
明日へのチャレンジャー　　　　　　あいち臨空新エネルギー実証研究エリア明日へのチャレンジャー　　　　あいち臨空新エネルギー実証研究エリア

事業団体間の協同化推進のシンボルマ－クです。 



 
 
　中部国際空港にほど近い、名鉄常滑線
「りんくう常滑駅」が最寄りの「あいち臨
空新エネルギー実証研究エリア」は、昨
年2月にオープンしたばかりの真新しい
施設だ。 
　ここでは愛知県が、企業の取り組む新
エネルギー関連技術の実用化を支援する
ことを目的に整備しており、参加各社はそ
れぞれに特色ある実証研究を進めている。 
　取材当日は風が強く、雲ひとつない快
晴で、聞こえるのは風の音と風力発電の
羽根の音くらい。「エネルギー」と聞いて、
発電所のような発電機がうなりをあげて
動いていたり、研究員が忙しそうにしてい

るのかな、と想像していたのだが「静かな
ところ」というのが第一印象だった。 
　愛知県産業労働部新産業課の三浦利
之さんにお話を伺う。「ここには、各社そ
れぞれの発電施設があって、実証研究を
行っています。普段は装置の動作状況や
発電量等のデータを、各社の研究室など
で確認することができます」。 
　この実証研究エリアは、愛・地球博の
NEDOパビリオンから県が継承した固定
式の太陽光発電と、NAS電池（蓄電池）
からスタートしている。「地球にやさしい」
という思想を受け継ぐだけに、ここで実証
研究に参加する企業は、環境への負荷を
かけないことをテーマとしている。 
　参加企業は、いずれも愛知県の公募に

より専門家の厳しい審査を受けた最先端
技術の企業ばかり。新エネルギーへの期
待を担うパイオニア企業だ。 
 
 
　この実証研究エリアで対象とする新エ
ネルギー分野は4つある。 
①自然エネルギー分野（太陽光発電・風
力発電）、②バイオマス・廃棄物利用分野
（木材の利用等）、③燃料電池分野（水素
と酸素の化学反応で電気を発生させる）、
④その他革新的エネルギー分野（①～③
の応用・関連技術等）。このテーマに沿っ
て、現在5つのプロジェクトが取り組まれ
ている。 
　各社の実証研究の内容を見てみよう。 

静かな施設で熱い実証研究が進行中

各々に特長のある5つのプロジェクト

明日への明日への

「新エネ体験館」において、親子で気軽に参加して頂ける「新エネルギー教室」をこの夏も
開催します。夏休みの自由研究などにも最適。ぜひご参加ください!

●日時：①7/30（金）14：00～15：00 
　　　　 「風力発電について学ぼう」定員40名 

②8/3（火）14：00～15：00 
　　　　 「太陽光発電について学ぼう」定員40名 
●募集対象：小学4年生以上の児童・生徒と保護者ほか 
●締め切り：7/16（金）17時 

●応募方法：下記宛に往復はがきまたはメールで、 
　　　　　 ①希望回 
　　　　　 ②参加者の氏名・学年・ 
　　　　　　 小学生の参加については、保護者同伴 
　　　　　 ③住所・電話番号、を送付。 

●あて先：460-8501（住所記入不要） 愛知県産業労働部新産業課内「新エネルギー教室」参加申込係 
　　　　 Mail　jisedai-ene@pref.aichi.lg.jp

この他にも夏には子どもから大人まで楽しめるイベントを計画中です。メール等でぜひお気軽にお問い合わせください。 

エリア敷地内敷地内の「新エネ体験館体験館」。夏休夏休みなどにはいろいろなイベントも開かれる。 エリア敷地内の「新エネ体験館」。夏休みなどにはいろいろなイベントも開かれる。 　2005年の愛・地球博は、緑の自然との共存が工夫された
博覧会だったことは記憶に新しい。この「あいち臨空新エネル
ギー実証研究エリア」は、同博覧会場にあったNEDO（独立行
政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）パビリオンで
の研究を継承し、さらに新たな可能性を探る目的で昨年2月に
作られた新しい施設だ。
　折しも今年は、11月にCOP10（生物多様性条約第10回
締約国会議）が名古屋で開かれる。生物の多様性を守るため
にも、自然に負荷をかけない新エネルギーの多様性を、夏休
みのこの時期に家族みんなで考えてみたい。

・・・ 
・・・ 

▲NAS電池 ▲多結晶シリコン型 
　太陽光発電システム 

▲単結晶シリコン型 
　両面受光太陽光発電システム 
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①バイオマス利用スターリングエンジン
　発電の実証研究（中部電力株式会社）
　「スターリングエンジン」は、燃料を
選ばない“外燃機関”である。バイオマ
ス（植物燃料）利用でCO2の循環が考
慮されており、地球温暖化対策に有望と
言われる。 
②家庭用燃料電池の耐塩害性耐久評価の
　実証研究（東邦ガス株式会社）
　天然ガスから取り出す水素と、空気中
の酸素を化学反応させ、直接電気を生
み出す燃料電池。このエリアでは海岸
に近いので耐塩害性に関する耐久試験
を行っている。 
③小形風力発電装置の
　翼の騒音低減のための実証研究
　（ニッコー株式会社）
　風力を活用するプロペラ型の小形風
車による発電。ここでは、炭素繊維強化
プラスチック素材と翼の形状の変更によ
る騒音低減の研究をしている。 
④蓄電式小形風力発電装置における
　バッテリー充放電制御の実証研究
　（シンフォニアテクノロジー株式会社）
　風速1m/sから動く垂直軸風車は、

