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穫れたばかりの
地元・長久手の新鮮野菜を
お届けしています。

ながくて食と農の広場 あぐりん村
株式会社 長久手温泉
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長久手市は2005年の愛知万博の前後に西部地域での住宅地開発が進んだ。対して田園風景が拡がる東部地域は、こだわりの
ある兼業農家が元気な地域でもある。「あぐりん村」は2002年からの「長久手田園バレー事業」の一環。2007年オープンの
「市・ござらっせ」を核とした施設は、農協を介さず農家が収穫してスグ店頭に持ち込む典型的な「市」だ。「あぐりん村」
と、それに先立つ2005年にオープンした温泉施設「ござらっせ」。駐車場を挟んで並び建つ両施設はバリアフリー対応。
敷地内でのスムースな動線も確保されている。文字通り「人にやさしい（＋楽しい・美味しい）」複合施設だ。

朝収穫した野菜が昼までには売れる
農産物直売所でアグリ事業部主任の
藤田真人さんを店頭で少し待つ間、真っ
赤なトマトに目が止まった。値段は1袋
（5個ほど）500円。え？ちょっと高い。直
売で中間業者を通さないので安いはず
では？
さっそく藤田さんに訊いてみた。
「あれは、とびきり美味しいんです。あ
の値段でも遠くからわざわざ求めて来
るお客さんもいるくらいですから」。
聞けば、ここに持ち込む生産農家はほ
とんどが小規模で兼業。350件ほどが契
約しており、旬や得意の野菜によって入
れ替わり立ち代わりの毎日だそうだ。
「兼業なので、自分の家で作る野菜は
家族も食べます。子や孫には絶対安全・
安心な美味しいものをと考えますよね。
害虫も薬を使わず手で取ったりと農薬
の使用量はギリギリ最低限に。特に、栽
培中は農薬を使わない主義の方も多い
んです」。

作り手自身のこだわりで、朝穫れたも
のをその日の朝、棚に並べるという農家
さんが多い。午後入荷の便も若干はある
が、お昼までに朝の第1陣はほぼ売れる。
この日は、前日が雨だった関係で朝の

入荷量が少なかったそうだ。そんなあた
りにも「地産地消」をリアルに感じる。

事業主体は市と農協の第3セクター
隣接する長久手温泉「ござらっせ」は

2005年に始められた。長久手市と農協
が株主の「株式会社長久手温泉」が、第3
セクターの指定管理で運営に携わる。そ
の2年後にオープンした「農産物直売所」
も計画の延長線上に盛り込まれていた。
だから、直売所の名称は「市・ござらっ

せ」。これを核とする「花・はな市場」、「焼
きたてパン工房」、「おやつ工房」、「ふる
さと薬膳レストラン・凛」の一群を、温泉
の「ござらっせ」に対して「あぐりん村」
と呼ぶ。
一見、温泉の付帯施設と思われがちだ

が、元来、「田園バレー事業」の一環なだ

けに産地直売の「市・ござらっせ」は重要
な意味を持つ。
長久手が昔、村だった頃からの伝統産

業である農業の血脈を受け継ぐとあっ
て、都市部のスーパーマーケットにはな
い独自性を打ち出している。

栽培日誌でトレーサビリティを徹底
例えば、①小規模兼業農家なので、採

算以上に品質・美味しさ・安全・安心への
こだわりが強く、そうした農家どうしの
品質への競争意識も働く。②正社員とし
てここに働く男性スタッフ６名全員が
「ジュニア野菜ソムリエ」の有資格者。野
菜の仕入れ、顧客への商品の推奨にも目
利きが働く。そして、何よりのポイント
では、③この直売所に出す野菜の栽培日
誌の提出が生産農家に義務付けられる
ということが大きい。
「いつ種を撒いたか、そこからどうい
う作業をいつやったか、肥料・農薬は何
をどれだけの量を何回与えたか、などの
記録が義務付けられています。

朝穫れたものは午前中に売れるので
スーパーのような冷蔵ケースはない。

これが長久手名産の伝統野菜「真菜」。
小松菜より葉がしっかりしている。

日常よく使う玉ねぎやジャガイモでこそ
味の差は意外と感じるのかもしれない。

「ドレッシングは、この長久手産玉ねぎ
たっぷりのオリジナルをお勧めします」。
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農業地域にある “市 ” ならではの
新鮮さ・美味しさ・楽しさ（＋温泉）

