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11月に開催される全国大会を目前に控えた7月30日・31日の2日間、名古屋市中小企業振興会館／吹上ホール
において合同公開練習会が行われた。とりわけ花型職種の「メカトロニクス」は機器の設定も本番そのままと
あって、選手たちにとっては練習会とは言え、前哨戦を戦うようなもの。暑い７月の２日間、会場は気温以上に、
好記録に挑む選手や県・企業関係者らの熱気であふれていた。

第52回 技能五輪全国大会
第35回 全国アビリンピック

（全国障害者技能競技大会）

練習会場は本番さながらの緊張感
合同練習会前日の午後に取材の下見は

済ませてはいた。ところが、練習会当日、
行ってみると、競技の合間に選手からお
話を、なんてとんでもない、という空気。

それもそのはず。メカトロニクス競技
や抜き型の競技などは、本番の競技も、ま
さにこの場所。選手は本番のステージを
意識せざるをえない。

そこで、しばらくはインタビュー取材
を諦めて、競技を観戦することにした。

こうして、改めて見てみると、選手の皆
さんの姿には感動！普通のオリンピック
競技では人間の走ったりする姿は美しい
と感動するが、選手の皆さんをごく身近
に見ていると、やはり美しいと感じた。

長時間、細かく精度を追い込んでヤス
リをあてる指先の繊細さや、計測器を見
つめる眼差し。全身を使ってのかんなが
け。極限に挑む選手の姿は素晴らしい。

それこそオリンピックの記録映画のよ
うに、これらのシーンも映画にすれば、そ
のままドラマになるのに‥と思ううちに

お昼休みに。しかし、依然として選手たち
の控えスペースには近づけそうにない。

「千分台」のセンスを磨く意味とは
午後、会場を「JUDGE」の腕章をつけ

て見守る人がいたので、お話をうかが
う。株式会社デンソー技研センターの鈴
木晴之さん。 JUDGEとは、参加企業の指
導員が、競技中に何か起こった時、集
まって対処法を協議して対応する役目
なのだそうだ。

鈴木さんは抜き型職種を担当。ご自身
も選手だったことがあるベテランだ。
「金型は製造業では必ず現場にあるも

の。携帯電話でも、車でも同じ部品を何
十万個も作るには金型でしかできないの
で、どこの会社にも型の部隊はあります」。

しかし、ミクロン単位の加工機械はあ
るので、人間がヤスリで削らなくても？
「そういう機械はありますよ。でも、機

械を段取りするのも使うのも人なので、
その機械に接する人間の側に千分台（ミ
クロン単位のこと）の感覚がないといけ
ません。人間が使うものに人間が関われ

なければ無意味ですからね。
抜き型は、ああ見えて千分の１ミリを

削ってるんですよ。その精度に直接触れ
るにはやっぱりヤスリ。あと千分の1ミリ
削ってよ、は機械には無理ですから」。

なんと、千分の１ミリ単位とは！
「現場では必ずしもヤスリを使うわけ

ではありませんが、その千分台の感覚を
若い頃にヤスリで１・2年鍛えた人はその
精度感覚が身につきます。そのセンスが
大事なんです。」

文字通り腕に磨きをかける競技だ。そ
う聞くとヤスリをあてる手つきが一層エ
レガントなものに見えてきた。

技能五輪の格闘技？「メカトロニクス」
練習会場の奥には、ロボットアームや

パソコン、複雑なメカの集積が広がる。
「メカトロニクス職種」のバトルフィール
ドだ。
「お話をお聞きしたいのですが」と、技

能者OBらしい年配の方のグループに尋
ねると、「そこの人に聞くといい」と紹介
していただいたのは、トヨタ自動車株式

会場でのジャッジのひとり、株式会社
デンソー技研センターの鈴木晴之さん。

先輩のベテラン技能者たちが、応援する熱い思いで競技展開を
見守る。声援をあげての応援とはまた違う“熱さ”を感じる。

メカトロニクス部門のトヨタ紡織株式会社の選手コンビ。
着々とミニ工場設備＝ステーションが組み上がっていく。

極限の精度に挑む技能『アスリート』たち
愛知県合同公開練習会

通年特集❸
技能五輪＋アビリンピック

2 3



会社人事部の杉本照美さん。技能五輪
のメカトロニクス職種をまとめるリー
ダーのひとり。競技中盤にお話を聞く
ことができた。
「競技は、３つの課題で競います。最

初は、仕様書と部品を渡されて設備一
式を作り上げる『ステーション製作』。
ロボットアームの基本部分を中心に生
産設備を造ります。これにまず6時間ほ
どかかります。

