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〒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　ＦＡＸ 03-6834-2530

北海道労災年金支援センター
〒060-0061　北海道札幌市中央区南1条西8-14-3　
札幌第2スカイビル6階 北海道

TEL 011-241-8083 FAX 011-241-8084

東北労災年金支援センター
〒980-0014　宮城県仙台市青葉区本町3-5-3 　
佐新ビル4階 青森県、岩手県、宮城県

秋田県、山形県、福島県
TEL 022-265-7667 FAX 022-265-7669

関東労災年金支援センター
〒102-0073　東京都千代田区九段北4-1-3 　
飛栄九段北ビル10階

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、新潟県
山梨県、長野県TEL 03-6834-2640 FAX 03-6834-2545

中部労災年金支援センター
〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦2-5-5　　
八木兵伝馬町ビル8階

富山県、石川県、福井県
岐阜県、静岡県、愛知県
三重県TEL 052-205-7211 FAX 052-205-7212

近畿労災年金支援センター
〒540-6591　大阪府大阪市中央区大手前1-7-31　
OMMビル8階

滋賀県、京都府、大阪府
兵庫県、奈良県、和歌山県

TEL 06-4790-1611 FAX 06-4790-1622

中国・四国労災年金支援センター
〒730-0012　広島県広島市中区上八丁堀8-10　　
クロスタワー4階

鳥取県、島根県、岡山県
広島県、山口県、徳島県
香川県、愛媛県、高知県TEL 082-223-3286 FAX 082-221-1169

九州労災年金支援センター
〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東1-10-35
ＣＬＵＢ博多駅東オフィスビル３階３０２号

福岡県、佐賀県、長崎県
熊本県、大分県、宮崎県
鹿児島県、沖縄県TEL 092-472-7161 FAX 092-481-5609

労災特別介護施設所在地等一覧

労災特別介護施設名 所在地 電話番号

北海道労災特別介護施設
（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
FAX 0126-22-9470

宮城労災特別介護施設
（ケアプラザ富谷）

〒981-3332
宮城県富谷市明石台4-8-1

TEL 022-772-3311
FAX 022-772-3312

千葉労災特別介護施設
（ケアプラザ四街道）

〒284-0037
千葉県四街道市中台511

TEL 043-433-0120
FAX 043-433-0431

愛知労災特別介護施設
（ケアプラザ瀬戸）

〒489-0989
愛知県瀬戸市山手町294-5

TEL 0561-85-5400
FAX 0561-85-4431

大阪労災特別介護施設
（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
FAX 072-291-7993

広島労災特別介護施設
（ケアプラザ呉）

〒737-0923
広島県呉市神山2-1-15

TEL 0823-34-5577
FAX 0823-30-1888

愛媛労災特別介護施設
（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
FAX 0897-67-1155

熊本労災特別介護施設
（ケアプラザ宇土）

〒869-0407
熊本県宇土市松原町243

TEL 0964-23-2211
FAX 0964-23-2214

「支え支えられ」第50号　令和4年7月4日発行

　労災重度被災者作品展は「リハビリからアートまで」と題し、不慮の事故を被り、重度の障害を負
いながらも溢れる創作意欲や、趣味や生きがいを求めて制作された絵画、書、彫刻、陶芸などの作
品を一堂に集め展示することで、重度被災労働者の方々の社会参加等の促進に寄与するとともに、
労働災害防止活動の重要性を再認識いただく機会として、賛助金により開催しております。
　こうした開催趣旨から、労働災害防止に携わる方々が多数参集される中央労働災害防止協会主催
の全国産業安全衛生大会に合わせ開催しているところです。
　本年度も全国産業安全衛生大会と同じ会場の「マリンメッセ福岡Ａ館」で、全国産業安全衛生大
会と併催される「緑十字展」の特別展としての開催を予定しており、現在その準備を進めております。
　「マリンメッセ福岡Ａ館」は、福岡市の「ウォーターフロント地区」と呼ばれ、地区のエントランスゾー
ンに相応しい交流空間や交通広場の確保、国際競争力のある「オール・イン・ワン」のＭＩＣＥ拠点の形
成とあわせ、都心部の貴重な海辺空間を活かした連続的な賑わいや憩い空間が創出されたエリアに
あります。
　賛助会員の皆様も、全国産業安全衛生大会にご来場の折などには、是非とも作品展まで足を延ばし
ていただければ幸いです。