平成19年度第13回人にやさしい街づくり賞授賞
長久手田園バレー交流施設

ながくて食と農の広場 あぐりん村
株式会社 長久手温泉
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しかも、それを全部私たちスタッフが
チェックします。記載された農薬の登録
番号から、この農薬はこの作物に使ってい
いものなのかどうか、またその量は適切
なのか、希釈倍率はどれくらいかなど」。
それだけにとどまらず、月に数件、商
品サンプルを「農民連食品分析セン
ター」という専門機関に送り、抜き打ち
での残留農薬検査も行っている。
そう聞くと、1袋500円のトマトの価
値も当然だ。これほどの安全管理・品質
管理はTPPの輸入農産物もとうていかな
わないのではないだろうか。

品質も生産農家の氏素性もオープンに
さらに素晴らしいことに、そうした栽
培日誌の中身の一部や、生産農家のカオ
までも、顧客が店頭で手にした商品から
その場で読み取れる仕掛けがある。
「商品にレジを通す際のバーコードが
付いていますが、それを店頭にある機械
で読み込ませると‥ホラね」。
実際、試してみると、ピッとレジ音が
して生産者の顔写真や野菜の履歴が画
面に現れる。この野菜の旬がいつからい
つまでといった情報も一目瞭然。
「以前は、お客さまからの、農薬は使っ
てるの？その種類や量は？といった問
い合わせがあるたびに、ファイルをひっ

くり返して調べていました。でも今はお
客さま自身で手軽に確認していただけ
ます」。
この仕掛けは、九州のある直売所に

あったものを、「あぐりん村」仕様にカス
タマイズしている。
「こうした仕掛けがちゃんと稼働して
いるのはこの辺り（愛知県下）の直売所
ではウチくらいですよ」と、藤田さんは
ちょっと自慢げ。
詳細データの入力作業は大変なはず。

しかし、こうした取り組みのひとつひと
つが“商品づくり”の要素。近所のスー
パーでなく、わざわざ「あぐりん村」で買
おうという熱心なファン顧客がいるの
もうなずける。

他にないもの・通販・イベントで魅力UP！
地元長久手産でも季節変動により収量

の多寡が生じるときもある。そんな時は、
近辺の農産物直売所との交流を図ってお
り、たとえば大府の「げんきの郷」（県下最
大の直売所）からの産直品が入る。
さらには、全国の直売所からの名産品

も入荷。鹿児島の直売所「百菜」から直送
されるジャガイモなどは大好評だ。
それらに負けじと、長久手の伝統野菜

をアピールしようと、「真菜（まな）」とい
う小松菜に似た野菜の栽培に頑張って

いる農家もある（生産量が少ないためや
や希少）。
また、忙しい人にはネット通販の「季

節の野菜宅配ボックス・旬野菜おまかせ
Mセット」（2～3人分・野菜10品目）
￥3,200（内税）も嬉しい（他にLセット
￥4,500（内税）も）。
「ほかにも、お菓子作り、パン作り、世
界の家庭料理づくり、パン教室、ガーデ
ニング講座、バンド演奏といろいろ盛り
だくさんな内容でみなさんに楽しんで
もらってます」と藤田さん。
食から感じるその地での季節感は、ふ

だんの都会の生活の中ではなかなか味
わえない。そんな忙しい人も、この「あぐ
りん村」で、朝穫れの真っ赤な新鮮トマ
トをガブっと食べた瞬間に、ある意味嬉
しい“アグリ・カルチャーショック”に打
たれるのではないだろうか。

センサーで、ピッ！画面に生産農家から
野菜の詳細な情報までが示される。

ジャムも、かぼちゃ、ラ・フランス＋さつま
いも、と多彩。多種類をつい買ってしまう。

「ようこそ薬膳レストラン・凛へ！」
ちょっとお茶目な青山真由美さん。

「ござらっせ」番台カウンターの切田陵
さん（左）と可児嶺子さん（右）。

「あぐりん村」の駐車場を挟んで南側にある長久手温泉
「ござらっせ」。建物の東側半分は長久手福祉の家。

「人にやさしい街づくり賞」 
　愛知県は1994年に「人にやさしい街づ
くりの推進に関する条例」を制定した。そ
の中で“人にやさしい”いくつかの整備基
準が義務づけられている。
　1995年に創設されたこの賞は、 “人にや
さしい”の趣旨に沿った取り組みから作り
出される「もの（施設・機器など）」や「活
動」を表彰しようというものだ。
　賞の選考では、まず、県下にある「もの」
や「活動」を、県のホームページにある推薦・
応募用紙で誰でも推薦・応募ができる。そ
れを数人の有識者からなる選考委員が書類
選考、現地調査、ヒアリングを通じて選出
していく。推薦・応募対象としては…
① ｢もの｣：＊人にやさしい建築物、＊人
と車が共存できるコミュニティ道路、