あらゆる方向からの風にも動く。これ
にバッテリー装置を組み合わせ、効率
的な発電システムを研究している。 
⑤集光型太陽光発電プラントの実証研究
　（大同特殊鋼株式会社） 
　これについては、大同特殊鋼株式会社・
新分野事業部・ソーラー部・製造室の黒田
義人室長にお話を伺った。 
　「平板固定型では、高い電力を得るのに
広さが必要ですが、集光型は、光を高倍率
のレンズで一点に集め、小さな面積の高
効率変換素子（光を電気に変える半導体）
で発電するものです。これは　1度の精
度で、経度方向と緯度方向の2軸のマイコ
ン制御による追尾装置で正確に太陽を追
いかけ、省スペース+高発電量を実現しま
す」。つまり、常に太陽に顔を向けている
ひまわりの発想だ。しかも1つのユニット
で実際に使われる変換素子は、なんと1円
玉の大きさほどもない。 
　「このユニット1つで6W。ここでは快晴
のピーク時に全部で30ｋWの発電が可能
です。比較で言えば、一般家庭用ソーラー
パネルの約2倍の発電能力です」。 
 

 
 
　自然エネルギーを考える時、国際的な
広がりも見ていく必要があると黒田室長
は言われる。「日照時間ではスペインなど
は日本の2倍もある。ドイツ、イタリア、ス
ペインなどでは、税制優遇と絡めて発電
方法によって電力をそれぞれ違うレート
で買ってもらう制度があるんですよ」。 
　日本では、今はまだ「電気は電力会社
から買うもの」だが、太陽光発電、風力発電、
燃料電池、バイオマス利用スターリングエ
ンジンなど、多様な自然エネルギー等の
利用形態がやがて工場、学校、病院、さら
には各家庭でもごく普通に導入される時
代が来るだろう。 
　黒田室長は「それは、来年かもしれない
し、何年か先かもしれない。でも必ずその
時は来ますよ」と言われた。現に、この実
証研究エリアの太陽光発電装置各種で
作られた電気は、隣接する「常滑浄化セ
ンター」で利用されている。 
　実証研究が、こうして着々と進められて
いる現場を目の当たりにして、黒田室長の
言葉は充分に現実味をもって実感できた。 

エネルギーの近未来ビジョンを考える
明日への

1ユニットを切りだした模型を手に 
説明される黒田室長。 

実用化が開始された家庭用固体高分子形燃料電池システム。 

三浦さんが指し示すのは各発電システムの発電状況のリア
ルタイム表示。風、日照など天候の変化によって発電量が変
わっていく様子が分かる。 

◆開館／火曜～土曜（10：00～17：00） 
◆休館／日曜、月曜、祝日、年末年始 
◆見学説明／1日2回（1～100名様程） 
　①10：00～11：30　②14：00～15：30 
◆見学料／無料 

◆見学申込／電話・E-mailを通じて 
　　　　　　下記連絡先までお申し込みください 
◆連絡先／〒479-0882 
　　　　　愛知県常滑市りんくう町3-6-3 
　　　　　電話 ： 0569-38-1013 
　　　　　E-mail ： jisedai-ene@pref.aichi.lg.jp

エリア敷地内の「新エネ体験館」。夏休みなどにはいろいろなイベントも開かれる。 

燃料電池自動車 ▼
 

最高の“発電日和”となった5月27日。装置設置以来の新記録! 
①ピーク発電電力30.1kW②１日発電電力量296kWh/日を記録。 

バイオマス利用ス
ターリングエンジン
の心臓部。いろいろ
な熱源を利用でき
る「夢のエンジン」だ。 

施設内の「新エネ体
験館」にある150Ｗ
のモジュール。高い
位置から覗くと変換
素子が巨大に映り、
遠い位置から見ると
さらに大きく全面に
広がって見える。 

愛・地球博のNEDOパビリオンから移設された 
固定パネル型の太陽光発電システム（多結晶シリコン型）。 

+---
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名古屋北支部
事業団体実務担当者研修会
2010年4月14日　参加：30名 
場所：京都東映太秦映画村 