支え支えられ支え支えられ
賛助会員の皆様と財団を結ぶ機関誌です賛助会員の皆様と財団を結ぶ機関誌です

労災サポートセンター通信

　賛助会員の皆様には、平素から当財団の事業運営につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申
し上げます。
　本号では、皆様からの賛助金により令和４年度に実施を予定しております、労災重度被災者作品
展のご案内、産業殉職者合祀慰霊式への招聘事業など賛助事業の内容と、全国８か所に設置され
ている労災特別介護施設の入居者の方々の近況等を掲載しております。

Ⅰ　労災重度被災者作品展のご案内・・・・・・・・・・・・・・・ 1頁

Ⅱ　令和４年産業殉職者合祀慰霊式への招聘事業・・・・・・・・・ 2頁
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Ⅴ　労災特別介護施設入居者の方々の近況等 (労災ケア通信から)・・ 3頁
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　産業殉職者合祀慰霊式は、産業災害で亡くなられた方々の尊い御霊を、これまでに奉安された方々の
御霊と合祀するとともに、安全な職場環境の実現と労働災害の根絶に向けて努力することを御霊の前
で誓う式典で、毎年秋に開催され今年で51回目となります。
　本年の産業殉職者合祀慰霊式も、東京都八王子市の高尾みころも霊堂において10月26日（水）に執
り行われる予定となっており、参列を希望される御遺族をお招きすることとしております。
（令和3年は、新型コロナ感染症の感染状況から出席者数を縮小し開催され、当財団は4名をお招きしま
した。）

　令和４年度も引き続き、①電動車いす、②介護用ベッド、③床ずれ防止用エアーマット等を購入された
傷病（補償）年金又は障害（補償）年金の３級以上の重度被災労働者の方に、賛助金により購入費用の
１/３（上限15万円）を助成してまいります。
（令和３年度は16件の助成を行いました。）

　令和4年度も引き続き（公財）日本盲導犬協会と連携して、対象と
なる重度被災労働者の方に対し、盲導犬貸与を実施してまいります。

など

　全国８か所の労災特別介護施設（ケアプラザ）には不慮の労働災害により被災し、重度の障害を負
われた労災年金受給者、約650名の方々が入居されております。
　新型コロナウイルス感染症の十分な感染防止対策をとりながらも、活発に過ごされている入居者の
方々の様子を中心に、様々なイベントをご紹介させていただきます。

　なお、より多くの方に作品を鑑賞していただくために、当財団の公式Ｗｅｂサイトでも作品を公開する
予定としております。
（令和３年度は59名の重度被災者の方から、139点の出展がありました。）

（１）開催期間
　　令和４年10月19日（水）から21日（金）までの３日間
（２）開催場所
　　「マリンメッセ福岡Ａ館」　
　（福岡県福岡市博多区沖浜町７－１）
（３）アクセス
　地下鉄呉服町駅より徒歩15分
　地下鉄中洲川端駅より徒歩18分

　当財団は、賛助金による支援活動の一環として、労働災害によりお亡くなりになられた方々の御遺族
を、独立行政法人労働者健康安全機構主催による産業殉職者合祀慰霊式にお招きする事業を行ってお
ります。

Ⅳ　盲導犬の無償貸与事業

（高尾みころも霊堂）　 （礼拝される招聘者の皆様「令和３年慰霊式」）

Ⅱ　令和４年　産業殉職者合祀慰霊式への招聘事業
－高尾みころも霊堂―

Ⅲ　重度被災労働者に対する
福祉用具の購入支援事業

Ⅴ　労災特別介護施設入居者の方々の近況等
（労災ケア通信から）

（マリンメッセ福岡Ａ館外観）

福岡空港
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　コロナ禍により開催できる行事が制限
されていましたが、少しでも入居者の方々
に楽しんでいただこうと、１月19日（水）に
令和３年度２回目のボッチャ大会を開催し
ました。令和３年度の最後の大会となりま
したので、行事委員である入居者様の案
で「グランドファイナルボッチャ大会」と命
名しました。
　初めて参加される方も何名かおられ、ト
ーナメント方式で試合を行いました。
　接戦となり思わず歓声が上がる場面もあり、楽しい時間を過ごせました。
　試合終了後、入賞者に施設長から賞状と賞品が渡され､笑顔で受け取られていました。

