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音楽、アート、
パフォーマンス…
毎年、春と秋に
この高架下の

「和みの散歩道」に
みんな集まります。

和みの散歩道の会
名古屋市千種区

人にやさしい街づくり②シリーズ Ⅱ



終戦の翌年1946年に策定された都市計画にあった「池内猪高線」。その計画の全長約4.6kmのうち最後の未完成部分（振甫町
高見小学校北交差点の東から田代町姫ヶ池通まで）752mの工事計画が1991年に具体化し、住人に提示される。これに対し地
域住人は高架式道路建設に反対し、裁判までおこした。しかし結果は、2005年（愛知万博の年）、高架部分を含む道路として整
備されることに。そこから、2010年12月に「高架下・側道空間の整備計画検討会」、さらに2012年には「和みの散歩道」の会がス
タートする。人に厳しい環境を地域住人らが動いて、「人にやさしい」空間に生まれ変わらせた好例だ。

まるでみんなの“我が家の庭”の感覚
汗ばむ陽気の5月の下旬。日泰寺の門の

前の交番あたりから吉田さんに携帯で誘
導していただいてクルマで現地へ。

日泰寺の裏を西へ進み、しばらく行く
と、両側に防音壁のある高架道路に。その
防音壁の途切れるあたりを左へ折れて、
今度は下の道を逆に東へ向かう。突き当
たりにはヘアピンカーブ。そこを曲がる
と、携帯を手にした会長の吉田誠さんに笑
顔で迎えていただいた。
「ここ、分かりにくいですよね。でもおか

げで、この高架下はほとんどクルマは通ら
ない。全くの生活道路ですよ」。

高架下の空間と言えばやや暗いイメー
ジで捉えがちだが、ここは屋根付きの細
長い庭園＋その横にちょっと通り道があ
るという感覚。「じゃ、ここでお話ししま
しょう」と吉田さんはご自宅から椅子を
持って来られた。日向では暑いが、高架道
路の分厚い構造の陰になっている部分は
風通しもよく爽やか。高架の上を行き来

するクルマの騒音も、防音壁と防振ゴム
のせいかほとんど感じない。

10年も続いた高架工事差し止め訴訟
「この高架道路のできる以前にはクル

マ1台がやっと通れるくらいの道がある
のみ。まだタヌキやキツネやイタチが出
たんですよ」と、吉田さん。そんな閑静な
地に1991年、高架道路の計画が明らかに
なった。
「環境が損なわれる！と『環境を守る

会』を作って、私たち地域住人は大反対。
トンネルにする代替案を出したり、300
人規模のデモもしました。裁判でも争っ
ています」。しかし2011年、10年にもわ
たる裁判では住民側が結局敗訴に。
「その時、ネガティブに捉えるだけで

なく、高架の道路が決定したのなら、そ
の条件の中で最大限より良い環境を住
民たちで考えていこう！と前向きに考
えました」。

そう意識を切り替え、「高架下・側道空間
の整備計画検討会」での市側との話し合

いを通じ、できるだけ憩いの場となるよう
にして欲しいと積極的に働きかけていく
ことになった。とはいえ、市側としてはお
金のかかることはなかなか難しいと…。

しかし、そんな頃、降ってわいたように
嬉しいビッグニュースが飛び込んで来た。

今時貴重な赤レンガが大量に手に入る
「ちょうど、鍋屋上野の名古屋市浄水場

が老朽化して改修工事をすることになり、
なんと、明治・大正期に焼いた赤レンガが、
名古屋市水道局から名古屋市緑政土木課
を通じて大量に譲っていただけることに
なったんです。これなら、描いたイメージ
にぴったりとみんな大喜びでした。」

そこから、高架の道路の工事と歩調を
合わせるように、地域住人と、名古屋市の
行政とコーディネーター企業の三者で２
年かけてプランを練って行く。さらには、
名古屋市立大学の芸術工学部の研究室も
加わり、地域と行政と大学のコラボレー
ションでビジョンづくりはいっきに具体
化していく。特に散歩道の設計には大学の