東三河支部

尾張東支部

豊田支部
歩け・歩け運動（ゴミ拾いも兼ねる）
2010年4月25日　参加：54名 
場所：刈谷「州原公園」周辺 

名古屋金山支部
春季全体集会
2010年4月22日　参加：45名 
場所：れあろ6階 

第1回 幹事会
2010年4月21日　参加：三役、幹事29名 
場所：尾張旭市東部市民センター 

西三河支部

名古屋中支部
友の会 第14回 定期総会
2010年4月21日　参加：57名 
場所：東海労働金庫本店大会議室 

第24回
　海外ツアー
2010年 
　5月12日～19日 
参加：34名 
場所：クロアチア 

ファミリー
　汐干狩り
2010年5月30日 
参加：3,200名 
場所：西幡豆海岸 

環境活動（森林整備ボランティア）
2010年5月15日 
参加：26名 
場所：愛知県民の森（新城市）内 

～福祉事業団体の基盤強化と生涯サポート体制の充実にむけて～
愛知労福協 第42回 通常総会

「秋の大収穫祭」
　　苗付け等準備
2010年5月14日　 
参加：三役、幹事16名 
場所：東郷町近藤ファーム 

　労福協は、6月11日全労済愛知県本部「アビタン」において、

第42回の通常総会を開催しました。総会では、2010年度の

活動方針・予算等の議案を可決・承認し、新会長に狗飼孝志氏

（UIゼンセン同盟愛知県支部長）を選出して新年度の活動を

スタートしました。 

　勤労者に対する福祉の増進や、生活の向上を図るために「労

働者自らが労働者の福祉のために行う事業・活動」いわゆる

自主福祉活動という基本理念を尊重し、今日の時代に即した

働き方・暮らし方・生

き方を追求しつつ「勤

労者のライフサポー

ト体制の充実」や、「ア

クティブシニア活動

の支援」に取り組み、

5つの重点活動方針

の実現に向け活動を

推進していきます。 

■ 会　　　長 … 
 
■ 副 会 長 … 
■ 副 会 長 … 
■ 副 会 長 … 
■ 副 会 長 … 
■ 副 会 長 … 
■ 常 任 顧 問 … 
■ 事 務 局 長 … 
■ 副事務局長 … 

狗飼 孝志 
 （UIゼンセン同盟愛知県支部） 
津田 眞義（大丸松坂屋労組） 
浅井 　昇（自治労愛知県本部） 
飯田 和利（東海労働金庫） 
植本 俊一（全労済愛知県本部） 
早川 常義（愛知県住宅生協） 
神野 　進（連合愛知） 
河合 正光 
中島 　猛 

●2010・2011年度　役員体制（出身）●

冒
頭
挨
拶
さ
れ
る
東
会
長 

▲
 

▲新役員挨拶の狗飼新会長と三役（上）　参加のみなさん（下） 

▲狗飼孝志 
　新会長 

愛

知

労

福

協

支
部
だ
よ
り
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尾張北支部

岡崎額田支部 知多支部
第29回 写生大会
2010年4月4日・17日・24日 
参加：670作品（4市5町） 
場所：常滑市中央商店街 

尾張西支部

働く者の「青空フェスタ」
2010年5月9日　 
参加：156家族608名 
場所：岡崎市本宿町  
　　　くらがり渓谷 

文化講演会
　講師：タクマ氏
2010年3月2日 
参加：221名 
場所：アイプラザ一宮 

海部支部
尾張津島藤まつり写生大会
2010年4月24日～5月5日 
参加：700名　場所：津島市天王川公園 

福祉事業団体
　実務担当者・書記研修会
2010年4月15日 
参加：27名 
場所：国立印刷局彦根工場ほか 

第9回 チャリティーゴルフ大会の
募金寄付
2010年5月13日 
参加：支部代表3名（ゴルフ参加者78名） 
場所：一宮市市長室 

ボウリング大会
2010年3月25日 
参加：37組111名 
場所：小牧国際ボウル 

　5月1日から中国上海市にて開催されている「上海万
博」に対し、「連合愛知結成20周年・愛知労福協創立
40周年行事」の一環として、5月24日～29日の6日間
「上海万博記念友好交流訪中団」を派遣いたしました。 
　連合愛知は1997年、愛知労福協は1985年に江蘇
省総工会と「友好交流協定」を締結し、相互訪問を中心に、
友好交流と両組織の発展に努めてきました。2005年
の「愛・地球博」には、連合愛知・愛知労福協より、江蘇省
総工会に対し参加の要請をさせて頂き、張艶主席を始
め110名を超える訪日団の皆さんに「愛・地球博」を視
察頂きました。 
　今回は、江蘇省総工会より「上海万博」への視察要請
がありましたので、連合愛知・愛知労福協それぞれの周
年記念に相応しい事業として、総勢143名の「上海万
博記念友好交流訪
中団」を結成し、「上
海万博」視察と、江
蘇省総工会との友
好交流を深めてま
いりました。 