次は『トラブルシューティング』。1日
目の競技終了後、ステーションに主催
者側でトラブルを仕掛けておき、翌日、
その故障を選手が見つけ、適切に処置
します。

3つめは『メンテナンス』。主催者側か
らこの部品を交換せよという仕様書を
もらい、それと同時に若干の設備の改
造を加えて、より効率の良い設備に作
りかえる『最適化』を行います。つまり、
設備改造ですね」。

競技は、2人一組で競う。選手には、機
械、空気圧、電気、プログラミングと幅
広い知識が必要なのだそうだ。見てい
ると、ほとんど無言でまるでフォー
メーションがあるかのように淀みなく

「ステーション」の周りを動き回る。プ
ログラミングのキー入力も驚くほど速
い。この張り詰めたテンションでなん
と！6時間。精鋭が集まっているだけに
本番に備え、熱心にメモを取る人たち
もいる。

知力・精神力・集中力・体力・を結集し
たこれは、まさに「総合格闘技」だ。

長距離走のように過酷な建築大工競技
会場の入り口付近で朝からずっと木

の素材と格闘する選手がいた、名古屋
市立工芸高等学校の2人だ。

ここでは、2人の応援＆職種説明の生
徒の皆さんと、建築システム科教諭の
深見信規先生も2人の競技を見守られ
ていた。
「この2人は今年2回めの出場。3年生

なので、最後のチャンスなんです。実際
この競技はベテランの大工にも難しい
ほど高度な課題が出され、しかも現寸
の展開図面を描くことから始めて、組
み立てまで2日間で11時間45分もかか
るんです」。

競技は、①現寸図（展開図）の書き起
こし、②部材の削り出しと表面仕上げ、
③墨付け、④加工仕上げ（ノミを使って
の接合部の仕上げ）、⑤組み立てと、い
くつかの段階がある。その全てを1人で
しかも長時間集中して完遂するのは並
大抵ではない。長距離走者の精神力が
必要だ。
「それと、卓越した空間感覚が必要で

す。複雑な平面図を見て、瞬時に立体を正
確に頭の中で描けなくてはいけません。」

見ていると、選手の傍らにストップ
ウォッチがあり、30項目以上にも細分
化された段取りステップでラップタイ
ムを自分で書き込んでいる。

聞けば、学校の授業があるので、2人
は、7時から8時20分まで朝練、午後は授
業が終わる3時半から夜7時まで練習し、

時にはお昼休みも特訓にあてるそうだ。
「とにかく過酷な競技なので精神面が

大事ですね。競技を終えると、カンナも
ノミもボロボロになるくらいですから」。

途中、仕上げた木材の表面を触らせ
てもらった。吸い付くような手触りは
機械カンナではやはり無理とのこと
だった。

＊　　　＊　　　＊
ものづくり王国愛知の威信にかけ

て、愛知県勢ガンバレ！金メダル最多
獲得記録をこの先もさらに伸ばしてほ
しいものだ。

ほぼ同時に墨付け行程にかかる2人。各行程のラップ
タイムをチェックすることで得意・不得意が分かる。

県予選を勝ち進んできた「アビリンピック」の選手。オフィス
アシスタント（左）と製品パッキング（右）の2人。ガンバレ！

建築システム科の深見先生と応援＆説明の
皆さん。この中には大工を目指す生徒もいる。

トヨタ自動車株式会社の杉本照美
さん。チームのまとめ役を務める。

メカトロニクス部門のトヨタ自動車株式会社コンビ（左写真）と株式会社豊田自動織機
コンビ（右写真）。同じ課題でも、ステーションの配置などがそれぞれ違う。

各ステーションにはロボットアームのある基本ユニット
が設置される。ロボットは標準設備のひとつ。

和裁は全工程9時間。最初に針に糸を通すところから
着物をたたみあげるまでの時間がカウントされる。

造園の切石の整形に取り組む女子選手。
この職種も2日間11時間にも及ぶ過酷な競技だ。
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海部支部 知多支部
実務担当者研修会
2014年6月14日
参加：31名
場所：神戸