ヘアピンカーブを回り込むと、無機質な
風景が緑と赤レンガの風景に一変する。

「今ではご近所みんな家族です」
と話される会長の吉田誠さん。

ダンボールの家を作るワークショップ。
子供たちが家を担いで帰ったと話題に。

会員が自慢の作品を持ち寄るアート展。
散歩道の壁が素敵なギャラリーになる。

人にやさしい街づくり②シリーズ Ⅱ

平成26年度第20回人にやさしい街づくり賞授賞
和みの散歩道の会
名古屋市千種区

みんなで作る “緑とレンガの散歩道 ”
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学生7人が携わった。「2013年５月の高架
道路開通を目指してみんなで毎月何度も
何度も話し合い、『和みの散歩道』のプラン
を練り上げていったんです」。

それと並行して、吉田さんらは2012年
7月に「和みの散歩道の会」を設立。市民参
加企画として、2013年１月に、レンガ花壇
づくりのイベントを実施した。これには地
域の住人ら200名ほどが参加している。レ
ンガの裏にみんな一言書いて積んでいる
ので、和みの散歩道への愛着もひとしお。
レンガの花壇の花や木も２月に地域の住
人みんなで植えた。

そして、2013年４月、高架道路の開通
の5月に１カ月先駆けて「和みの散歩道
オープン記念イベント」にこぎつける。

活動を通じて人にやさしい関係に
「『和みの散歩道の会』は、これからなん

です。会の活動をもっともっと持続・発展
させていかなくてはいけませんから。

かつては反対運動で対立していた市
側・緑政土木のみなさんに、スプリンク
ラーや掲示板を付けていただいたり、道案
内看板の相談に応じていただいたりと今
はとても協力していただけます。市側のみ
なさんからは『ここを活かしていく活動を
この先もちゃんとやってね』と、期待とも
プレッャーとも取れるお言葉をいただい

てます。
和みの散歩道オープン記念イベント

には緑政土木の部長さん、課長さん、主
幹さんなどが来られて、『ここは緑政土
木にとっても誇りだから、この活動や成
果を全国に発信するべき』と言っていた
だけるほどの関係にもなりました」。

地域の道路をめぐって対立していた
構図から緊密に協力し合う関係に。それ
もある意味「人にやさしい街づくり」と
言えるのかもしれない。

イベントごとに膨らむ参加者に嬉しい悲鳴
2012年に会が発足してからまだ、2年

半にもかかわらず、2013年９月「アート
と史跡散策」、2014年３月「音楽とアー
ト・まちあるき」（千種の文化の里づくり
の会主催「山手音楽祭の起点ともなっ
た」）、2014年9月「アートとコンサート、
つくろうマイマイハウス」、2015年4月

「高架下コンサート、アートと野点」、と
毎回盛りだくさんな内容で、イベントに
熱が入る。初めの頃は300人程度の参加
者だったのが、この4月のイベントでは、
800人もの人が集まった。

また、観客の多さもさることながら、
出演者・出展者・ワークショッププログ
ラムなども、場の魅力に惹かれてか増え
る一方。

名門名電高校の吹奏楽、オカリナの合
奏団、平均年齢65歳のジャズバンド、本格
的な気功・太極拳の演武、三味線の演奏、
和みの散歩道の会の会員による陶芸展、
写真展、絵画展、似顔絵、親子のワーク
ショップ「ダンボールで作る家・マイマイ
ハウス」、野点、‥‥等々と毎回盛りだくさ
んな内容だ。

屋外での音楽演奏などに、ご近所から
の苦情は？と吉田さんに聞くと「大丈夫、
ご近所には隈なく事前に回っているし、こ
の散歩道の催事や毎月の『愛護会』（毎月
の植栽の世話や清掃活動のボランティ
ア）などを通じてみんな家族付き合いもあ
るので、クレームはゼロです」とのこと。お
話しすると、ほとんど、私も参加したい、入
会したいという人ばかりなのだそうだ。