▲上海万博記念友好交流訪中団 
　A班：南京城壁（上）　B班：万博会場（中） 
　C班：無錫市錫恵公園（下） 

名古屋東支部
友の会 第14回 定期総会
2010年4月7日　参加：90名 
場所：大同健保会館 

名古屋南支部
第14回 海外ツアー
2010年5月14日～19日　参加：24名 
場所：パリ・モンサンミシェルの旅 

名古屋西支部
実務担当者研修会
2010年4月16日～17日　参加：33名 
場所：神戸（人と防災未来センター）、大阪 

「上海万博記念友好交流訪中団」の派遣
～日中友好交流の更なる発展～

▲上海万博の様子（中国館） 

第33回
　労働福祉功労賞
～功労者を表彰～

　第42回通常総会において、第33

回労働福祉功労賞の表彰が行われ、

永年に亘り勤労者の福祉向上にご尽

力頂いた篠崎敏男氏に、労福協から

表彰盾とブロンズ像を、愛知県から神

田知事の感謝状が贈呈されました。 

●篠崎 敏男 氏（前 連合愛知副会長、 
  前 愛知労福協副会長） 

第33回 労働福祉功労賞受賞者

▲第33回労働福祉功労賞を受賞された篠崎敏男氏 

愛

知

労

福

協

5



名古屋ブロック

全労済地域行事「潮干狩り」開く

● 申し込み･問い合わせ ● 

〒450-0002

　名古屋市中村区名駅4-4-38

　 （財）愛知県労働協会

　　　　　労働教育グループまで

　TEL （052）485-7154

　HP http://www.ailabor.or.jp

愛知県労働協会では、県内の勤労者とその家族や広く県民を対象に、
健康の増進と勤労者相互の親睦を図ることを目的として「第30回愛知
県勤労者ゴルフ大会」を次のとおり実施します。 

●月日…9月30日(木) 

●場所…森林公園ゴルフ場 

●対象…愛知県内に在勤、又は在住する勤労者、及びその家族（学生は除く） 

●募集人員…120人（団体の部：30チーム〈60人〉、個人の部〈60人〉） 

●参加会費…1人 3,000円（コース使用料 12,190円が別途必要） 

第4回 定期総会を開催
　4月5日、れあろ6F大会議室において
友の会 第4回 定期総会を開催しました。
出席者は89名。水野会長の挨拶に続い
て、県労福協の東会長と各事業団体の
代表者からお祝いのご挨拶を頂きました。
　議案では2010年度の活動方針（案）・
予算（案）とも全員から承認を頂きまし
たが、活動方針の中で「全労済の商品に
は我々高齢者に適合するものがない」と

の意見が出され、新年度の中で全労済
へ要望して行くことにしました。 
　また役員改選では、2名の会計監査と
副会長の佐竹豊田支部会長と大江豊川
地区会長が退任し、替わって副会長には
平尾豊橋地区会長と渡辺刈谷地区会長

が就任しました。なお水野会長他6名の
県役員は留任となりました。 
　定期総会に続く記念講演は、民主党の
谷岡参議院議員にお願いして特に「高齢
者問題の将来展望」について講演と質
疑を行いました。 

労
福
協
・
友
の
会

総
会
の
様
子 

▲
 

　5月16日（日）、幡豆町・鳥羽海岸で開催しました。 
　快晴の潮干狩り日和でしたが、参加者は昨年を下回る
1,166家族・5,048人でした。例年のように、爺ちゃん婆
ちゃんを含む3世代で参加するご家族、空き地にテントを
張ってバーベキューを楽しむ家族や小グループなど、貝の
収穫は二の次で和気あいあいの情景が多く見られました。 

～協同労働法制化と改正貸金業法～
中央労福協「全国研究集会」を名古屋で開催

▲開催県挨拶の東会長 ▲熱心に聞き入る研究集会参加者のみなさん 

　中央労福協は「全国研究集会」を6月3

日～4日の両日、300名の参加者を集め

て名古屋市内にあります「キャッスルプラ

ザホテル」において開催いたしました。 

　研究集会のテーマとして、「国連総会

宣言『国際協同組合年2010』を確認・考

察し協同組合の意義を高める。また、本年

6月に完全施行した「改正貸金業法」の成

果を振り返り、今後を考察する」という2

点を中心テーマとして取り上げ、開催い

たしました。 

　集会は、日本労働者協同組合連合会専

務理事の古村伸宏 氏から「協同労働法制

化の取組と可能性」、弁護士の新里宏二 

氏から「改正貸金業法の成果や背景を考

察する」、NPO法人自立生活サポートセ

ンターもやい事務局長の湯浅 誠 氏から

「パーソナル・サポート・サービスについ

て」という基調講演を聴講した後、中央

労福協事務局長の高橋 均 氏をコーディ

ネーターにパネルディスカッションが行

なわれ、参加者それぞれの

立場から意見交換が行なわ

れました。 

　どちらのテーマも今日の

時代の中で重要な課題であり、

これからの労福協活動の中

に活かしていくことが大切

であると感じました。 

▼多くのみなさんに参加して頂きました ▲
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～実現しよう「労働を中心とする福祉型社会」～
第81回 愛知県中央メーデーを開催

　連合愛知は4月24日、久屋大通公園 
久屋広場において、「実現しよう『労働
を中心とする福祉型社会』」をスロー
ガンに、第81回 愛知県中央メーデー
を開催しました。 
　式典には、神野会長をはじめ連合愛
知三役、愛知県労働局長などの来賓や
各級議員、さらには構成組織・単組組合
員など、およそ3,000名が結集しました。 

　冒頭、あいさつに立っ
た神野会長は、メーデー
の起源を紹介したあと、
現在の日本を取り巻く厳
しい経済状況にふれ、「若
者が意欲をもち、自らの
目的達成のための就職
ができる仕組みを作っていかないとい
けない。経済力を上げるとともに、社会

のシステムを変える努力をしていこう」
と、力強く訴えました。 
　集会では、正規労働者・非正規労働関
係者・新卒関係者のそれぞれの立場か
ら3人が現状報告と課題提起を行い、そ
れを受け、県及び国行政の立場から愛
知県産業労働部志治局長や近藤昭一 
衆議院議員、神野会長らが、課題解決に
向けた取り組みを述べました。最後に、
綱木副会長が「第81回 愛知県中央メー
デー宣言（案）」を力強く読みあげ、参
加者の総意で採択しました。 

