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社会運動資料センター事業（2016 年度） 実施報告書 

 

１．事業目的と事業概要 

≪目的≫ 社会運動に関係する資料収集･研究および企画展・セミナーの開催、定期刊行物の購

入とその閲覧を行う。 

≪対象≫ 一般の方誰でも可とした。 

≪期間≫ 4 月 1 日から 3 月 31 日まで。 

≪財源≫ 自主財源から拠出した。 

≪資産≫ ヒューマンわーくぴあ徳島 

≪人員≫ 専従職員および臨時職員が従事する。 

≪案内≫ チラシを作成して館内に掲示し、ホームページに告知掲載した。 

≪内容≫ 収集した資料は室内に展示し、閲覧可能とした。ＮＰＯ法人賀川豊彦記念・鳴門友愛

会などと連携して、社会運動資料センターの運営委員会を設置し、センターの運営や

資料の選別については専門家の助言を得て行った。セミナーの講師には専門家を選

任した。 

 

２．運営委員会について 

◆第５回運営委員会 

◇日 時 2016 年 10 月 19 日(水) 18:00～ 

◇場 所 ヒューマンわーくぴあ徳島 302 号室 

◇参加者 久積（ネットワーク）、田辺（賀川豊彦記念館）、富永（平和センター）、中野（自治研）、

森本（連合徳島）、川越（全労済）、林（労福協）、辻（支援機構）、乾（女性問題研究

所）、東條（ストップＤＶ）、歯朶山（解放同盟） 

藤原（労働会館）、福本、佐伯（以上、事務局） 

◆第６回運営委員会 

◇日 時 2017 年 4 月 25 日(火) 18:00～ 

◇場 所 ヒューマンわーくぴあ徳島 302 号室 

◇参加者 久積（ネットワーク）、田辺（賀川豊彦記念館）、富永（平和センター）、中野（自治研）、

森本（連合徳島）、川越（全労済）、林（労福協）、辻（支援機構）、乾（女性問題研究

所）、東條（ストップＤＶ）、歯朶山（解放同盟） 

藤原（労働会館）、福本、佐伯（以上、事務局） 

 

３．とくしま社会運動資料センター閲覧室について 

◇開所日 火曜日から土曜日まで 午前１０：００から午後３：００まで 

◇閉所日 日曜日および月曜日 国民の祝日、お盆期間、年末年始ほか 

◇資料センターの業務 
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(1)資料の収集と保全 

(2)定期刊行物の収集･購入と閲覧  

(3)公開講座・セミナーの開催 

(4)企画展の開催 

(5)社会運動に関する調査･研究 

(6)研究会の開催 

(7)社会運動関係団体との連携並びに協力･協働 

(8)その他、目的達成に必要な事項 

◇閲覧 書籍、雑誌など約１０，０００冊の所蔵のうち約１，２００冊を閲覧用として書架に並べていま

す。 

◇資料を探す 検索コーナーのパソコン端末にて、データベース検索が可能です。ただし図書ＩＤ

登録済みの書籍･資料に限ります。国立国会図書館サーチで検索したり、また電子書籍の閲覧

などにも利用できます。 

◇資料の貸出 現在のところ、所有蔵書の一部しか整理･データベース化されておりません。準備

が整い次第、貸出業務を行う予定です。 

◇資料のコピー 資料の貸出と同様、準備が整い次第、コピー業務を行う予定です。コピー代は無

料です。 

◇視聴 所蔵ＤＶＤの視聴などに利用できます。 

 