＊地域住民が整備に参加する公園、＊バ
リアフリー化された商店街、＊障がいの
ある方が利用しやすい飲食店、＊だれ
もが気軽に出かけられるよう工夫した
機器や装置。

② ｢活動｣：＊すべての人が自由に外出で
きる街づくりを進める地域活動。＊高齢
の方や障がいのある方への支援、地域と
の交流などを積極的に進める活動。

③その他、賞の趣旨に適合するもの。
　例年、9月頃に応募を締め切り、翌年3
月頃に表彰式とシンポジウムが開かれる。

　今号からの数回は、授賞した中から、特
に一般の市民生活の視点からも面白そうな
ものを選んで取材していく。

http://www.nagakuteonsen.jp/agrin/
愛知県長久手市前熊下田134番地
〒480-1102
TEL．0561-64-2831
◆営業時間／
＊市・ござらっせ 09：00～18：00
＊焼きたてパン工房　09：00～16：00
＊花・はな市場 09：00～17：00
＊おやつ工房 09：30～16：00
＊薬膳レストラン　09：30～17：00
◆定休日／毎月第一月曜日
◆アクセス／地下鉄「藤が丘」駅より
無料シャトルバス（マツモトキヨシ
藤が丘駅前店の前より）08:30より
毎時30分藤が丘発
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名古屋ブロック