ファミリー映画会
2014年7月12日
参加：713名(暁学園・松籟荘・八波寮の皆さんご招待)
場所：知多市勤労文化会館

友の会海外ツアー
2014年7月5日～9日
参加：24名
場所：シンガポール、マレーシア

労金・労済地域行事
2014年8月2日　参加：40名
場所：伊賀の里
　　  「モクモク手づくりファーム」

支
部
だ
よ
り

労福協名古屋中支部ボウリング大会
2014年7月16日　参加：55名
場所：スポルト名古屋

第29回福祉事業団体担当者・書記研修会
2014年6月12日　参加：61名
場所：ヒルトン名古屋、新名古屋ミュージカル劇場

友の会海外旅行
「ベトナム周遊6日間の旅」
2014年6月22日～27日
参加：38名　場所：ベトナム

名古屋北支部30周年記念
森の中ワクワク自然体験
2014年8月30日
参加：291名
場所：岡崎駒立 マル京果園

第31回役員・書記担当者研修会
2014年6月27日　参加：28名
場所： 東京・横浜方面

ボランティア活動
2014年5月25日　参加：10名
場所： 蒲郡 竹島海岸 清掃

第31回ソフトボール大会
2014年4月19日　
参加：８チーム　113名
場所：豊田合成㈱総合グラウンド

労済地域行事
「ちびっこ映画会」
2014年7月26日　
参加：2,102名
場所：一宮市民会館

地域福祉の向上と支部活動の強化を目指して
～15支部で定期総会が開催されます～

2014年度の支部定期総会が、９月
10日開催の西三河支部を皮切りに、
県下15支部で順次開催されます。

愛知労福協の基軸となる支部活動
の健全な運営と事業の推進において
は、福祉事業団体（労働金庫・全労済・
住宅生協・福祉基金協会）の活動支援
とともに、会員構成組織とそこで働
く勤労者の皆さんのご理解とご協力
が必要不可欠です。

今後とも支部活動を中心に、地域
における福祉事業の推進に努めて
まいりますので、支部総会で改めて
その活動内容をご確認いただくなか
で、引き続きご支援・ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

● 2014年度支部定期総会開催予定表 ●
支部名 日　時 会　場

西 三 河 9月10日（水）　18時00分 全労済刈谷会館　　　
東 三 河 9月19日（金）　18時30分 ライフポート豊橋　
尾 張 西 9月26日（金）　18時30分 全労済一宮会館 
岡崎・額田 10月  2日（木）　18時00分 岡崎市勤労文化センター
名 古 屋 南 10月  2日（木）　18時00分 東海労働金庫名古屋南支店
豊 田 10月  6日（月）　18時00分  カバハウス　
尾 張 北 10月  7日（火）　18時30分    小牧勤労センター　　　
名 古 屋 東 10月  7日（火）　18時00分 全労済愛知県本部アビタン
名 古 屋 北 10月  9日（木）　18時00分  三菱電機㈱爽明会館
名古屋金山 10月  9日（木）　18時00分 東海労働金庫金山支店
名 古 屋 中 10月10日（金）　18時00分 アイリス愛知
名 古 屋 西 10月10日（金）　18時00分  名鉄会館
知 多 10月16日（木）　18時30分   アイプラザ半田
海 部 10月22日（水）　18時30分  津島市文化会館
尾 張 東 10月29日（水）　18時00分  尾張旭市東部市民センター

名古屋中支部 名古屋北支部 名古屋南支部

尾張東支部 東三河支部尾張西支部
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西三河支部
会員組織内推薦議員懇談会
2014年6月2日
参加：三役10名、議員16名
場所： ジェイテクト刈谷工場

「ういず」

実務担当者研修会
2014年6月5日
参加：38名
場所：名古屋ヒルトンホテル

他県視察
2014年7月23日～24日
参加：支部三役9名
場所：大阪労福協

愛知労福協の労働福祉功労賞受賞
者で組織されています、「ブロンズの
会」の第33回総会が、７月１日（火）
に金山総合駅南のサイプレスガーデ
ンホテルにおいて43名の会員が集
い盛会に開催されました。