４．公開講座及び企画展について 

第７回公開講座 ドキュメンタリー映画『シロウオ～原発立地を断念させた町～』 -報告- 2016.12.10 

とくしま社会運動資料センターの第７回公開講座が、12 月 10 日（土）、徳島グランヴィリオホテル

にて開催されました。今回はドキュメンタリー映画「シロウオ～原発立地を断念させた町～」（１０５分）

のＤＶＤ鑑賞であり、約２時間の講義に８５名の方が参加しました。講座の冒頭では、元「蒲生田岬

原子力発電所 建設を阻止する椿町民の会」事務局長）であり元阿南市市議会議員の椋本貞憲

氏より、当時の様子をご講話して頂きました。 

蒲生田原発は、１９６８年、四国電力社長が原発立地の候補地として阿南市の蒲生田岬が有力

だと発言し、県内の漁業者らが反対する中、愛媛県伊方町への建設が決まりました。しかし四電は

伊方に続く原発を蒲生田岬に計画し、７６年に徳島県と阿南市に環境調査を申し入れ、住民らが

再び反対運動を繰り広げ、県と市は７９年に申し入れを「白紙」とし、建設はストップしました。 

映画の中では、この蒲生田原発反対運動に関わった人たちのインタビューを交え、当時の様子

を振り返っています。 
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５．社会運動に関する調査･研究について 

とくしま社会運動資料センターでは、昨年度の乾晴美さんを中心に「輝いた阿波の女性たちﾊﾟｰﾄⅠ･

Ⅱ･Ⅲ」と題した公開講座（連続講座）を開催し、今年度、その講座内容を基に編集した書籍『輝いた阿

波の女性たち』を発刊しました。 

 

『輝いた阿波の女性たち』 ［発行 2016 年 11 月］ 

目  次 

第１章 女性が輝く豊かな未来へ 

 （元参議院議員･AWA 女性問題研究所 代表 乾晴美） 

第２章 輝いた阿波の女性たち 

 （鳥居きみ子／坂口あさ／坂尾茂子／吉田テフ子／紅露みつ） 

第３章 輝く阿波の女性たち 

 （原孝枝／磯田正江／竹内菊世／河野南代子／野尻許子 

／歯朶山加代／高開千代子／東條恭子／高井美穂／乾晴美） 

第４章 女性の地位向上に活躍した人たち 

（徳島県女性協議会 20 年史より／徳島県女性議員） 

附録資料／参考文献 

 

『輝いた阿波の女性たち』の発刊を記念して、２０１６年１２月１０日（土）徳島グランヴィリオホテルにて

祝賀会を開催し、９５名の出席者がありました。 

来賓には、飯泉嘉門徳島県知事、高村千恵子徳島新聞社編集局次長を招き、主な執筆者である元参

議院議員で AWA 女性問題研究所の乾晴美氏より、執筆者を代表して挨拶がありました。また他の執筆
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者も登壇し、スピーチして頂きました。 

  

 

次   第 

開会あいさつ 久積育郎氏 （社会運動資料センター センター長） 

来賓あいさつ 飯泉嘉門氏（徳島県知事） 

〃 高村千恵子氏（徳島新聞社編集局次長） 

執筆者からの言葉 乾晴美氏、他９名 

祝電･メッセージ披露  

乾杯 田辺健二氏（鳴門市賀川豊彦記念館 館長） 

昼食懇談  

壇上スピーチ 松下恵子さん（勤労者福祉ネットワーク）他１０名 

閉会  

 

６．周知広報 

〇徳島新聞「情報とくしま」に告知掲載（2016.12.5）        〇チラシの作成･配布 

 

 

〇ホームページに告知掲載 

 http://workpia-tokushima.jp/  WHAT'S NEW内 
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６．機関誌の作成  

 http://workpia-tokushima.jp/  WHAT'S NEW内（資料センター通信） 

 

７．その他 

〇徳島新聞の取材記事 

 

2016.12.9 徳島新聞 夕刊／2016.12.10 徳島新聞 朝刊 

 

以上 
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地域ふれあいフェスタ事業（2016 年度） 実施報告書 

 