ケアプラザ岩見沢（北海道労災特別介護施設）

「グランドファイナルボッチャ大会」

　１月26日（水）に「グルメイベント」～近畿地
方編～を開催しました。
　平成 29年度の沖縄を皮切りに毎年度各地
方のご当地料理を提供し、九州、四国、中国地
方と日本列島を北上し、令和３年度は近畿地
方となりました。今回も入居者給食委員さん
が試行錯誤しながらメニューを考案し、皆様に
提供しました。
　入居者の方々の第一声は「美味しかった～」
で、三重のてこね寿司では「ボリュームがあり
食べ応え満点」、大阪の粕汁では「酒粕が想像
より優しい味わい」、兵庫の明石焼きでは「た
こ焼きをだし汁で食べるとは意外」などの感想
が聞かれました。コロナ禍の中、近畿地方旅行
を食で味わったイベントでした。

ケアプラザ富谷（宮城労災特別介護施設）

「グルメイベント」～近畿地方編～

　ケアプラザ瀬戸では毎月第一木曜日を基本に、入居
者様の「誕生会」を行っています。
　当日は施設長、介護課長との記念撮影を行った後、
ちょっぴり豪華な誕生膳でお祝いをします（もちろんす
べての入居者さんにも）。
　メニューは毎月替り、１月13日（木）の「誕生会」は
握り寿司に茶碗蒸しで、皆さんおいしそうに頬張って
おられました。

ケアプラザ瀬戸（愛知労災特別介護施設）

「誕生会」

　令和３年も新型コロナウイルス感染防止対策のた
め、予定されていた各種の行事が従来とは異なった
形での開催となりましたが、入居者の皆様に喜んで
いただけるような行事になるようにと、委員会で検
討・企画し、１年の締めくくりの行事として、12月
22日（水）に「クリスマスガーデン」を開催しました。
　入居者の皆様に季節感を味わっていただけるよ
うにと、甘酒やお汁粉をメニューに加え、お菓子と一
緒に提供させていただきました。

ケアプラザ四街道（千葉労災特別介護施設）

「年忘れ会　クリスマスガーデン」

　４月６日（水）は春の食材を使用した食事会のあと、
恒例となった「春のスタンプラリー」を開催しました。
　屋外４か所のクイズポイントには感染防止対策に
関する問題を用意しました。
　入居者の方々には、暖かい日差しに包まれ、満開の
桜を眺めながらケアプラザの春を満喫していただき
ました。

「春のスタンプラリー」
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　コロナ禍により開催できる行事が制限
されていましたが、少しでも入居者の方々
に楽しんでいただこうと、１月19日（水）に
令和３年度２回目のボッチャ大会を開催し
ました。令和３年度の最後の大会となりま
したので、行事委員である入居者様の案
で「グランドファイナルボッチャ大会」と命
名しました。
　初めて参加される方も何名かおられ、ト
ーナメント方式で試合を行いました。
　接戦となり思わず歓声が上がる場面もあり、楽しい時間を過ごせました。
　試合終了後、入賞者に施設長から賞状と賞品が渡され､笑顔で受け取られていました。

ケアプラザ岩見沢（北海道労災特別介護施設）

「グランドファイナルボッチャ大会」

　１月26日（水）に「グルメイベント」～近畿地
方編～を開催しました。
　平成 29年度の沖縄を皮切りに毎年度各地
方のご当地料理を提供し、九州、四国、中国地
方と日本列島を北上し、令和３年度は近畿地
方となりました。今回も入居者給食委員さん
が試行錯誤しながらメニューを考案し、皆様に
提供しました。
　入居者の方々の第一声は「美味しかった～」
で、三重のてこね寿司では「ボリュームがあり
食べ応え満点」、大阪の粕汁では「酒粕が想像
より優しい味わい」、兵庫の明石焼きでは「た
こ焼きをだし汁で食べるとは意外」などの感想
が聞かれました。コロナ禍の中、近畿地方旅行
を食で味わったイベントでした。

ケアプラザ富谷（宮城労災特別介護施設）

「グルメイベント」～近畿地方編～

　ケアプラザ瀬戸では毎月第一木曜日を基本に、入居
者様の「誕生会」を行っています。
　当日は施設長、介護課長との記念撮影を行った後、
ちょっぴり豪華な誕生膳でお祝いをします（もちろんす
べての入居者さんにも）。
　メニューは毎月替り、１月13日（木）の「誕生会」は
握り寿司に茶碗蒸しで、皆さんおいしそうに頬張って
おられました。