「人にやさしい街づくり賞」の賞状を手に会員の一部の地域住人の
方に集まっていただき喜びの記念撮影。後列右端は吉田会長。

展望台から西を眺める。意外と高い位置
なので夕陽がきれいだ。　

空気が澄んで
いると街並み
の向こうに伊
吹山や鈴鹿山
系も見える。

緩やかな階段の「和みだんだん」を上がると、そこはちょっと
した展望台。右側へ抜けると日泰寺のすぐ裏手に出る。

「人にやさしい街づくり賞」
この賞は、愛知県が、1994 年に制定し
た「人にやさしい街づくりの推進に関す
る条例」に基づいたもの。
条例の基準に沿う取り組みの中から、
「もの（施設・機器など）」や「活動」に
ついて、一般からの推薦・応募により、
選考委員会（数人の有識者と県関係者で
構成）の選考・調査・ヒアリングを経て、
年１回、平成 26 年度まで 20 回にわた
り表彰が行われた。
対象は、（1）「もの」：建築物、コミュニ
ティ道路、公園、商店街、機械や装置など。
（2）「活動」：地域活動、高齢者・障がい
者支援など。（3）その他、賞の趣旨に適
合するもの。これらについて、「人にやさ
しい」、つまり、＊バリアフリーが行き届
いているか、＊地域住民の参加が活発か、
＊誰でもが利用しやすいか、＊さまざま
な人たちの交流が活発か、などの基準に
照らして、賞が贈られている。

未開通だった部分

高架部分の
約160m。
その下が
「和みの散歩道」。

和みの散歩道マップ
日泰寺参道から日泰寺の西側を
通って「池内猪高線」に至る。東部医療

センター

錦通

サークル K

専修院

高見小

卍妙元寺

高見ストア

姫ヶ池通一鉈薬師

日泰寺

給水棟

揚輝荘
聴松閣

高見小学校北

郵便局 千種
税務署

ミスター
ドーナツ

池下駅 覚王山駅
広小路通

和みの
散歩道

交番
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愛知労福協第47回通常総会を開催
～「連帯と共同でつくる安心・共生の福祉社会の実現」を目指して～

愛知労福協は、５月22日に全労
済愛知県本部の「アビタン大ホー
ル」において、第47回通常総会を開
催し、2015年度の活動方針につい
てご承認をいただき、新たな活動を
スタートしました。

総会では、労福協が目指す「共生
社会の実現」に向け、地域における
自主福祉活動を通じた勤労者の連
帯・連携強化や労金・労済・住宅生
協・福祉基金協会および会員組合が
協働して行うセーフティーネット
の拡充による生涯福祉サポート体
制の充実など、５項目の活動方針を
掲げ実現に向け推進することを確
認しました。

また、本総会において、５年間に
亘り愛知労福協の会長としてご活

躍いただきました狗飼孝志氏が退
任され、後任に同じUAゼンセン愛
知県支部の畑慎一氏が選出されま
した。

◆ 2015年度活動方針 ◆

Ⅰ．福祉事業団体の基盤強化と
� 生涯福祉サポート体制の充実
Ⅱ．組織拡大・支部活動の活性化と強化
Ⅲ．中小企業・未組織勤労者の
� 福祉施策の充実
Ⅳ．活動推進の基盤整備と強化・充実
Ⅴ．国際交流の推進・社会貢献活動の推進

■ 会　　　長 …  畑　慎一（UAゼンセン）
■ 副　会　長 … 佐藤彰洋（JAM東海）
■ 副　会　長 … 須田　勇（情報労連）
■ 副　会　長 … 度会章仁（東海労働金庫）
■ 副　会　長 … 笠島邦夫（全労済愛知県本部）
■ 副　会　長 … 綱木富夫（愛知県住宅生協）
■ 常 任 顧 問 … 土肥和則（連合愛知）
■ 事 務 局 長 … 小林　宏（専従）
■ 副事務局長 … 加藤秀晃（専従）