名古屋東支部 名古屋金山支部

名古屋北支部 名古屋南支部

名古屋西支部

名古屋中支部

文化講演会「輝く女性推進とイクメン急増で
企業が、社会が、日本が変わる」
2015年２月17日
講師：牛窪 恵　参加：414名
場所：ウインクあいち（大ホ－ル）

第29回新春ボウリング大会
2015年１月19日　
参加：23チーム・92名
場所：スポルト名古屋

第32回名古屋金山支部ボウリング大会
2015年２月10日　
参加：101名
場所：スポルト名古屋

役員研修会「自主福祉運動について」
2015年２月14日　
参加：15名
場所： 東海労働金庫

四日市支店

第４回チャリティゴルフ大会寄付金寄贈
2014年11月12日
場所：日本赤十字社愛知支部

第7回家族ボウリング大会
2015年１月25日
参加：105名
場所： 名古屋グランド

ボウル

名古屋中支部30周年記念
第18回カラオケ大会
2015年１月26日　参加：57名
場所：名古屋国際ホテル

会員企業見学会
2014年12月５日
参加：９名　場所： オークマ㈱

チャリティゴルフ大会での募金で宮城県陸前
高田市の２保育施設にキーボード等を寄贈
2015年２月２日
場所：三役会議にて撮影

第7回家族ボウリング大会

尾張東支部 尾張西支部
第32回尾張東支部ボウリング大会
2015年2月4日
参加：90名　場所： 東名ボウル

第11回尾張西支部ボウリング大会
2014年11月16日
参加：207名　場所： 稲沢グランドボウル

第10回退職準備セミナー
2014年12月６日
参加：51名　場所：全労済一宮会館

愛

知

労

福

協
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尾張北支部

東三河支部

岡崎・額田支部 知多支部

文化講演会
2015年1月18日
参加：156名
場所： 犬山南部公民館

書記・実務担当者研修会
2015年1月20日
参加：45名
場所： サイプレスガーデンホテル

退職準備セミナー
2015年1月24日・31日
参加：春日井88名・小牧78名
場所： グリーンパレス春日井・

小牧勤労センター

退職準備セミナー（豊橋会場）
2015年2月14日
参加：48名
場所：アイプラザ豊橋

退職準備セミナー
2015年2月7日
参加：106名
場所： 岡崎市勤労文化

センター

「文化講演会」
2015年１月24日
参加：205名
場所： アイプラザ半田

「小ホール」

西三河支部

海部支部

豊田支部

退職準備セミナー
2015年1月25日
参加：109名
場所： 安城市民会館

確定申告セミナー
2015年2月5日
参加： 80名
場所： 全労済刈谷会館

役員研修会
2015年2月6日
参加： 42名
場所：全労済刈谷会館

退職準備セミナー
2014年11月29日
参加：14名　場所： 東海労金津島支店会議室

豊田市長との懇談会（連合地協合同）
2015年2月4日
参加：28名　場所： 豊田市役所

労働法講座Ⅰ ～受講者募集のお知らせ～ ●申し込み･問い合わせ●

〒450-0002
　名古屋市中村区名駅4-4-38
　公益財団法人愛知県労働協会
　　　　労働教育グループまで
　http://ailabor.or.jp/rodo/
　TEL （052）485-7154
　ＦＡＸ （052）583-0585

愛知県労働協会では、以下の内容で労働法講座を開催します。どなたでもご参加いただけます。

場　所 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
名古屋市中村区名駅４丁目４－３８ 受講料 12,000円（5日間・税込）

● 6月 9日(火)18:45～20:45 … 労働基準法改正に向けて再確認すべき労働時間関連の判例実務
● 6月11日(木)18:45～20:45 … 就業規則を利用するに当たって再確認すべき判例実務/立法化を
 促した再確認すべき判例実務
● 6月16日(火)18:45～20:45 … 実務上の分岐点となる近時の労働判例と人事労務への影響
● 6月30日(火)18:45～20:45 … 待ったなし！人事・採用部門のためのマイナンバー制度への準備対策
● 7月 2日(木)18:45～20:45 … 採用トラブルに巻き込まれないための対処策と予防策
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愛知労福協が推進する福祉事業への支援・協力を求め、
愛知県・名古屋市へ「平成27年度要請書」を提出しました。

中部労福協「第４回代表者会議」が開催されました
～「連帯・協同でつくる安心・共生の福祉社会」を目指して～

昨年12月18日に愛知県ならびに名古屋市
を訪問し、平成27年度の勤労者福祉活動に対
する助成、文化・体育事業への支援、福祉事業
団体の活動支援などについて協力を要請しま
した。
それぞれご対応いただいた愛知県の森岡副
知事、名古屋市の新開副市長へ須田副会長よ
り「要請書」を手渡し、要請内容の趣旨説明と
意見交換を行いました。

２月26日（木）、ホテルグランビ
ア和歌山において、北陸・近畿・東海
ブロック12府県労福協の役員・代
議員が一堂に会し、中部労福協第４
回代表者が開催されました。今年度
は２年に１度の総会の中間年とし
て、2014年度経過報告・決算報告お
よび2015年度補強方針（案）・予算
（案）について審議し、満場一致で可
決承認されました。

勤労者の美術に対する関心を深め、創造意欲の高揚を図ること
を目的に、今年も㈶愛知県労働協会主催、愛知労福協・連合愛知・
中日新聞社共催による第32回愛知県勤労者美術展が開催されま
した。日本画26、洋画59点、書道61点、写真53点合計199点の応
募があり、出品作品は１月20日～25日の間、愛知県美術館ギャ
ラリーに展示されました。
また、１月25日には表彰式が行なわれ、各部門ごとの優秀作品
に対し、愛知県知事賞・連合愛知賞・愛知労福協賞をはじめ、後援
団体の東海労働金庫賞・全労済愛知県本部賞・住宅生協賞などの
各賞が贈呈されました。

ろうきん・労済・住宅
生協・福祉基金協会の
職員の資質向上と相互
の交流を目的に今年も
階層別に研修会を開催
しました。

中央労福協の活動方針に基づいた
労働者福祉運動の推進と各府県労福
協との活動交流や意見交換を通じ地
域性を活かした福祉の向上に寄与す
ることを確認しました。
総会終了後には、和歌山大学教授
の中島敦司氏による、自然保護を
テーマにした基調講演が行われまし
た。