～書き損じはがき25,495枚を贈呈～
世界10ヵ国・21団体の教育環境づくりを支援

青空のもと　大盛況 !
～青年委員会「ECOとやろう! キャンペーン」を実施～

　連合愛知青年委員会は5月8日、東山
動植物園内及びその周辺道路において
「ECO（エーコ）とやろう! キャンペーン」
を実施しました。本キャンペーンは、

2009年度より、地球環境を取り巻く課
題を、未来を担う子どもを含め一人でも
多くの県民に知らせることを目的として、
実施しています。 

　当日は、初夏を思わせる陽気のな
か、多くの家族連れが東山動植物園
に訪れました。連合愛知青年委員会
の委員などおよそ40人の参加者は、
グループに分かれて、啓発活動や清
掃活動などを行いました。東山動植
物園内では、「①エコキャップ運動
（400gキャップ当てゲーム）」「②
ストップ！ 地球温暖化（クイズ＆ボー
ル投げゲーム）」「③食品廃棄を減

らそう（どうすればごみを減らせる? クイ
ズ）」「④環境にやさしい10の生活（へ
らそうCO2クイズ）」の4ブースを設け、
各ブースで来園者に対して環境の大切
さについて訴えました。 
　今年度は、「スタンプラリー～環境博
士になろう!～」を実施したことや、モリ
ゾーとキッコロの登場もあり、会場には、
小さなお子様からお年寄りまで多くの
人だかりができていました。周辺道路
では、清掃活動や街頭宣伝行動を行い、
街行く人々に対して「環境を大切にす
ることの重要性」「連合エコライフ21
の取り組み」について訴えました。 

▲支援地の一つインドの識字教室で学ぶ子どもたち 

▲あいさつに立つ神野会長 

▲参加者で埋め尽くされたメーデー会場 

　世界寺子屋運動には、これまでに1億2,000万円を超える寄付が集まって
おり、世界10ヵ国・21団体の教育環境づくりを支援しています。本年からは、
非識字率が24%であるカンボジアへの支援が始まっています。 

　連合愛知は、世界の読み書きができ
ない方が学ぶための教育環境づくりを
支援する目的で、「書き損じはがきキャ
ンペーン」に取り組んでいます。 
　この書き損じはがきを有効活用する
“世界寺子屋運動”は、国連が1990
年を「世界識字年」と制定したことを
きっかけに、（社）日本ユネスコ協会連
盟が始めた運動で、「すべての人々に

教育を」をスローガンにしています。 
　連合愛知は4月27日、各構成組織
によって集約された25,495枚（約
114万円相当）の書き損じは
がき等を「世界寺子屋運動名
古屋実行委員会」に寄贈しま
した。今回寄贈したはがき等は、
「世界寺子屋運動名古屋実行
委員会」によって換金・資金化

されたあと、ＮＰＯ団体を通して教育環
境整備のための支援金として役立てら
れています。 

▲400ｇキャップ当てゲーム～エコキャップ運動～ 
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●講座● 
第1回

責任品質。

①警察官を名乗る男が、事前に電話をかけ、「振り込
め詐欺グループを捕まえた」「捜査のため」等と
偽って言葉巧みにキャッシュカードの暗証番号を
聞き出し「警察官が行きますので、キャッシュカー
ドを渡してください」と話す。 

②警察官等と名乗る男が訪問し、キャッシュカードを
騙し取り、現金を引き出す。 

 よくあるケース【1】

①息子と偽った男が電話をかけてきて、「携帯電話の
番号が変わった」「風邪をひいて、声がおかしい」
などと話し、新しい携帯電話の番号を教える。 

②後日、改めて新しい携帯電話から電話をかけて来て、
「事故をおこした」「友人の借金の保証人になった」
など、急にお金が必要になったと言い、現金を振り
込ませる。

よくあるケース【2】

◆ 防 犯 特 集 ◆
騙されないで! 手口が巧妙化 しています!!

騙されないで! 手口が巧妙化 しています!!

警察官や銀行協会、金融機関が、
電話など口頭で暗証番号等を
聞くことはありません!

■警察官や銀行協会、金融機関の職員等が、口頭で暗証番号を確認することはありません。
■電話での問合せに対して、暗証番号、口座番号、預金残高、生年月日、家族構成などの個人情報を教えない。
■警察官を名乗る人物が訪問してきた場合には、警察手帳などの身分証明書の確認をする。
■不審な電話があったら、直ちに110番または警察に通報する。

被 害 に 遭 わ な い た め に も

すぐに変更前の携帯電話番号に電話し、
確認してください!

オレオレ詐欺の7割は下調べのための「前兆電話」があります!

急
に
お
金
が

必
要
に
な
っ
た

新
し
い
携
帯
に

な
っ
た

捜
査
の
た
め
に

キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
…

安心も、しあわせの条件になる。 
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風水害等給付金付火災共済・自然火災共済

万一の時に再建できるために!