● 2015年度　役員体制（三役） ●

狗飼会長退任あいさつ 畑新会長

第47回通常総会

支
部
だ
よ
り

名古屋金山支部 尾張北支部

海部支部尾張西支部

名古屋中支部 名古屋東支部 名古屋西支部
会員全体セミナー
2015年5月12日
参加：30名
場所：中部国際空港

実務担当者・書記研修会
2015年5月19日　参加：54名
場所：�名古屋クラウンホテル・新名古

屋ミュージカル劇場

2014年度春季全体会議
2015年5月8日
参加：45名
場所：東海労働金庫金山支店

実務担当者研修会
2015年5月21日
場所：�名古屋ダイヤモンドビ

ルディング会議室

第29回ソフトボール大会
2015年5月23日
場所：�西枇杷島ソフトボール場

（みずとぴあ庄内）

奥村幸治氏�文化講演会
2015年2月10日
参加：182名
場所：�尾西グリーンプラザ

尾張津島藤まつり写生大会
2015年4月25日～5月6日
参加：632名
場所：�津島市天王川公園

第14回チャリティーゴルフ大会
2015年5月11日
参加：66名
場所：ベルフラワーカントリー倶楽部

第38回卓球大会
2015年5月24日
参加：106名
場所：愛西市佐織体育館

ろうきん地域行事「ボウリング大会」
2015年3月10日
参加：�63名�

（21チーム）
場所：�小牧コロナ�

キャットボウル

支部ソフトボール大会
2015年5月23日
参加：135名（9チーム）
場所：小牧村中運動場
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第38回労働福祉功労賞受賞者の８名を表彰

ブロンズの会施設見学会を実施

愛知労福協第47通常総会において、
第38回労働福祉功労賞受賞者の表彰
式が行われ、対象者８名の内、ご出席
の５名の方に労福協から表彰状・ブロ
ンズ像およびバッチを、愛知県から知
事感謝状が贈呈されました。

労働福祉功労賞は1978年（昭和53
年）に発足以来、歴史を積み重ね、今回
の受賞者を含め183名の方々が顕彰
されています。

愛知労福協の労働福祉功労賞受賞者で構成する「ブロンズの会」の恒例行事とな
りました施設見学会が、５月13日に23名の会員が参加し実施されました。

午前中には名古屋市博物館において、江戸時代に浮世絵を中心に巻き起こった
猫ブームをテーマにした特別展を見学し、午後からは減災の最先端が終結する名
古屋大学の減災館を見学しました。

第38回労働福祉功労賞受賞者

名古屋大学減災館

◦東　　正元�氏（トヨタ自動車労組）
◦狗飼　孝志�氏（UAゼンセン愛知県支部）
◦三村　　琢�氏（日本ガイシ労組）
◦小笠原孝敏�氏（三菱重工労組名航支部）
◦渡邊　正美�氏（トヨタ紡織労組）
◦廣田　信之�氏（愛知製鋼労組）
◦大野　公嗣�氏（中北薬品労組）
◦牧原　靖範�氏（中央発条労組）

