災年金受給者が、傷病・障害による日常生
活上の支障を軽減するため、一定の福祉用具を
自ら購入した場合に、その費用の一部を助成し

作品展出品「幸せをはこぶ像」

ています。

労災重度被災者作品展の開催−リハビリからアートまで−
労災年金受給者が機能回復の一環として、あ
るいは芸術的意欲に燃えて製作した作品を、広
く一般に展示することにより、受給者を勇気づ
け、その自立と社会参加を支援しています。

盲導犬の無償貸与
両眼を失明した労災年金受給者の社会復帰を

盲導犬の貸与

図るため、
（公財）日本盲導犬協会と提携して盲
導犬を無償貸与しています。

産業殉職者合祀慰霊式への招聘
「産業殉職者合祀慰霊式」
（東京高尾みころも
霊堂）への遺族の方々の参列を支援します。
慰霊式

献花

利用者の声

賛助金事業を利用された労災年金受給者の方々から感謝の言葉
が多く寄せられています。
［作品展に油彩画を出展して］

［作品展を見て］

作 品 展

被災後は落ち込んでいたので何か ・ 障害を持ちながら根気と努力とや
をしたいと思い、子供の頃から好き
る気がみなぎった作品には、ただ
だった絵を自己流ではじめました。
ただ感心させられました。素晴ら
知人に頼まれて絵を描き、人様に差
しい作品を有難うございました。
し上げて喜ばれており、人に役立つ
・ 素晴らしい力作ばかりで、とても重
と思いながら描き続けています。絵
度の労災に遭われた方々とは思え
に集中しているときは、痛み、シビ
ない作品ばかりです。
レは忘れます。
・ 頑張ること、改めて感じました。今
兵庫県 H.W さん
後も、このような展示会を継続して
開催してください。

福祉用具

［介護ベッドを利用して］

［電動車いすを利用して］

年齢と共に、起き上がることが難
しくなりました。助成事業を利用し
て購入した介護ベッドのおかげで
大変楽になり助かっています。

以前から電動四輪車を自費にてで
も購入希望を持っていました。この
度の支援事業で助成していただき、
お陰様で外出して食事を楽しむこと
ができるようになり感謝しています。

北海道

Y.S さん

福井県

［助成対象福祉用具］
○電動車いす、電動四輪車
○床ずれ防止マット
（エアマット、体圧分散マット）
○介護ベッド
※購入額の３分の１を助成
（最高15 万円まで）

M.N さん

賛助会員のご案内
1 賛助会員
一般財団法人労災サポートセンターの事業に
賛同する法人又は個人を対象とします。
（会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31
日までです。）

2 会費
法人：年額１口１万円

１口以上とします。

個人：年額１口３千円

１口以上とします。

（平成 27 年 4 月 1 日改正）
※消費税はかかりません。
3

機関誌の送付

賛助会員の方には機関誌を送付します。

運営の基本方針（要旨）

運営の基本理念
（一財）労災サポートセンターは、産業

1

地域社会や関係機関とも連携しながら、労災年金
受給者等の生活の質の向上に努めます。

の発展に貢献する中で被災し、労災年金

2

在宅介護が必要な方には看護師等専門スタッフが
居宅を訪問してサポートし、在宅介護が困難な方
にはケアプラザにおける施設介護を行います。

3

要介護者が主体的日常生活や社会参加ができるよ
うな介護支援を目指します。

4

労災年金受給者等の声や生活実態を踏まえ、関係
機関への提言等を行います。

5

労災年金受給者等の支援に当たっては、職員一人
ひとりが、人権尊重とノーマライゼーション（等
しく生きる社会の実現）の理念に基づき、専門的
で公平公正なサービスを提供するとともに自己研
鑽に努めます。

を受給することとなった方々が安心して
いきいきとした生活を営めるようにする
ため、相談、在宅介護、施設介護等を中
心とした総合的な支援を行い、労働者の
福祉の増進に寄与します。

労災年金支援センター所在地一覧
所

支援センター名

地

担当区域

Æ 61
ሾॆၗషቌ౦ཨ࣡તႊĨඞฦོኬ
షቌ༌ǤǖǏǾȖॎ 北海道

北海道労災年金支援センター

TEL 011−241−8083

FAX 011−241−8084

〒 980-0014
宮城県仙台市青葉区本町 3-5-3

東北労災年金支援センター

TEL 022−265−7667

௨ශǾȖॎ

青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県

FAX 022−265−7669

〒 102-0073
東京都千代田区九段北 4-1-3

関東労災年金支援センター

TEL 03−6834−2640

茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、
飛栄九段北ビル 10 階 神奈川県、新潟県、山梨県、
FAX 03−6834−2545 長野県

〒 460-0003
富山県、石川県、福井県、
愛知県名古屋市中区錦 2-5-5
八木兵伝馬町ビル 8 階 岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県

中部労災年金支援センター

TEL 052−205−7211

FAX 052−205−7212

〒 540-6591
大阪府大阪市中央区大手前 1-7-31

近畿労災年金支援センター

TEL 06−4790−1611

中国・四国労災年金支援センター

滋賀県、京都府、大阪府、

OMM ビル 8 階 兵庫県、奈良県、和歌山県
FAX 06−4790−1622

〒 730-0012
広島県広島市中区上八丁堀 8-10

TEL 082−223−3286

九州労災年金支援センター

在

鳥取県、島根県、岡山県、
クロスタワー 4 階 広島県、山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県

FAX 082−221−1169

〒 812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東 1-10-35

福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、
%.7$ შࢾဪǕȀǎǤǾȖॎ
鹿児島県、沖縄県

TEL 092−472−7161

FAX 092−481−5609

ケアプラザ所在地一覧
ケアプラザ

岩見沢

〒068−0829

北海道岩見沢市かえで町8-1-1

TEL. 0126−25−9001

ケアプラザ

富谷

〒981−3332

ଡᆏ༭౦ነุ༊

TEL. 022−772−3311

ケアプラザ

四街道

〒284−0037

千葉県四街道市中台511

TEL. 043−433−0120

ケアプラザ

瀬戸

〒489−0989

愛知県瀬戸市山手町294-5

TEL. 0561−85−5400

ケアプラザ

堺

〒590−0137

大阪府堺市南区城山台5-2-1

TEL. 072−291−7989

ケアプラザ

呉

〒737−0923

広島県呉市神山2-1-15

TEL. 0823−34−5577

ケアプラザ

新居浜

〒792−0896

愛媛県新居浜市阿島1-3-12

TEL. 0897−67−1122

ケアプラザ

宇土

〒869−0407

熊本県宇土市松原町243

TEL. 0964−23−2211

一般財団法人

労災サポートセンター

〒102−0073 東京都千代田区九段北4−1−3 飛栄九段北ビル10階
TEL 03−6834−2510
（代） FAX 03−6834−2530

https://www.rousaisc.or.jp