●最高6,000万円（※1）の保障
●万一のとき再建を第一に考えた“再取得価額保障”
●70%以上の焼破損で全焼扱い

●風水害のとき最高 4,200万円（※2）
●地震等のとき最高 1,800万円（※2）
●盗難による被害も保障

火災共済

自然災害
共済 ※1 ： 600口加入の場合の最高保障額です。

※2 ： 大型タイプにご加入の場合

この頁は制度の概要を説明したもの
です。ご契約の際には「パンフレット」
「ご契約のてびき」を必ずご覧ください。 

全労済から、これから4回にわたって、住宅保障に関する情報を提供します。
みなさんに「なるほど!」と思っていただける情報を提供できればと思って
いますので、お付き合いください。

の 住宅保障講座

「なぜ住宅保障が必要なのでしょうか？」
●講座● 
第1回
●講座● 

第1回

①公的保障を期待できません。
 

　住宅災害については、「被災者生活

再建支援法」がありますが、まだまだ充

分ではありません。 

②住宅融資の保険（共済）は
　債務保証です。 
　この保障の保険金（共済金）は金融機
関に支払われ、住宅ローン返済に充てら
れます。また債務保証を前提としている
ため、住宅内の財産（家財）の保障はあ
りません。 

③持家と賃貸住宅、どちらも自分の
　財産は自分で守る必要があります。 
　賃貸住宅に居住している場合、家主が
家財まで契約していると勘違いしている
場合があります。また、不注意による失
火でも、賃貸借契約によって損害賠償の
責任を負うこともあります。 

次回は、「自然災害に備える保障」についてです。

全労済は、将来の支払いに備えて、厚生労働省
令に定められている共済契約準備金をこえる充
分な積み立てを行っています。また、資産運用のリ
スクを適切に管理し、健全な資産運用を行ってい
ます。全労済は、これからも引き続き健全な経営に
努めていくとともに、情報開示を積極的に行って
いきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する
法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情
報について厳重な管理体制のもとに正確性・機
密性・安全性の確保に努めています（※詳しくは
各都道府県の全労済にお問い合わせください）。

新しく組合員になられる方へ（出資金について）
全労済は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生
活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営
されており、出資金をお支払いいただければ組合員となることができ、各種
共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営
のために出資（1,000円以上）をお願いしています（出資金は1口100円で、
最低1口以上の出資が必要です）。出資金は、加入される共済の掛金払
込方法に応じて下記の取り扱いとさせていただきます。●マイカー：掛金の
払込方法－月払い・年払いの場合ともに出資金1,000円（1回のみ）●こ
くみん：掛金の払込方法－月払いの場合1,200円（毎月100円×12ヵ月）
●クローバー：掛金の払込方法－年払いの場合1,000円（1回のみ）

保障のことなら 

全国労働者共済生活協同組合連合会 

（愛知県労働者共済生活協同組合） 全労済愛知県本部 

全労済は、営利を目的としない保障の生
協として共済事業を営み、組合員の皆さ
まの安心とゆとりある暮らしをめざしていま
す。出資金をお支払いいただいて組合員
になれば、各種共済をご利用いただけます。

●このページは制度の概要を説明したものです。ご契約の際には「パンフレット」「ご契約のてびき」を必ずご覧ください。● 

責任品質。責任品質。責任品質。

■ 失火責任法について ■

●火災は
　約10分に1件の割合で発生!
　平成20年における全国の出火件数
は52,394件で、これは1日あたり約
140件、約10分に1件の割合で火災
が発生したことになります。 

■ 火災データ ■
●火事をおこして賃借した住宅を焼失させた
場合には、家主に賠償しなければなりません。

　失火により賃借物を焼失させた場合には、債務不
履行責任となり、失火法の適用はありません。つまり、
ちょっとした不注意による火事でも、家主に対して損
害賠償の責任を負うことになります。 

　また、団地やマンションな
どの共同住宅で火災と同じく
らい心配なのは、消防冠水や
上の階からの生活水による
水もれで被害にあうことや、
逆に他人の住居に被害をあ
たえたりしがちなことです。
賃貸住宅に住むうえでこれら
への備えが必要です。 

●ちょっとした不注意による火事の
もらい火であれば、火元に賠償請
求できません。

　重大な過失がない限り、火元に賠償の
義務は発生しません。失火責任法は失火
者に重過失がある場合に限り、民法第
709条（故意、または過失に
よって生じた損害に対する賠
償責任）の規定を適用すると
定めています。つまり、ちょっ
とした不注意による火事のも
らい火であれば、火元に賠償
請求できないので、自分の財
産を自分で守るために充分な
保障が必要です。 

●出火原因のトップは

　「放火・放火の疑い」!