１．事業目的と事業概要 

≪目的≫ 『支え合い』『家族の絆』等をテーマとして、木工教室、切り絵、おもちゃ教室、映画会、

ブース出店、絵画の募集と表彰などのイベントを行う。 

≪対象≫ 一般の方誰でも可とした。 

≪期間≫ 8 月 21 日 

≪財源≫ 自主財源から拠出した。 

≪資産≫ ヒューマンわーくぴあ徳島 

≪人員≫ 専従職員および臨時職員が従事した。 

≪案内≫ チラシを作成して館内に掲示し、ホームページに告知掲載した。 

≪内容≫ ”県内勤労者の拠点”である会館で『支え合い』『家族の絆』等をテーマとした無料参加

のフェスタを行うことは、「勤労者の福祉の向上を目的とする事業」に関連すると考えら

れる。運動方針でもある”地域に開かれた会館づくり”の一環として、無料参加のフェス

タを行うことは、「地域社会の健全な発展を目的とする事業」に関連すると考えられる。 

広く一般の方が参加可能とし、無料とした。地域へのチラシ配布、新聞紙面への広告、

ホームページに掲載等、広く周知を行った。 

それぞれの分野のＮＰＯ･ボランティア団体と連携し、木工、絵手紙、おもちゃ教室等を

出店した。 

 

２．各イベントについて 

今年で第３回目となる夏のイベント「2016 地域ふれあいフェスタ in わーくぴあ」が、8月 21日（日）、

ヒューマンわーくぴあ徳島にて開催されました。「地域の支え合い」「家族の絆」をテーマに、労働

者福祉事業団体、ＮＰＯ・ボランティア団体などの協力のもと様々な子ども向けイベントが行われ、

親子連れなど約 190 名が来場しました。 

人気の陶芸教室、木工教室、開場直後から予約でいっぱいとなり、スタッフの指導のもと熱心に

木製ティッシュケースや陶器カップを作りました。また絵手紙教室や親子撮影会も定員オーバーと

なり、その他、「フードバンクとくしま」による人形劇、クレエール、いのちのさと、キノコハウスによる

飲食コーナー、リサイクルショップ a･yaの小物販売など、各コーナーとも大賑わいでした。 

そしてメイン会場の５Ｆ大ホールでは「こども映画会」が行われました。上映作品は長編アニメ部

門でアカデミー賞を受賞したディズニー作品『ベイマックス』。それぞれのイベントを周ってきた親子

連れがみんな集まり、「ボランティアひまわり」の冷たいジュースを飲みながら熱心に見入っていまし

た。４時間があっと言う間に過ぎ、子どもたちの夏休みの思い出となりました。 

  

 



労働福祉会館 2017/6/14 
 

p. 8 

 

   

陶芸教室            木工教室             絵手紙教室 

  

こども映画会           親子撮影会 

  

人形劇              販売コーナー 

 

≪主な出展団体≫ 

・親子陶芸教室 だいやま陶芸村 ・親子工作教室 フレッセ、壮生 ・こども映画会 徳島映画センター 

・絵手紙教室  日本絵手紙協会公認 ・親子の無料撮影会 出張スタジオ・サークル 

・出店コーナー Creer、リサイクルショップ a・ya、キノコハウス、いのちのさと、ボランティア友の会ひまわり  

 

３．周知広報 

〇徳島新聞に告知掲載（徳島新聞 2016.8.20） 

 

〇チラシの作成･配布 

〇ホームページに告知掲載 

 http://workpia-tokushima.jp/  WHAT'S NEW内 



労働福祉会館 2017/6/14 
 

p. 9 

 

４．アンケートの実施 

 

『2016 地域ふれあいフェスタｉｎわーくぴあ』 参加者アンケート結果 

回答者数３２人／配布数８０人 

 

 