名古屋北支部 名古屋南支部

東三河支部

西三河支部

豊田支部 岡崎・額田支部尾張東支部

知多支部
ファミリー潮干狩り
2015年4月19日
参加：872家族・2,305名
場所：西播豆鳥羽海岸

第27回ソフトボール大会
2015年5月10日
参加：12チーム・171名
場所：�デンソー西尾製作所
　　��グランド

第29回海外ツアー
2015年
5月18日～5月25日
参加：16名　場所：スペイン

友の会第１７回定期総会
2015年4月18日
参加：66名
場所：大同健保会館

2015年春季会員全体会議
2015年5月11日
参加：44名
場所：�アビタン

第３回支部ツアー「三菱重工業
長崎造船所視察ツアー」
2015年5月11日　参加：20名
場所：�福岡（門司港）・

長崎（軍艦島・
三菱重工業長
崎造船所）

名古屋北支部ソフトボール大会及び地域清
掃活動(同時開催)
2015年4月12日　
参加：100名
場所：三菱電機㈱守山グラウンド

第33回支部ソフトボール大会
2015年5月31日
参加：10チーム・120名
場所：�東芝ライフスタイル㈱グランド

第34回写生大会
2015年4月18日　参加：応募作品数180作品
場所：�東浦町「於大公園」

働くものの青空フェスタ
2015年5月17日
参加：680名
場所：くらがり渓谷

潮干狩り
2015年5月16日
参加：523名
場所：東幡豆海岸

2015年
労福協豊田支部会員代表者会議
2015年5月20日～5月21日
参加：47名
場所：ホテル竹島（蒲郡市）
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「全国研究集会」が開催されました。
中央労福協主催の「全国研究集会」

が、６月４日から５日にかけて愛知
県春日井市のホテルプラザ勝川にお
いて、全国から260名を超える参加
者を集め盛大に開催されました。

今回は、「持続可能な社会と若者の
未来」をメインテーマに、初日は、立
命館大学国際関係学部教授の高橋伸
彰氏とNPO法人さいたまユースサ
ポートネット代表の青砥恭氏による
講演が行われました。

また、２日目には、中京大学国際
教養学部教授の大内裕和氏から「貧
困ビジネスと化した奨学金、苦悩す
る若者たち」の講演があり、その後、

連合・非正規労働センター総合局長
の村上陽子氏と高校教師の富崎豊
和氏を交え、中央労福協山本副会長
をコーディネーターに「深刻化する
雇用劣化と奨学金問題の改善に向
けて」をテーマに、パネルディスカッ
ションが行われました。

今回の研究集会においては、政府
が進める「成長路線」が人々の生活を
豊かにし「持続可能な社会」を保障す
るものか、また、現在の「奨学金」問題
を焦点に、「若者の未来」がどうなる
かを考察する中で、それぞれの現状
や課題について理解を深めました。

４月３日（金）午後２時から、れあろ
６階大会議室で開催しました。総会
では三木会長のあいさつに続いて県
労福協より小林事務局長、各福祉事
業団体の代表者のみなさまからお祝
いのごあいさつを頂きました。今年
度は中間期であり役員改選はありま
せんでしたが、会員拡大と行事参加
の増加、各福祉事業団体の利用拡大
を重点課題として取り組みます。そ
して総会後の講演では、愛知県がん

センタ－名誉総長の富永祐民先生よ
り健康長寿への道「私の実行してい
ること」について講義を受けました。

全労済地域行事「潮干狩り」
４月18日（土）快晴の中、西尾市の「西幡豆；鳥羽海岸」に

は親子を中心として802家族・3,409人（大人1,723人／子
供1,686人）の組合員が参加しました。今年は干潮時間が
11時でしたので受付開始から大勢の方が並ばれ、途絶える
ことがない状況の中、海岸までの堤防下ではテントがずら
りと並び家族でバーベキューを囲むなど楽しく過ごされ
る姿が多くみられました。潮が引いた海辺に貝を採る風景
が広がりバケツ一杯の収穫に笑顔があふれた１日でした。

受付

森岡副知事あいさつ

パネルディスカッション

潮干狩りの風景

三木会長挨拶

総会代議員のみなさん 講師：富永先生

● 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

労働法講座Ⅱ ～受講者募集のお知らせ～～受講者募集のお知らせ～～受講者募集のお知らせ～
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）