放火・
放火の疑い

10,750件 

5,062件

こんろ

5,531件

たばこ
消防庁「平成20年（1月～12月）における火災の概要」より 

あなたの住宅の必要保障額を確認し、最適な住宅保障を備えましょう

◆お問い合わせ先　全労済愛知県本部　TEL：052-681-7741（平日9:00～17:00 土・日・祝日は除く）

騙されないで! 手口が巧妙化 しています!!
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愛知県住宅生協
愛知県労働者住宅生活協同組合 @0120-682-851

〒460-0024　名古屋市中区正木四丁目5番6号　TEL.052-681-2011

http://www.aichi-jsk.or.jp/

相談窓口は
こちらへ…

ホームページ

　住宅エコポイントは、エコ住宅を新築された方やエコリフォームをされた方に対して、エコポイントを発行
し、これを使って様々な商品との交換や追加工事の費用に充当することができる制度です。ここで求められ
る新築における省エネ性能について説明をします。 

エコリフォーム
●窓の断熱改修
●外壁、屋根・天井
　　または床の断熱改修
●バリアフリー改修
　 （窓の断熱改修や外壁等の断熱改修と
　　一体的に行うバリアフリー改修）

　住宅性能表示制度は、住宅の外見や、簡単な間取図からでは判断しに

くい項目に等級をつけて性能を評価します。温熱環境等級（省エネルギー）

については、4段階の区分で表示します。等級4が住宅エコポイントの対

象となります。

　省エネ性の観点から、性能表示制
度では気密性を規定していませんが、
隙間を減らすことが快適性の向
上に繋がります。 
　愛知県住宅生協では、H9
（1997）年より次世代省エネ
住宅に取り組んでいます。 

エコ住宅の新築
●省エネ基準（平成11年基準）を
　満たす木造住宅
●省エネ法の
　トップランナー基準相当の住宅

■木造住宅の場合は平成11年省エネ基準（次

世代省エネ基準）を満たす住宅です。 

■トップランナー基準相当の住宅とは、省エネ

基準（平成１１年基準）を満たす外壁、窓等を

有する住宅に、高効率設備（高効率給湯器・

高効率空気調和設備・太陽光発電設備など）

を備えた住宅です。 

 

　共に、登録住宅性能評価機関等の第三者機

関による証明を受ける必要があります。 

住宅性能表示制度の温熱環境等級について

●●● 省エネ対策について ●●●

●等級1…対策を行っていない住宅
●等級2…小さな削減をした住宅

●等級3…一定程度の削減をした住宅
●等級4…大きな削減をした住宅

http://www.jutaku.eco-points.jp

検 索住宅エコポイント
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旧省エネ基準 
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※エコリフォームの対象となる窓や断熱材な
どについては、一定の基準を満たす必要が
あります。 

※木造住宅における仕様の一例 

断熱の乏しい住宅 断熱性の高い住宅

隙間が多く、冷暖房の効きが悪く、
冬場は温度差によるヒートショック
の恐れがあります。 

家全体の省エネ性が優れています。また、
空調・給湯などエネルギー消費まで考慮
するものです。 

◆等級1 ◆等級4／住宅エコポイント対象
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ホームページ ● http://www.heartful.or.jp

（財）愛知県労働者福祉基金協会 ハートフルセンター  
名古屋市熱田区金山一丁目14-18

Eメール：info@heartful.or.jp
TEL:052-684-2311　FAX:052-684-0311

「知って得する」情報を、
これからも会員の皆様に
紹介してまいります。 
ハートフルホームページを
ご覧になったご意見・ご感想を
お寄せください。

検 索ハートフルセンター

理想のパートナー探しのお手伝いから、 
素敵なウエディング会場のご紹介まで、 
ハートフルセンターブライダル inが、 
あなたの結婚をサポートします。 

素敵なプレゼントがもらえちゃう！ 

今なら、紹介された方が“ブライダルin”を通じて
結婚式場をご成約された場合、

　みなさんは、結婚についてどのようなイメージを
お持ちですか。最近ではライフスタイルの変化や
少子化の影響もあり、対象となる異性に出会う機
会が少ないという声が多く聞かれるようになりました。 
　ですが結婚とは、出会いがあり、交際し、お互いを認め合う事で
自然に訪れるものと多くの方は考えられるでしょう。結婚は、自分
の幸せと切り離せない人生にとって重要なテーマなのです。 
　そこで、ハートフルセンターでは、独身の男性・女性の方を対象に、
婚活パーティを開催しています。美味しいランチやデザートを食べ
ながら、気軽にお話できますし、素敵な出会いをお届けします。 
 
 
　お相手の方と愛を育み、将来の夢を語り、お互いを尊重しあい幸
せな家庭を築く為のスタート、それが結婚です。そして、ご両家、ご
親戚の方にお二人の誓いを述べ、お互い支えあっていく事を確認
するため、結婚式があります。 
　ハートフルセンターでは、108の式場やホテル、レストランと提携、
お二人のご希望に沿ったロケーション・演出、さらに組合員様だけ
の特別割引きでご希望のご予算にお応えします。 

●  お申込み・お問い合わせ  ●  
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明日へのチャレンジャー　　　　あいち臨空新エネルギー実証研究エリア

「なごや東山の森」は、東山動植物園のある東山公園とその南北に広がる
約410haの樹林地帯。市街地に残されたこの貴重な“都市の中の森”には、
自然を守り、育てていこうという市民グループの地道な活動があった。 

―――― 愛知県西春日井郡 

ここは「史料室」と呼ばれる。開館は月・木のみ（要予約）と限られているだけに、じっくりと飛行機
の歴史に接するにはもってこい。貴重なゼロ戦・秋水の復元機、MU-2の実機に接することができ
るほか、予科練の体験もあると言う岡野允俊さんから直接当時の話も聞ける。