ケアプラザ瀬戸（愛知労災特別介護施設）

「誕生会」

　令和３年も新型コロナウイルス感染防止対策のた
め、予定されていた各種の行事が従来とは異なった
形での開催となりましたが、入居者の皆様に喜んで
いただけるような行事になるようにと、委員会で検
討・企画し、１年の締めくくりの行事として、12月
22日（水）に「クリスマスガーデン」を開催しました。
　入居者の皆様に季節感を味わっていただけるよ
うにと、甘酒やお汁粉をメニューに加え、お菓子と一
緒に提供させていただきました。

ケアプラザ四街道（千葉労災特別介護施設）

「年忘れ会　クリスマスガーデン」

　４月６日（水）は春の食材を使用した食事会のあと、
恒例となった「春のスタンプラリー」を開催しました。
　屋外４か所のクイズポイントには感染防止対策に
関する問題を用意しました。
　入居者の方々には、暖かい日差しに包まれ、満開の
桜を眺めながらケアプラザの春を満喫していただき
ました。

「春のスタンプラリー」
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　新型コロナウイルス感染予防対策のため、年末
に行われていた年忘れ会を中止することになりま
した。
　代わりに、感染予防対策にご協力頂いている入
居者の方々への感謝の気持ちと共に、少しでも心
が和むようにと、12月8日（水）の昼食時に心ば
かりの和菓子とお茶を添え、「感謝祭」としました。
　感染予防対策のため食堂の机上に設置された
アクリル板越しに、いつもとは少し違う皆さんの
綻んだ笑みがこぼれていました。

ケアプラザ堺（大阪労災特別介護施設）

「感謝祭」

　秋も深まり始めた10月20日（水）
に、２年ぶりの「ゲートボール大会」を開
催しました。
　「ケアプラザ呉の新型コロナ対策特
別ルール」として、１チーム５名編成で、
２チーム合計１０名が参加。チーム対抗
戦による２試合の合計得点で競いまし
た。
　試合が始まると、ボールを打つ時の
打ち方を微妙に変えてみたり、ボール
の打つ角度を変えてみたりと、全集中の真剣勝負となりまた。
　試合が進み後半になってくると、敵味方に関係なく声援が飛び交い、時には相手チームの
ボールをゴールに近づけてあげる友情を発揮する場面もあるなど、皆で試合を楽しみました。
全員の心が一つになり、誰のボールでもゴールを通過するたびに大歓声で喜び合いました。

ケアプラザ呉（広島労災特別介護施設）

「ゲートボール大会」

　11月10日（水）に、施設行事として「焼き芋会」を開催
しました。炭火でさつま芋だけでなくベーコンやウインナー
等を焼いて、入居者の方々に秋の味覚を堪能していただ
き、皆様がおいしそうに食べられている様子を見ることが
できました。

ケアプラザ新居浜（愛媛労災特別介護施設）

「焼き芋会」

　年忘れ会の行事の一つとして、行事委員でもある入
居者の和田さんが考案・作成したカードを用いたゲー
ム大会を12月15日（水）に開催しました。
　「みんなが参加できる簡単なゲーム」の考え方のも
と、並べたカードの中から２枚を選んで裏返し同じ言葉
を揃える、という「ケアプラザ宇土カード合わせゲーム」
です。ルールは簡単ですがこれがかなり難しく、１つ前
のカードは覚えていても、２つ前のカードとなると「さっ
き出たよね？」「どっちだっけ？」などとなり、参加者も見学者も真剣になりつつ、大盛り上がりで
した。好評につき、第２弾のカードの作成も計画中とのことで、完成後のカードゲーム大会が今
から楽しみです。

ケアプラザ宇土（熊本労災特別介護施設）

「熱戦！ カードゲーム大会」

　入居者の皆様の大きな楽しみのひとつが食事です。そ
こで単に美味しいかどうかだけでなく、味の濃さや温か
さ、彩りや食材のバランスなど、職員が様々な観点で毎日
チェックさせていただいています。
　４月18日（月）は4月に採用された職員と施設長とで、
より質の高い「検食」となるように、お互いの感想や意見
を交換しながら確認し合いました。