第32回愛知県勤労者美術展開催

福祉事業団体職員研修会を開催

▶上段：愛知県との意見交換（左）と要請書提出（右）　
下段：名古屋市との意見交換（左）と要請書提出（右）

▶勤労者美術展表彰式の様子

▲若年職員研修会 ▲幹部職員研修会

◆若年職員研修会◆
開催日：２月12日（木）
会　場：�ワークライフプラザ「れあろ」
研修内容：ビジネスマナー��

�～職員一人ひとりが
　　「各団体の代表として」～

参加人数：28名

◆幹部職員研修会◆
開催日：２月20日（金）���会場：ワークライフプラザ「れあろ」
研修内容：（1）研修：「労働福祉と自主福祉運動の前進を！福祉は一つ、業者

とお客の関係を超えて～現実を直視し、歴史に学ぼう～」
（講師）中央労福協副会長���山本幸司�氏

（2）報告：�各福祉事業団体の事業報告と課題
（3）意見交換

参加人数：54名

6 7

愛

知

労

福

協



6 7

連

合

愛

知

朝からあいにくの雨となった3月
1日、連合愛知は名古屋・栄の久屋
広場において「賃上げで景気の底
支えを！『休み方』『働き方』改革
で長時間労働撲滅！」をスローガン
に、「2015春季生活闘争1万人総決
起集会」を開催しました。
これからヤマ場を迎える2015春
闘で、要求実現と機運の盛り上げな
どを図るために行われたこの集会に
は、土肥会長をはじめとする連合愛
知三役、構成組織からの参加者な
ど、約1万人の参加がありました。
青年委員会・女性委員会による

シュプレヒコール、各構成組織の旗
手登壇で集会がスタートし、続いて
土肥会長から「賃上げこそが成長の

源泉である。人間らしい・
働きがいのある仕事のため
に環境づくりと意識改革を
めざす。働く者が犠牲とな
る制度の上に立つ経済成長
はあり得ない。労働法制改
悪阻止の取組み等に力を結
集する。私たちの声を政治・地方行
政に届けるため、統一地方選挙の必
勝を期す。『月例賃金の引き上げ』
『労働時間短縮』『政策・制度の
実現』を３本の柱に、『格差是正』
『底上げ・底支え』『デフレからの
脱却』『経済の好循環』を果たすた
め、共に頑張りましょう。」との主
催者あいさつがありました。
続いて、大塚民主党愛知県連代表

のあいさつ、4人の代表の決意表明
の後、大久保彰副会長が読み上げた
「集会アピール」を参加者の総意で
採択、続いて第１８回統一地方選挙必
勝決議が行われ、可知青年委員より
特別決議、永井議員懇談会代表幹事
より決意表明が行われました。
最後に畑副会長によるがんばろう

三唱で、春闘勝利への意志固めを行
いました。

連合の全国一斉労働相談ダイヤル
の実施に伴い、連合愛知は２月12

日から３日間にわたって「解雇・雇
い止めトラブルなんでも労働相談ダ
イヤル」を実施しました。
今回は、連合愛知の11の地域協

議会役員が相談役となり、雇用契
約、解雇問題、退職、賃金・一時金
等、働く仲間から201件の相談を受
けました。
また、初日となる２月12日は、愛

知県下11ヶ所の駅頭で早朝街頭宣
伝行動を一斉に実施するとともに、
新聞、テレビ等を通じて宣伝活動を
実施しました。
連合愛知は、今後も「労働相談ダ

イヤル（0120-154-052）」などに
おいて、すべての働く仲間の不安や
悩みに応えるとともに、組織化を含
めて助言や支援を続けていきます。

連合愛知は2月25日、愛知県社
会福祉会館において「連合愛知助
け合い運動カンパ金寄託式」を行
いました。
「連合愛知助け合い運動」は本年
で23回目を迎え、連合愛知構成組
織の協力を得て集められたカンパ金
36,104,955円を愛知県共同募金会
に寄託し、民営小規模施設等整備費
や在宅福祉サービス関連車両整備
費、就職支度支援事業などに役立て
られます。
冒頭、連合愛知・愛知労福協を代
表したあいさつで土肥会長は、「本
年度も連合愛知助け合い運動の一環
として募金活動を実施し、組合員さ
んの理解のもと集めさせていただい

た。愛知労福協では、労金、全労済、
住宅生協、基金協会、愛知労福協の
事務所にそれぞれ募金箱を設置し、
訪れたお客様に周知をさせていただ
き展開してきた。それぞれの寄付金
を愛知県の社会福祉事業の一助にし
ていただきたい。」と述べました。
続いて、今回集まった連合愛知の
寄付金36,104,955円と労福
協の寄付金をそれぞれ愛知県
共同募金会の岡谷会長に寄託
しました。
岡谷会長からは、「中小で