優れた日本の航空機製造技術の系譜をたどる

■連絡先／名古屋航空宇宙システム製作所
　　　　　　小牧南工場小牧南総務グループ
■電話／0568-28-1112（要予約）
■所在地／〒480-0293　愛知県西春日井郡豊山町豊場1
■開館／毎週月曜、木曜のみ9時00分～15時00分
　　　　（ただし、工場休日の場合は休館）
●http://www.mhi.co.jp/company/location/
　　　　　　contents/map/komaki_minami.html

名古屋航空宇宙システム製作所史料室

◆ゼロ戦：1988年、ヤップ島・旧日本軍基
地の屋外に、放置されていたゼロ戦の残
骸が送られて来た。ほとんど原形をとどめ
ない状態のものを、戦時中の図面を頼りに
1年半かけて復元。当時は、「ふるさと創生」
ブームで郷土資料館づくりの盛んな頃だっ
たので、ゼロ戦を目玉に「名航」の史料館を
作ろうとなったのだそうだ。 
◆秋水：以前、残骸が横浜の日飛（日本飛行
機）の工場跡地の地中から発掘され、後に
岐阜の自衛隊の施設で保管されていた秋水。

史料室開設11周年にあたる2001年、こ
れも2年かけて復元された。 

　　両機とも量産体制のない所での復元作
業は、卓越した板金加工の技術者の“匠の技”
がなかったら実現しなかったという。 
◆ソリッドモデル：ここでは脇役的存在な
がら、「名古屋3点クラブ」製作の精密模型
の数々も一見の価値がある。 

　　　　　＊　　　　＊　　　　＊ 
　ゼロ戦は10,400機も作られた。この世界
的名機を、多くの人命とともに亡くしてしまっ
たのだと思うと、卓越した技術水準と同時に、
戦争の悲惨さ、無意味さを実感する。 

▲畑班の半分のメンバーは、 
　9月の引っ越しに備え作業小屋の整理。 

▲鋤を振いたくて…と、 
　小雨にも関わらず畑の耕しに精を出す畑班。 

●連絡先／なごや東山の森づくりの会……TEL／FAX：052-781-2595　滝川方
　　　　　連絡幹事 ………………………TEL／FAX：052-751-9510　鬼頭方
●http://higashiyama-mori.sakura.ne.jp/

　「1979年ごろ、平和公園の雑木林をオリ
ンピック競技場の建設候補地にという動き
に、反対の声をあげたのが発端でした」と

お話しいただいたの
は、代表の滝川正子
さん。 
　その反対運動は、
やがて調査活動や
観察会、さらには自
然保全活動、回復活
動へと発展していく。
あわせて、市に対し

ては「森づくり構想」など具体的な提言を
通して働きかけ、2003年には「なごや東
山の森づくり基本構想」が名古屋市議会
の了承を得るまでになる。それを契機に
2004年、「なごや東山の森づくりの会」と
して発足。現在は、名古屋市と「緑のパー
トナー」協定を結び、里山再生をしている。 
　現在、会員数は130名ほど。里山班、田
んぼ班、畑班、炭焼き班といった班ごとに分
かれて、雑木林の手入れ、湿地の再生、観察・
調査など活発な活動を展開している。 
　「今年、このあたりはCOP10（生物多様

性条約第10回締約
国会議）のエクスカー
ション（視察・共同野
外調査）の会場にな
るそうです。自然破壊
反対運動の頃からす

れば隔世の感ですね。複雑な気持ちです」
と滝川さん。 
　“自然と共存する都市”の実現にむけて
の森づくりの会の活動には、今後も注目し
たいところだ。 

▲三菱試作局地戦闘機J8M「秋水」。対Ｂ29として
作られた悲運の戦闘機。 

▲ターボプロップ機MU-2。 
　こちらは操縦桿体験も計画中。 

▲“生き字引”の岡野允俊さん（左）と 
　ご案内いただいた長尾絵里子さん。 

▼ご夫婦で参加の 
　廉岡（かどおか）さん。 
　土に触れるのが楽しそう。 

▲壁面いっぱいの航空史年表。精密模型の名機展示も圧巻。 

▲会の代表の滝川正子さん。 
　もともとは高校の理科の先生。 

▲今年9月に完成予定の「里山の家」 

▲史料室に入ってすぐ目に入る零式艦上戦闘機
52型甲。いわゆる「ゼロ戦」。コクピット（左）も
見事に再現されている。 

森づくり計画・地区のテーマ 

平和公園北部（墓園）地区

猫ケ洞池に臨む憩いの園
へいわの森

平和公園南部地区

身近な自然を体験するふるさと
くらしの森

東山公園北部（動植物園）地区

なごや東山の森への入口
ふれあいの森

東山公園中部地区

自然環境を再生し生き物を育む丘
いのちの森

東山公園南部地区

自然とのつながりを感じる八事裏山
うるおいの森
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名古屋航空宇宙システム製作所
小牧南工場

豊山町役場 

トイザらス 

豊山中 

県営 
名古屋空港 

航空自衛隊 

イチロー展示ルーム 
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Hananokiは、環境に配慮し、
有機溶剤の少ない植物油
インキを使用しています。 

Hananokiは再生紙を
使用しています。 
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森林資源を大切に