冒頭、片桐会長よりご挨拶があり、
続いて来賓としてお招きした愛知労
福協の狗飼会長をはじめ、連合愛知 
土肥会長、東海労働金庫 飯田理事

長、全労済愛知県本部 笠島本部長、
愛知県住宅生協 綱木理事長、福祉基
金協会 佐藤理事長からご挨拶をい
ただきました。

その後、議案審議に入り、2013年
度の活動報告および2014年度の活
動方針案について提案が行われ全会
一致で承認されました。

また、５月の労福協総会で第37回
労働福祉功労賞を受賞されました

松岡孝氏、長谷川浩一氏、河合正光氏
の３名の方が新会員としてご紹介さ
れ、最後に、今年米寿・喜寿を迎えら
れた９名の方に記念品が贈呈されま
した。

なお、総会の前段の記念講演会に
は、至学館大学教授の小塚諭 氏をお
招きし、「賢い食品選び」をテーマに
ご講演をいただきました。

ブロンズの会「第33回総会」が開催されました。

◆ 2014年 ◆ 
米寿会員

（昭和２年生）
林　　清 様

◆ 2014年 ◆ 
喜寿会員

（昭和13年生）

村田 英雄 様
大村 勝治 様
渡邊 秀男 様
北原 澄男 様
神谷 　均 様
須賀　 正 様
本間 重幸 様
小田桐勝己 様

会長あいさつ 記念講演

福祉事業団体担当者・書記研修会
2014年6月13日～14日
参加：30名
場所：大阪 「あべのハルカス・USJ」

実務担当者研修会
2014年
5月30日～31日
参加：26名
場所：石川県金沢市

ボランティア活動
クリーンキャンペーン
2014年6月7日
参加：10名（支部三役）
場所：名古屋駅前

福祉事業三団体  実務担当者研修会
2014年6月6日～7日
参加：34名
場所： 広島市 ホテル法華クラブ内 会議室

第27回 支部ソフトボール大会
2014年6月8日　
参加：12チーム　205名
場所：三菱自工岡崎グランド、
　　 ユニチカ岡崎グランド

会員代表者会議
2014年6月12日　
参加：53名
場所：岡崎市勤労文化センター

第13回　ファミリー映画会
2014年7月5日　
参加：140家族473名
        （内、子供253名）
場所：岡崎市民会館

第8回親子ボウリング大会
2014年7月6日　参加：41名
場所：スポルト名古屋

名古屋東支部 名古屋西支部 名古屋金山支部

豊田支部 岡崎・額田支部

メンタルヘルス
「心の安全研修会」
2014年6月7日
参加：15名
場所：小牧勤労センター

はたらくものの
「体験教室」
2014年6月21日　
参加：20名
場所：小牧勤労センター

尾張北支部
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２日前に東海地方も梅雨入りし、前日も激
しい雨が降っていたことから心配しました
が、６月６日の当日は幸い曇空、暑さも感じ
られるくらいでした。そして、９時に開会式後
に19支部・地区から参加の94名が一斉にス
タートしました。

会場は東海市「聚楽園グラウンドゴルフ
場」、16ホ－ルを２周の合計スコア－を競っ
て、和気あいあいの中にも緊張感が漂うプレ
イでした。

結果は、団体・個人の部ともに東海地区の
優勝となりました。

ろうきん家族の集い「マンガ大会」
ろうきんマンガ大会は今年で第33回、会場

は前年までの名古屋市公会堂が利用できな
くなったため名古屋駅前「ウインクあいち」へ
移しての開催となりました。これにより席数
が800席（市公会堂は1,900席）に減少したた
め、会員家族へのご案内はやむなく指定席と
しました。

その上、開催日当日の８月10日（日）は台風
11号の影響で風雨が強く、一部交通機関にも
影響が出るような天候状況でしたが、午前・
午後の開催を合わせて844人（内子供471人）
の来場がありました。

映画「モンスターズ ユニバーシティ」と
上映前の「ミルキーちゃんの歌とバルーン
ショー」も予定通り行われ、元気な子供さんの
声援を受けました。

第13回
グラウンドゴルフ大会を開催

元気な子供たち

開会式

上映前の会場

熱心にプレイ中

来場のご家族

団体優勝の東海地区友の会チ－ム

帰りは記念品を手に

個人優勝の宍戸さん（東海）

● 申し込み･問い合わせ ●

〒450-0002
名古屋市中村区名駅四丁目４番38号

公益財団法人 愛知県労働協会
事業課労働教育グループまで

TEL （052）485-7154

第三十二回 愛知県勤労者美術展

●部門及び作品規格 ： 
　◎日本画：額装または軸装（岩彩、顔彩、水墨）
　◎洋　画：額装（油彩、アクリル、水彩、パステル、版画）
　◎書　道：額装または軸装（漢字、かな、近代詩文、大字書、篆刻）
　◎写　真：額装またはパネルの装丁
 （各部門とも作品の大きさは問いません。主催者が展示可能な大きさとします。）