は大変厳しい状況の企業も
多い中で多額のご寄付をいた
だき、皆様の活動に大変感謝
する。今後社会福祉や就職す

る児童のために使わせていただきた
い。」とお礼が述べられました。
1992年に助け合い運動が始まり、
これまで連合愛知が愛知県共同募
金会に寄託したカンパ金の総額は、
９億61万円となりました。
みなさんのご協力に感謝いたし
ます。

2015 春季生活闘争 1 万人総決起集会を開催

「パート・派遣・契約社員の労働相談ダイヤル駆け込みダイヤル」を実施

第23回「連合愛知助け合い運動」によるカンパ金寄託式
～一人ひとりの善意が大きな善意へ～

がんばろう！

働く仲間からの相談を受ける労働相談ダイヤル担当者

寄託式の様子



ライフプランセミナー
ライフプランを日本語に訳すと「人生設計」もしくは「生涯設計」になります。
東海ろうきんでは勤労者向けの「ライフプランセミナー」を開催しています。
今回から、そのセミナーの内容を誌上セミナーとしてご紹介いたします。

それでは、「ライフプラン」と「マネープラン」を一緒に考えていきましょう。

ライフプランとマネープラン
みなさんは ｢大きなお金のかかる時｣ ですか、それとも「お金の貯め時」ですか？
次号では「ライフプランとマネープラン」の全体像をモデル夫婦の事例を使い、
「大きなお金のかかる時」と「お金の貯め時」をイメージしていきます。

ププ
東海ろうきんの

❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶
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　（1）現状を把握する
　生活設計をする場合、まず大切なのは現状を把握して、将来を予測することです。

　①わが家の資産状況
　・現状の資産（預金等）と負債（住宅ローン等）の状況をつかみます。

　②年間の収入・支出・貯蓄状況
　・ライフプランを考える「決算シート」を作成します。

　③これからのイベント予測
　・将来の変化を、とりあえず大まかにシミュレーションします。
　「やりたいこと」を書き出して「ライフイベント表」を作成します。

　（2）これからのイベント予測とその費用
　三大イベント（結婚、教育、住宅）と定年後のセカンドライフ

　①結婚資金  ……結婚準備、出産費用
　②教育資金  ……学校教育費、大学生の生活費、入学金
　③住宅資金  ……住宅取得、リフォーム
　④セカンドライフ（老後）の生活費

ライフプランの必要性

セカンドライフを見据えたライフプランからの視点 

　みなさんの人生を旅行にたとえて考えてみましょう。
❶ 行き先を考える ⇔ 夢・人生の目標を描く
❷ 日程を考える ⇔ 人生90年時代
❸ 行き方を考える ⇔ 生き方を考える
❹ 予算を考える ⇔ お金の貯め方、使い方
❺ 旅行へ出発する ⇔ ライフプランの実行

　みなさんの人生も旅行計画と同じように、ライフプランを考えて、
　人生という旅の一歩を踏み出しましょう。
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空気が乾燥するこの時期は、一年で一番火災の発生件数が多くなります。
万一の際に生活再建ができるよう、住宅保障の点検をしましょう。

の 住宅保障講座

火災は他人事ではありません。

全労済愛知県本部（愛知県労働者共済生活協同組合）TEL：052-681-7741（平日9:00～17:00 土・日・祝日・年末年始は除く） 

❶ 約11分に1件の割合で火災発生！
平成25年の全国の総出火件数は48,095件で、約11分
に1件の割合で火災が発生したことになります。
建物火災の発生原因の第1位は「放火」となっていま
す。日頃から火の元に気をつけていて
も、放火や隣家からの類焼などの危険
があるので他人事では済まされません。
（消防庁：平成 26年度版消防白書より）

❷ 自分の家は自分で守る！
隣家の過失により火災が発生して我が家へ類焼した場合、
「失火責任法」により、出火元は「不法行為責任」（民
法第709条９には問われず、法律
上は隣家への損害賠償をすること
はできません。つまり、自分に非
がなくても、自分の家はご自身で
修繕しないといけません。

❸ 自宅が火元になってしまったら…
自宅が火元になった火災で隣家が延焼しても、重過失
がない限り損害賠償責任は発生しません。しかし隣家
が保険（共済）に加入していない場合や、保障が不足
している場合など、隣家に支出を強いることになって
しまい、トラブルの元になることが多いようです。
また、失火により賃貸物件を消失させた場合は、債務
不履行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災でも、貸主に対して損
害賠償の責任を負うことになります。
賃貸住宅に住む方は貸主への損害賠償に備える必要も
あります。