「検食」

秋の味覚を味わう入居者様 ▶
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が和むようにと、12月8日（水）の昼食時に心ば
かりの和菓子とお茶を添え、「感謝祭」としました。
　感染予防対策のため食堂の机上に設置された
アクリル板越しに、いつもとは少し違う皆さんの
綻んだ笑みがこぼれていました。
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　秋も深まり始めた10月20日（水）
に、２年ぶりの「ゲートボール大会」を開
催しました。
　「ケアプラザ呉の新型コロナ対策特
別ルール」として、１チーム５名編成で、
２チーム合計１０名が参加。チーム対抗
戦による２試合の合計得点で競いまし
た。
　試合が始まると、ボールを打つ時の
打ち方を微妙に変えてみたり、ボール
の打つ角度を変えてみたりと、全集中の真剣勝負となりまた。
　試合が進み後半になってくると、敵味方に関係なく声援が飛び交い、時には相手チームの
ボールをゴールに近づけてあげる友情を発揮する場面もあるなど、皆で試合を楽しみました。
全員の心が一つになり、誰のボールでもゴールを通過するたびに大歓声で喜び合いました。

ケアプラザ呉（広島労災特別介護施設）

「ゲートボール大会」

　11月10日（水）に、施設行事として「焼き芋会」を開催
しました。炭火でさつま芋だけでなくベーコンやウインナー
等を焼いて、入居者の方々に秋の味覚を堪能していただ
き、皆様がおいしそうに食べられている様子を見ることが
できました。

ケアプラザ新居浜（愛媛労災特別介護施設）

「焼き芋会」

　年忘れ会の行事の一つとして、行事委員でもある入
居者の和田さんが考案・作成したカードを用いたゲー
ム大会を12月15日（水）に開催しました。
　「みんなが参加できる簡単なゲーム」の考え方のも
と、並べたカードの中から２枚を選んで裏返し同じ言葉
を揃える、という「ケアプラザ宇土カード合わせゲーム」
です。ルールは簡単ですがこれがかなり難しく、１つ前
のカードは覚えていても、２つ前のカードとなると「さっ
き出たよね？」「どっちだっけ？」などとなり、参加者も見学者も真剣になりつつ、大盛り上がりで
した。好評につき、第２弾のカードの作成も計画中とのことで、完成後のカードゲーム大会が今
から楽しみです。

ケアプラザ宇土（熊本労災特別介護施設）
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　入居者の皆様の大きな楽しみのひとつが食事です。そ
こで単に美味しいかどうかだけでなく、味の濃さや温か
さ、彩りや食材のバランスなど、職員が様々な観点で毎日
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「支え支えられ」第50号　令和4年7月4日発行

　労災重度被災者作品展は「リハビリからアートまで」と題し、不慮の事故を被り、重度の障害を負
いながらも溢れる創作意欲や、趣味や生きがいを求めて制作された絵画、書、彫刻、陶芸などの作
品を一堂に集め展示することで、重度被災労働者の方々の社会参加等の促進に寄与するとともに、
労働災害防止活動の重要性を再認識いただく機会として、賛助金により開催しております。
　こうした開催趣旨から、労働災害防止に携わる方々が多数参集される中央労働災害防止協会主催
の全国産業安全衛生大会に合わせ開催しているところです。
　本年度も全国産業安全衛生大会と同じ会場の「マリンメッセ福岡Ａ館」で、全国産業安全衛生大
会と併催される「緑十字展」の特別展としての開催を予定しており、現在その準備を進めております。
　「マリンメッセ福岡Ａ館」は、福岡市の「ウォーターフロント地区」と呼ばれ、地区のエントランスゾー
ンに相応しい交流空間や交通広場の確保、国際競争力のある「オール・イン・ワン」のＭＩＣＥ拠点の形
成とあわせ、都心部の貴重な海辺空間を活かした連続的な賑わいや憩い空間が創出されたエリアに
あります。
　賛助会員の皆様も、全国産業安全衛生大会にご来場の折などには、是非とも作品展まで足を延ばし
ていただければ幸いです。

支え支えられ支え支えられ
賛助会員の皆様と財団を結ぶ機関誌です賛助会員の皆様と財団を結ぶ機関誌です

労災サポートセンター通信

　賛助会員の皆様には、平素から当財団の事業運営につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申
し上げます。
　本号では、皆様からの賛助金により令和４年度に実施を予定しております、労災重度被災者作品
展のご案内、産業殉職者合祀慰霊式への招聘事業など賛助事業の内容と、全国８か所に設置され
ている労災特別介護施設の入居者の方々の近況等を掲載しております。
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