～出品作品を募集します～
●会期：平成27年1月20日（火）～平成27年1月25日（日）
●会場：愛知県美術館ギャラリー（愛知芸術文化センター8階)

●応募対象：県内の勤労者及び在住者
●出 品 料：2,500円（1点につき）

愛

知

労

福

協

労
福
協
・
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の
会

愛
知
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協
会

名古屋ブロック
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連合平和行動は、平和への意識喚
起、核兵器廃絶、在日米軍基地の整
理・縮小と北方領土の早期返還等、
恒久平和実現をめざした取り組みを
「沖縄・広島・長崎・根室」の各地
で実施しています。連合愛知は６月

23日～24日にかけて、連合平和行
動in沖縄に参加しました。

大久保副会長を団長とする16名
の参加者は「2014平和オキナワ集
会」や「在日米軍基地の整理・縮小
と日米地位協定の抜本的見直しを

求める行動」に参加しま
した。初日の集会では、
元内閣官房副長官補（安
全保障担当）の柳澤氏か
ら、『「抑止力」と沖縄の
未来』について講演があっ
た後、沖縄戦で亡くなられ
た20数万人におよぶ方々
に哀悼の意を表し、全員で
黙とうを捧げました。そし

て、沖縄の問題は日本全体の問題で
あることを共有化し、真に平和な社
会の実現を目指し平和運動を粘り強
く推進することを誓いました。

２日目は旧海軍司令部壕、嘉数高
台（普天間基地）、ひめゆりの塔、
平和記念公園を実際に見て沖縄戦
の悲惨さと戦争の恐ろしさを改め
て実感した。最後に在日米軍基地の
整理・縮小と日米地位協定の抜本的
見直しを求めてデモ行進を行いまし
た。

今回、見聞きし感じたことを持ち
帰り、運動の輪を広げて行くことを
参加者全員で確認し行動を無事終了
しました。

今年は、広島と長崎に原子爆弾が
投下されてから、69回目の夏とな
りました。連合は、平和への意識喚
起、核兵器廃絶など恒久平和の実現
を目指し、広島と長崎において平和
行動を実施しました。連合愛知から
は、三村副会長を団長とする15名が
「平和行動in広島」に、また、太田
副会長を団長とする18名が「平和
行動in長崎」に参加しました。

平和行動参加者は、８月５日の
「2014平和広島集会」８月８日の
「2014平和長崎集会」にそれぞれ
出席し、現地ボランティアの説明を
受けながら慰霊碑などを巡るピース
ウォークに参加しました。また８月

６日には広島で「広島市原爆死没者
慰霊式並びに平和祈念式」が、９日
には長崎で「長崎原爆犠牲者慰霊平
和祈念式典」が行われ、全国の被爆
者や遺族などが参列しました。

参加者は、平和行動への参加を通

して、今も残る原爆の爪痕を再確認
し、現在も後遺症に苦しむ被爆者の
証言を聞き、戦禍によって亡くなら
れた方々の冥福を祈るとともに、恒
久平和の尊さを改めて実感しまし
た。

連合愛知は行政に対して、勤労
者・生活者の立場に立った政策を反
映させることを目的に、毎年「重点
要望書」を策定しています。2014
年度は、８月６日に愛知県や愛知労
働局に対して、それぞれ重点要望書
を提出しました。

愛知県に対しては土肥会長から、
「重点要望書は喫緊に実現を求める
施策と中長期の課題とに分け、政策
実現をめざした要望書を策定した。
雇用の安定をはじめ、女性活躍推進

やワーク・ライフ・バランスなど
を、重点要望として提出する。」と
述べ、大村知事からは、「今後検討
を重ね、施策への反映を目指してい
く」と見解が述べられました。その
後、各副会長から、人材確保、産業
振興、中小企業対策、最低賃金の遵
守、など多岐にわたり意見が出さ
れ、知事との意見交換を行いまし
た。