❹ 火災共済（保険）に加入しましょう。
防災対策をしていても「まさか」の事態は起こりえま
す。そんな「まさか」に備えて火災共済（保険）に加
入しましょう。持ち家の場合はもちろん、賃貸住宅の
場合も家財は自分自身で守る必要があります。日常生
活の中で徐々に買い揃え
られるので感じられない
かもしれませんが、全部
を買い直すと予想以上に
大変です。家財の保障も
準備しましょう。

お問い合わせ先

また賃貸マンションなどで隣室が火災となり、自室の家財に損害があった場合も同様
です。大切な住宅・家財はご自身で保障に加入する必要があります。
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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

〒456-0002　名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号　TEL.052-681-2011
http://www.aichi-jsk.or.jp/

相談窓口は
こちらへ…

ホームページ事業主体〈売主〉 宅建免許番号 愛知県知事（14）2662号
　　　　　　　  （社）愛知県宅地建物取引業協会会員・東海不動産公正取引協議会加盟

八事の丘に居を構える、
　　　　　全23邸の永住私邸。

AILE CITY YAGOTO OMOTEYAMA

※掲載の完成予想CGは図面を基に描いたもので、実際とは異なります。植栽は計画に基づいた成長後の予想図であり、入居時の姿ではありません。

販売代理

モデルルーム家具付分譲
《D1type 4LDK 90.65m2》

家具、エアコン、照明、カーテンをお付けいたします。
※モデルルーム使用期間／平成26年９月４日～現状有姿でのお引き渡しとなります。
※一部調度品は含みません

販売価格（消費税含）※10万円単位

3,400万円台～3LDK・72.19㎡

4,300万円台～4LDK・90.12㎡

事業主体・売主

限定１邸
販売価格（消費税含）

4,425
万円

営業時間／午前10時～午後６時（水曜日定休）※携帯電話からもご利用いただけます。

アイルシティ で 検 索

http ://www.ac -yagoto . jp 0120-636-136
お問い合わせ、資料のお申し込みは物件概要、その

他の情報はこち
らからご覧くだ
さい。

 

塩素系漂白剤か除光液を綿棒につけ、落書きを湿
らせていきます。乾いたら再び湿らせ繰り返します。
必ず換気を忘れないよう注意して下さい。 
色落ちすることがありますので、試してから作業し
てください。

トースターの出し入れ口などのステンレスやアルミ
部分にくっついてしまった場合、除光液やベンジン
などの有機溶剤でポリ袋を少しずつ溶かして落とし
ます。トースターの壁面など、塗装部分につくと塗
装がはがれてしまうので注意です。
最後に水拭きしてカラ拭きをします。

すぐに上から水をかけ、雑巾をか
ぶせ、その上から掃除機で吸い込
みます。
シミが残ってしまった場合、洗濯用
洗剤を雑巾に含ませて、シミの上
からたたくようにして取ります。こ
すると広がるので注意が必要です。

溶剤や洗剤を使えない部分に貼っ
たシールは、ドライヤーの温風を当
ててはがしましょう。
接着面に温風を当ててゆっくりとはがします。
高温になると粘性が増すので慎重に行いま
しょう。

“落としにくい汚れ”をとる！
壁紙の落書き！シール、くっついてしまったポリ袋、絨毯にこぼしてしまっ
た汚れ。拭くだけでは落ちない汚れを、除去する方法を紹介します。

油性ボールペンの落書き

絨毯にこぼした醤油

熱でくっついたポリ袋

①水をかける
　　↓
②雑巾を
　かぶせる
　　↓
③掃除機で
　吸い込む

家具や壁に貼られたシール
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住宅情報住宅情報
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シリーズNPO No.13

NPO法人 IRCジャパンは自転車のリサイクルを障害者の方の雇用機会にという活動を推進
している（現在、作業所は名古屋市内の「サイクルサービス名古屋」と福祉サービス事業所
あおぞらの２か所）。今回は一宮市千秋町「あおぞら」の作業現場を訪ね、IRCジャパンの
代表理事、稲葉勝哉さんと、あおぞらの生活支援員、本山靖人さんにお話をうかがった。