以上 

【１】各イベントはどうでしたか？

①とても良

かった

②まあま

あ良かっ

た

③ふつう ④少しつ

まらなかっ

た

⑤つまら

なかった

無回答

合 計

こども映画会 17 5 1 0 0 9 32

陶芸教室 18 0 1 0 0 13 32

木工教室 20 0 0 0 1 11 32

絵手紙教室 14 3 1 0 0 14 32

親子撮影会 21 1 0 0 0 10 32

出店コーナー（飲料・軽食・小物販売など） 19 5 2 0 1 5 32

【２】日程はどうでしたか？

①７月下

旬～８月

上旬が良

い

③今回の

日程で

ちょうど良

い

③その他 無回答

合 計

- 3 27 1 1 32

【３】時間帯はどうでしたか？

①１０時～

１４時くら

いが良い

②今回の

時間帯で

ちょうど良

い

③その他 無回答

合 計

- 9 20 1 2 32

【４】自由意見欄

ありがとうございました。

お菓子ありがとう。

お茶碗やコップが粘土で作れると思わなかった。映画の部屋寒すぎ。

お盆と８月末にイベントが少ないので８月末かお盆がいい。

とても楽しかったです。つくった作品子供もとても喜び持ち帰りました。

とても丁寧でよかった。普段できないことばかりで良い経験が出来た。

どれもすごく楽しかったです。来年も期待しています！！

また来年も来ます。

懐かしい絵手紙が出来た。

楽しい夏休みになりました。

午前から夕方までして欲しい。映画は時間短縮で繰り返しして欲しい。（他のコーナーが回りやすい）。

陶芸や木工もしたかったが、来たのが14時頃だったのでどこもいっぱいでした。クーラーがもう少し緩めがいい。

お菓子などは喜んでいました。

初めて参加し親子共々とても楽しく過ごせました。とてもいい思い出ができました。ディズニー大好き。

孫と楽しく過ごせました。エイカ会の会場での飲み物、おやつありがとうございました。

駐車場の誘導をしっかりしてもらいたいと思った。

娘が広い涼しいホールで遊べてとても喜んでいました。

木工教室は参加できなかったので、つまらなかった。

来年も来たいです。

涼しい館内でお菓子、ジュースも頂けてゆっくりできてとても良かったです。来年も参加したい。



 

テナント事業／施設貸与事業  2016 年度 事業報告 

 

１．事業報告 

（１）会館運営について（１）会館運営について（１）会館運営について（１）会館運営について    

・一般社団法人への移行及び第２期中期経営計画の３年目である本年度は、一般社団法人とし

ての法人運営を基本として、経営の健全化と安定化に努めました。 

・公益社団法人私立学校退職金社団、徳島県電気工事業工業組合、公益財団法人徳島県体育

協会、一般社団法人全国旅行業協会徳島県支部が新規に入居しました。 

・会館設備の変圧器、コンデンサー等について、高濃度ＰＣＢ廃棄物を中間貯蔵処理事業者ＪＥＳ

ＣＯにて処分処理が完了しました。 

・消防訓練、普通救命講習を実施しました。 

・会館運営の改善に向けて、入居団体からの意見を聞き運営に役立てるため、第１回入居団体連

絡会を開催しました。 

（２）管理業務委託について（２）管理業務委託について（２）管理業務委託について（２）管理業務委託について    

・会館運営を効率的に行うため管理業務をＮＰＯ法人「壮生」に委託し、シニアのワークシェアリン

グによる働く場作りによる会館運営を行いました。 

・わーくぴあ運営に関するさまざまな課題に対しては、定期協議の他、随時運営事務局と連携し、

日常的な事務局段階での話し合いで対応しました。 

（３）法人運営について（３）法人運営について（３）法人運営について（３）法人運営について    

・本年度は 1,960,000 円の会費収入がありました。 

・2013 年度臨時総会の決議に基づく公益目的支出計画に従い、行政庁の監督のもと実施事業を

行いました（※1）。公益目的財産額は、124, 916, 879 円（算定日 2014 年 3 月 31 日）であり、当該

事業年度の公益目的支出の額は 3,442,715 円（※2）、当該事業年度の実施事業収入の額は 0 円、

当該事業年度の公益目的収支差額は 9,437,295 円、当該事業年度末日の公益目的財産残額は

115,479,584 円となりました。※１ 実施事業の状況は別冊報告書を参照ください。 ※２ 支出明細は 2016 年度

正味財産増減計算書内訳表を参照ください。 

（４）（４）（４）（４）新館建設を展望した検討委員会新館建設を展望した検討委員会新館建設を展望した検討委員会新館建設を展望した検討委員会についてについてについてについて    