また、労働局に対しては、正社員
の求人倍率や就業率、女性の活躍に

向けた関係法の遵守、介護など、職
種別の雇用のミスマッチの解消など
意見交換を行い、要望書を提出しま
した。

「願う」平和から「叶える」平和へ。つながろうNIPPON！
「2014 連合平和行動 in 沖縄」に参加しました

核兵器のない平和な世界を！
「2014 連合平和行動 in 広島、in 長崎」に参加しました

連合愛知の重点政策を要請！
『「2014 ～ 2015 年安全・安心で活力ある愛知の創造」実現のための重点要望書』を行政へ提出

沖縄の平和行動に参加したみなさん

広島の平和行動に参加したみなさん 長崎の平和行動に参加したみなさん

愛知県への要請行動　意見交換の様子

連

合

愛

知



家族に知られたくない、会社にだけは知られたくない……それでは決して解
決できません。家族や組合、会社などの協力なくして多重債務の解決はできな
いからです。債務者は返済に追われて正常な判断ができなくなっていますが、
そこから脱するためには、まず相談する勇気を！

長期にわたって返済している場合は、過払金を請求できる場合もあります。
債務の中味によっては安い金利に借り換えることもできます。ひとりで悩まず、
まず相談することこそ多重債務脱却への第一歩なのです。

東海ろうきんのマネー講座 ❽
こんな手口、あんな手口

多重債務という地獄。
多重債務に陥ると、寝てもさめても借金返済のことばかり……とても勉強や仕事
どころではありません。ヤミ金の誘いも激しくなります。貸金業法成立以降、多
重債務者は大幅に減少しましたが、今だ４～５件の消費者金融利用者は 59 万人
存在します。しかし、本人が覚悟し、相談窓口を利用すれば、借金は必ず解決で
きます。

うっかり延滞が重なると
 えーっ、ブラック ?!

●利用者は1,194 万人

●携帯機種分割払いと奨学金の滞納問題

●まず相談する勇気を！

2014 年３月末現在、消費者金融（サラ金等）の利用者は約 1,194 万人。
貸金業法でグレーゾーンの廃止、総量規制が決まってから複数の消費者金融
を利用して３～５件の利用がある人は約 150 万人減りましたが、１～２件の人
は 約 300 万 人 も
増えています。借
入残高は貸金業法
の完全施行後の３
年間で約 13 兆円
から約 6 兆円減り
ました。

（㈱日本信用情報機構調べ）

近年、携帯電話（スマートフォン）の機種代金が高額になり、通話料金といっ
しょに機種代金を分割で支払う契約方式が現れました。これは割賦販売法に当
たり、延滞を繰り返すと個人信用情報機関のブラックリストに掲載され、借入・
クレジットの利用に制限を受けるようになりました。

日本学生支援機構の奨学金は 2012 年度末では奨学金を返済しているのは
2,895 千人、うち３ヶ月以上の延滞をしている人は 11.5％の 334 千人となっ
ています。滞納３ヶ月で無利子奨学金は５％、有利子は年 10％の延滞金が課
せられます。滞納３～８ヶ月目までは民間に委託した厳しい取り立ても問題化
しています。

奨学金の滞納も、携帯電話の機種代金の滞納と同様にブラックリストに載る
と、将来、ローンが組めないなどの不利益を被ります。

❖貸金業法改正（2006.12）後、消費者金融利用者はどう変わったか？

492 万人 760万人 268万人増
233万人 268万人 35万人増
156万人 108万人 48万人減
116万人 40万人 76万人減
171

１件
２件
３件
４件
５件 万人 19万人 152万人減

総利用者数 万人1,168  1,194万人 26万人増
借入残高合計 13兆 6,502億円 6兆 2,334億円減7兆 4,168億円

  
項目　 2007.３.31 増減の比較2014.３.31

●総量規制によって１件の債務者が増え続けている。 JICC（株）日本信用情報機構 平成 25年 4月

借入残高がある
者の件数ごとの
登録情報

     ブラックリストに注意 !
いわゆるブラックリストとは、個人
の信用情報が事故（ネガティブ）情報
として扱われることです。自己破産
などの債務処理をした場合や長期延
滞をした場合に、個人信用情報機関
に登録されると、各金融機関やクレ
ジット会社はその情報を共有して、
融資などの判断材料とします。

ブラックリストに載ると
最低５年間は次のような制約を
受けます
●新たに借金ができなくなる
● クレジットカードがつくれな

くなる
●ローンカードがつくれない
● 住宅ローン、車のローンなど

が組めなくなる
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（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。