●あおぞらとの出会いからNPOに
＊稲葉さん：「前は、自転車のタイヤ
メーカーにいたのですが、10 年ほど前、
自転車修理専門店を始めました。補充
部品は廃自転車から探します。ある時、
廃自転車が山積みのここを見つけたん
です」。
　そんなところから 2009 年頃、あお
ぞらとの縁が深まっていくことに。
＊本山さん：「稲葉さんには修理部品を
提供する。代わりに、廃自転車をあお
ぞらに供給してもらう関係です」。
　それまでも IRC ジャパンでは、自
転車を通しての環境保護の活動などを
推進していたが、大震災（稲葉さんも
親戚の方を亡くされている）でのボラ
ンティア活動などを契機に 2012 年、
NPO法人となる。
＊稲葉さん：「被災者支援と障害者雇用
のための安定した仕組みづくりが狙い
でした」。
●タイヤの再生でリサイクルは率98％に
　あおぞらでの年間の処理台数は約
10,000 台。そのうち IRC ジャパン側
からの廃自転車の供給は 2,000 台～
3,000 台ほど。そのうち、稲葉さんの
本業で使えるいわゆるリユース部品は
5％程度。IRC ジャパンからのリサイ
クル原料、つまり廃自転車の供給が圧
倒的に多い。

　また、特に注目したい新兵器として今
年導入した自転車タイヤ用破砕機がある。
＊本山さん：「競輪・オートレースの補
助事業RING! RING! プロジェクトの補
助を受けました。ワイヤの入った自転車
タイヤは粗大ゴミでしかなかったんで
すが、これでワイヤとゴムが完全分離さ
れます。
　ゴムは燃料になるのでほぼ100％、廃
自転車はゴミが混じるので、全体では
98％のリサイクル率を達成しています」。
●障害者の余暇支援事業「ふう」
＊本山さん：「面談では、仲間と一緒に
出かけたい、何かしたいと聞きます。で
も、事業所では職員の土日勤務が増え
てしまう。」
＊稲葉さん：「それなら、NPOの事業と
して同じような事業所で働く障害者の
余暇支援を、となったんです。月1 回は
“アートだ！ふう”の日、もう 1 回は
“遊ぶぞ！ふう”の日。共同制作の大き
な絵を描いたり、お花見、バーべキュー
などをみんなで楽しんでます」。
　比較的障害が軽い自転車班リーダー、
＊高橋純さん：「どこへ行くかはみんな
で相談して決めます。次回はプラネタリ
ウムを見に行きます」と嬉しそう。お花
見や水族館へ行った写真も見せていた
だいたが、みなさんの生き生きした表情
が印象的だった。

■特定非営利活動法人
IRC ジャパン
事業所所在地・連絡先
〒451－0052
名古屋市西区栄生1 丁目31-10
TEL. 052-551-8855
FAX. 052-551-8856
MAIL. kosodate758@gmail.com
H.P. http://ircjapan.com/

要らなくなった自転車
マンションなどの放置自転車
ゴミとして処分する自転車
IRCジャパンが回収・撤去します
５台以上から出張回収します。
出張料、処分料すべて無料。

（※５台以下の場合は出張料2,000円と
なります）
放置自転車などでお困りの方は上記
IRC ジャパンまでお電話でお気軽にご
相談ください。

TEL. 052-551-8855

お天気がいいので、作業所前の前庭に出て
みんなで記念撮影。「はいチーズ！」

山積みされた廃自転車。
見方によっては資源の宝の山とも。

❶リムから外して、❷大まかに切り、❸特殊な粉砕機にかけると、ゴムと、
❹のワイヤーが分離される。自転車のタイヤはこれで 100％リサイクルされる。

毎年行われる 24 時間テレビの助け合い活動には、
みんなで話し合って募金活動に参加している。

競輪・オートレースの補助事業 RING!RING! プロジェクトの
支援によるタイヤ粉砕機。リサイクル率が格段に上がった。

自転車班リーダー、照れ屋の高橋純さん（左）と
忙しいとゴキゲンな 67 歳の脇田誠さん（右）。

不要サイクル（自転車）を 98％資源としてリサイクル

特定非営利活動法人  IRCジャパン

↑社会福祉法人
コスモス福祉会
障害福祉サービス事業所
あおぞらの社会福祉士、
生活支援員、本山靖人さん。↑ IRC ジャパンの

代表理事、稲葉勝哉さん。

東海ろうきん
NPO 育成支援

助成金団体
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