・将来の新館建設を展望した検討委員会を設置し、第２～４回委員会を開催しました。2017 年 3

月 31 日付「中間まとめ（答申）」が、委員会より労働福祉会館に提出されました。［別紙］ 

 

（（（（５５５５）財務状況について）財務状況について）財務状況について）財務状況について    

・本年度の総資産は 220,717,475 円となりました。 

・収入は、54,043,550 円、うち事業収入 51,630,084 円、事業外収入 2,413,466 円となりました。 

・支出は、7,352,022 円の減価償却費を含めて 47,242,995 円となりました。法人税等充当金は

1,245,600 円となりました。 

・借入金は、徳島県より 3,500,000 円、徳島市より 3,500,000 円がありますが、今年度、徳島県に



 

3,500,000 円、徳島市に 3,500,000 円をそれぞれ返済しました。よって徳島県および徳島市の借

入金残高は 0 円となりました。また四国労働金庫から 38,276,119 円を借り入れしていますが

3,048,885 円の返済を行いました。その結果、総借入残高は 35,227,234 円となりました。 

・会員数は、75 会員であります。 

 

（（（（６６６６）労働者福祉運動の支援について）労働者福祉運動の支援について）労働者福祉運動の支援について）労働者福祉運動の支援について    

・労働者福祉を進める三団体による合同の「わーくウェル感謝と交流の集い」を開催しました。 

・労福協を中心として実施された様々な労働者福祉事業に協力し、積極的に参加しました。 

・シニアライフを支援するＮＰＯ法人「壮生」の活動として、折り紙教室、パソコン講座等を開催しま

した。 

・障害者の就労支援として、駐車場管理を引き続きＮＰＯ法人「徳島県腎臓病協議会」へ再委託し

ています。 

・障害者の自立支援を行うＮＰＯ法人「Ｃｒｅｅｒ」の活動として、お弁当の館内販売を行っています。 

・“わーくぴあ事業”の一環としてＮＰＯ法人壮生と連携して、自殺予防サポーター養成講座を実

施しました。また自殺予防活動協力機関として、街頭啓発活動に参加しました。 

・「いきいき安心とくしま子ども食堂」「シニアカフェ グランマ」「フードバンクとくしま越年支援」に、

それぞれ協力しました。 

・地域のために活動するNPO法人や市民活動団体を支える「ハートフルゆめ基金とくしま」に寄付

しました。 

    

 

２．事業記録 

日 時 内    容 備  考 

5 31 労福協第 5 回理事会 502 号室 

 〃 第 5 回理事会 〃 

6 1 ろうきん徳島ブロック推進委員会 千秋閣 

 2 ネットワーク理事会 ネットワーク会議室 

 3 西部労福協交流事業 オークラホテル高松 

 11 『シニアカフェ グランマ』オープニングセレモニー 5Ｆ大ホール 

 17 第３回通常総会 502 号室 

 〃 労福協定時総会 〃 

 〃 わーくウェル感謝と交流の集い 徳島グランヴィリオＨ 

 26 ＮＰＯ法人壮生第 8 回総会 302 号室 

7 21 〈第 2 回〉将来の新館建設を展望した検討委員会 502 号室 

 24 『マリッサとくしま』開所式典（ネットワーク） 徳島県青少年センター 

 28 第 25 回労働者福祉の拡充へ向けた６団体会議 全労済会議室 

8 6 『いきいき子ども食堂』オープン（フードバンク） ヒューマンわーくぴあ徳島 

 8 徳島地方自治研究所総会 自治労プラザ 

 〃 県民フェスタ実行委員会 502 号室 

 〃 丹東訪中団壮行会 阿波観光ホテル 

 〃 ごみゼロ阿波踊り大作戦 市役所北（旧エアトラベル前） 



 