全国労働者共済生活協同組合連合会

全労済では「生活保障設計運動」を展開しています。
「生活保障設計運動」とは、生活者の皆さまが自らの保障を見直し、自分にあったライフプラン
（保障設計や資金計画などの生活設計）を計画・実行していくことで、保障の充実と家計支出の
軽減をはかり「豊かで安心できるくらしづくり」となることを目的としています。
今回は「生活保障設計運動」に関する情報を提供していきます。

「What's? 生活保障設計」

①リスク（不安）はひとそれぞれ。
　自分のリスクを見つめてみましょう。

　リスクは人それぞれです。年齢、家族数、
貯蓄金額などによって備えておく保障の
額は異なります。自分のリスクを見つめて
適正保障を備え、無駄な掛金や保険料は
貯蓄にまわしましょう。（図1）

②公的保障と企業・団体内保障を
　ベースに私的保障を考えましょう。

　保障はすべて自分自身で備えようと
すると少し無理があります。保障を考
えるうえでは、公的保障（例えば健康
保険など）やお勤めの企業や労働組合
などの保障も含めて考えましょう。

③リスクはライフステージに
よって変化します。

　今はぴったりの保障でも、将来は
状況に合わなくなる、ということが
考えられます。結婚や子どもの誕生
など生活環境が変化したときには
保障を見直しましょう。（図2）

■ 共済は「たすけあい」です ■
共済と保険はもしものときに共済金（保険金）を受け取るという仕組み
は同じです。
しかし、共済は営利を目的としない生活協同組合が実施している保障商
品です。
共済は私たちの生活を取り巻くリスクに対して、組合員相互に助け合う
という活動を確立した保障制度です。一人一人の組合員が支払った掛金
が集まり、経済的なダメージを受けた組合員を助ける共済金となります。

◆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・年末年始は除く）

リ
ス
ク
（
不
安
）

自分の
リスク

自分の
安心

家族の
リスク

家族の
安心

家や
財産の
リスク

家や
財産の
安心

大切なご家族のために

遺族保障

病気やけがに備えて

医療保障

本人とご家族の
これからを支える
障がい・介護保障

ゆとりある
セカンドライフのために

老後保障

火災や自然災害の備えに

住まいの保障

快適なカーライフのために

くるまの補償

団体生命共済

こくみん共済

いきいき応援

こくみん共済

ねんきん共済

マイカー共済

自賠責共済

交通災害共済

借家人賠償責任特約

せいめい共済新

総合医療共済新

総合医療共済新

火災共済 自然災害共済＋

終身 医療プラン

定期 医療プラン

終身 介護プラン

定期 介護プラン

［図1］

掛金 掛金 掛金 掛金 掛金

掛金
共済金

共済制度 =「たすけあい」

独身 結婚 子どもの誕生住宅の購入

子どもがいる家庭子どもがいる家庭

子どもの独立 退職 老後独身 結婚 子どもの誕生住宅の購入子どもの独立 退職 老後
一般的な
ライフ
ステージ

多様化する
ライフ
コース

必
要
保
障
額

独身（一人）の家庭独身（一人）の家庭

夫婦二人の家庭夫婦二人の家庭

［図2］

障がい保障

遺族保障

介護保障

老後保障

医療保障
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シリーズNPO No.11 特定非営利活動法人 キッズハウス
　核家族化＋共働き家族の増加で普及した「学童保育」。空き教室利用の「トワイライトスクール」
から民間企業への委託まで、いろいろある。しかし、地域や学校との連係が課題だという。
　今回取材した「花＊はな」は、区の行政と学校を巻き込んでのNPO活動。かつての PTA
役員 2人と元中学校校長の3人が核となり、子育て支援の事業モデルの理想型を追求する。

東海ろうきん
NPO育成支援
助成金団体

●「公設民営」の成功例では初のケース
　教えていただいた住所を地図ソフトで辿
ると、そこは、半田市立花園小学校だった。
　「え、ここ？」と思いつつ入って行くと、
副理事長の上杉直美さんに「こっちです」
と招かれ、学校のグランドへ。
　夏休みなので誰もいないと思ったら、学
年の違う子どもたちが混合でドッチボー
ルをしている。その横を抜けると、花園小
の敷地内に目的の「キッズハウス」はあっ
た。ということは、遊んでいる子どもたち
は…「はい。みんなここの子たちです。」
　学童保育の中には遊ぶ庭もなく室内だ
けという場合も多いのに、広い小学校の
グランドが遊び場とは贅沢な環境だ。
　長机の並ぶキッズハウス室内でさっそく
上杉直美副理事長らからお話をうかがう。
　「以前に取材に来られたNHKの調べによ
ると、ここは、おそらくは“公設民営”の
学童保育の成功例では日本初だそうです」。
　花園小のある半田市成岩第三区は、半
田市最大の行政区。その区の政策として
「子育て支援」の柱がある。
　そこで、半田市が施設を作り、運営を
成岩第三区を母体としたNPO法人「花＊
はな」が請け負うという“公設民営”とい
う形となったそうだ。しかし、ここにいた

るまでには関係者の大変な苦労もあった。
●中学校の校長経験者を指導者に
　すぐ近くに同じく成岩第三区が運営を
任されている「青山児童センター」がある。
当初はそこを「学童保育」にという話し
もあった。ところが、それで締め出され
てしまう一般の子どもたちはどこで遊べ
ばいい？と議論が紛糾。市長とも話し合
い、毎日通うにも安心な花園小の敷地内
に「学童保育」の施設を作ることに。こ
こなら遊び場として広いグランドもある。
こうして、ハードウェアとしてのキッズハ
ウスは整えられた。
　しかし、それ以上に、平行して進んで
いった区の政策「子育て支援」のソフト
ウェアづくり、つまり運用体制をどう固め
て行くかの部分での「花＊はな」の活動
があった。
　大きかったのは平成19年頃、当時青山
中の教頭先生だった現・副室長小田正樹
さんとの出会い。その時には、朝倉滉一
理事長はPTA会長、上杉直美副理事長
は母親代表という立場だった。
　その頃から「校長になって定年後には
ウチへ来てくれますよね！来ますよね！」
と朝倉さん、上杉さんは小田先生を強力
に説得。つまり、早くから、学校内のこ

とだけでなく、地域全体で「子育て支援」
をどうしていくかの構想が考えられてい
たことになる。
●さらなる「子育て支援」のビジョンを
　「待機児童はますます増加傾向。少子化
の割合を上回り、女性の社会進出は進ん
でいます。だからむしろ、お母さんが安
心して仕事に取り組めるよう『子育て支
援』を長期的に安定した地区のシステム
としなければと考えています」と朝倉滉
一理事長。施設も人材も今のままでは足
りなくなるので、今、各方面に働きかけ
ているのだそうだ。
　また、「花＊はな」では、すでに、ゼロ
歳児からの子を預かる「ベビーハウス」
も始めている。さらに、セントレア空港
も近いという事情も考慮し、「キッズハウ
スインターナショナル（グローバルな視
野をもつ子を育てる学童保育）」も計画中。
　それらの計画も含めて、指導員全員が
教諭や心理カウンセラーなどの有資格者・
教育現場経験者を揃える体制作りは、地
域、学校、行政の信頼も厚い。
　「学校だけ、地域だけ、家庭だけでの子
育てはできないと思います」。長年の教育
現場経験者としての小田さんの言葉には
やはり重みがあった。

■特定非営利活動法人 花＊はな
花園小学校放課後児童クラブ
花＊はな キッズハウス
事業所所在地・連絡先
〒475-0833
愛知県半田市花園町3 －5 －2
TEL. 0569-89-0516（キッズハウス）
FAX. 0569-24-8766（事務局）
MAIL. npohanahana.kids@io.ocn.ne.jp

キッズハウスの副室長でもある小田正樹さん。
笑顔に囲まれる時が最高の幸せ。

夏休みで元気いっぱいの子どもたち。
ホラ、ちゃんと宿題しなきゃ。

朝倉滉一理事長（左）、上杉直美副理事長（中）、小田正樹副室長（右）。
平成19年にこの 3 人が出会ったことがキッズハウス創設のきっかけとなった。

グランドでシャボン玉遊びの子どもたち。
広いのでドッチボールものびのび！

平日、30 分は必ず学習の時間。
夏休み中は 45 分机に向かう。

キッズハウスは花園小学校の敷地内。
広いグランドも遊び場として使える。

区＋学校＋学童保育の連係で子どもを見守る