 21 地域ふれあいフェスタ※ ヒューマンわーくぴあ徳島 

9 1 県民フェスタ実行委員会 502 号室 

 8 シニア共生事業視察研修（～9 日） 四日市 

 10 自殺予防街頭啓発活動 北島フジグラン 

 11 徳島県自殺予防講演会 徳島グランヴィリオ H 

 12 全国会館協第 46 回定期総会（～13 日） 神奈川県 

 〃 第 43 回共同デスク編集委員会 労福協ミーティングルーム 

 15 消防訓練 502 号室 

 14 労働者福祉６団体と商工観光部長等との懇親会 笹の庄 

 17 第 16 期ボランティアサポートチーム養成講座（連合） わーくぴあ徳島３Ｆ屋上 

 28 ネットワーク理事会 徳島グランヴィリオ H 

10 6 大杉連トーク＆ハートフルライブ（ネットワーク） アスティ徳島 

 19 とくしま社会運動資料センター第 5 回運営委員会 ※ 302 号室 

 26 庫倫旗第一中学代表団歓迎レセプション 阿波観光ホテル 

 27 西部会館協第 29 回定期総会及び幹事会 福山労働会館 

 29 合同研修ツアー 愛媛県 

11 1 ゆめ基金円卓フォーラム 沖洲マリンターミナル 

 5 県民と働く者のフェスタ開会式典／わーくぴあフェスタ 5Ｆ大ホール 

 10 西部労福協第 35 回研究集会 徳島ワシントンプラザ H 

 14 自殺予防サポーター養成講座 5Ｆ大ホール 

 18 第 44 回共同デスク編集委員会 労福協ミーティングルーム 

 22 労福協第１回理事会 502 号室 

 29 労働者福祉メーデー 徳島グランヴィリオＨ 

 30 水平社ツアー（水平社博物館） 奈良県 

12 7 ろうきん徳島ブロック推進委員会 千秋閣 

 10 とくしま社会運動資料センター第７回公開講座※ 徳島グランヴィリオＨ 

 〃 『輝いた阿波の女性たち』発刊記念祝賀会※ 徳島グランヴィリオＨ 

12 16 第１回理事会 502 号室 

 20 徳島市長に対する支援要請 徳島市 

 21 徳島県知事に対する支援要請 徳島県 

 29 フードバンク年越し支援活動 ヒューマンわーくぴあ徳島 

 30   〃  〃 

1 4 仕事始め  

 5 連合徳島新年旗開き 阿波観光ホテル 

 〃 シニア共生事業運営委員会 ネットワーク会議室 

 25 第 26 回労働者福祉の拡充へ向けた６団体会議 全労済会議室 

 〃 〈第 3 回〉将来の新館建設を展望した検討委員会 502 号室 

 27 第１回入居者団体連絡会  〃 

2 14 自殺予防活動団体パワーアップ事業 県庁 

 13 植え込みの処置と管理についての三者会議 502 号室 

 17 第 45 回共同デスク編集委員会 労福協ミーティングルーム 

 22 普通救急救命講習 502 号室 

 28 消防設備検査 本館・別館 

3 4 自殺予防街頭啓発活動 ゆめタウン 

 11 飯泉知事と働く女性の懇談会 徳島グランヴィリオＨ 

 12 2017Ｓｙｕｎｔｏふれあいファミリーデー あすたむらんど 

 13 自殺予防対策委員会 徳島県医師会館 

 14 公益法人研修会 県庁 

 16 第 2 回理事会 502 号室 



 

 17 労福協第 2 回理事会 〃 

 〃 ネットワーク理事会 ネットワーク会議室 

4 12 〈第４回〉将来の新館建設を展望した検討委員会 502 号室 

 25 とくしま社会運動資料センター第 6 回運営委員会 ※ 302 号室 

5 1 第 88 回メーデー 藍場浜公園 

 8 歴文クラブ月例講座（シルバー大学ＯＢ会） あわぎんホール 

 15 第 46 回共同デスク編集委員会 労福協ミーティングルーム 

 18 監事監査 302 号室 

 16 第 3 回理事会 502 号室 

 28 地域元気フォーラム in とくしまⅢ ろうきんホール 

 29 孫大剛総領事就任祝賀会 徳島グランヴィリオＨ 

6 14 第 4 回通常総会 502 号室 

 〃 労福協定時総会 〃 

※公益目的事業 
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