９／１（火） 18:45～20:45

９／４（金） 18:45～20:45 労働者側弁護士が説く！  実践  時間外割増賃金請求マニュアル
９／８（火） 18:45～20:45

９／１５（火）18:45～20:45 退職勧奨、解雇をめぐる法的問題と企業の対応策　 ～トラブルなく円満な合意退職を実現するための留意点とは～

９／１７（木）18:45～20:45 非正規社員をめぐる問題と今後の動向　 ～派遣・契約社員・パートタイマーに関わるトラブル事例や法改正の最新動向から学ぶ～

国会提出法案の最新動向と施行直前の各種法令の実務チェック

どうなる！？ どうする！？ 労働法制・政策の行方と今後の企業実務に与える影響

第９回定期総会を開催

名古屋ブロック

労
福
協
・
友
の
会

愛
知
県
労
働
協
会
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連合愛知は４月18日、名古屋市
久屋大通公園久屋広場において、第
86回愛知県中央メーデーを開催、
会場にはおよそ3,000人が集まりま
した。

開会に先立ち、今年は戦後70年
を迎えるにあたり平和について考え
ることをテーマに、連合沖縄　大城
会長より沖縄の平和問題の現状報告
と、愛知琉球エイサー太鼓連のみな
さんによる「エイサー」が披露さ
れ、華々しくオープニングを飾りま
した。

冒頭あいさつに立った土肥実行委
員長は「戦後70年の節目として、
これまでの平和行動の継続や、自然
環境問題、防災活動などの節目毎に
しっかりと向き合い、風化させない
取り組みの必要性を訴えるととも
に、労働者保護ルール改悪阻止につ
いては、「連合愛知一丸となって取
り組んでいきたい」と述べました。
続いて来賓として愛知労働局の藤澤
局長、愛知県の大村知事、民主党愛
知県連の大塚代表があいさつを述べ
ました。

その後、「家族の過労死について
考える」と題し、過労死を考える家
族の会、寺西笑子代表より特別報
告、田中青年委員会委員より「労働
者保護ルールの改悪に断固反対する
特別決議（案）」を提案し、全体の
拍手で決議されるとともに今後の取

り組みを確認しました。
最後に、働くことに最も重要な価

値を置く社会の創造の実現をめざし
た「第86回愛知県中央メーデーア
ピール（案）」を須田副実行委員長が
読み上げ、参加者の総意で採択しま
した。

終了後には、栄メルサ前において
街頭宣伝行動を行い、メーデーの意
義と労働者保護ルールの改悪阻止に
ついて訴えました。

みんなの安心のため、さらなる一歩を踏み出そう！
～第86回愛知県中央メーデーを開催～

あいさつに立つ土肥実行委員長

愛知琉球エイサー太鼓連のみなさん

1997年から始まった世界寺子屋
運動に、連合愛知は国際連帯活動
の一環として、これまで取り組んだ
18年間で、構成組織の協力を得て、
書き損じはがきや切手、クオカー
ド、テレカ、往復はがきなどの寄付
を行っています。この活動での具体
的支援は、集約したはがき等を換金
し、これを資金として10カ国、21団
体の学校建設・教師育成・識字教育
などに役立てられています。

今年度も連合愛知は、5月19日、
構成組織などから集約された書き損

じはがきや切手・金券類、約21,000
枚を贈呈しました。はじめに連合愛
知土肥会長からは「世界の中で識字
教育ができない方々に役立てても
らえるよう、今後も世界寺子屋運動
の趣旨を貫いて活動していきたい」
との挨拶があり、矢野理事長からは
「発展途上国の教育支援は非常に
大切であり、今後もユネスコを通じ
てできる限り支援していきたい」と
お礼の挨拶がありました。その後の
意見交換では、ネパールの震災にふ
れ、山岳地帯に多くの人々が生活し

ており、非常に大変な現状にあるこ
となどが報告されました。

連合愛知は、今後においても海外
支援活動の一環として継続して取り
組んでいきます。

連合愛知青年委員会は5月10日、
尾張中地協メーデー会場となったグ
リーンパレス春日井の体育館におい
て「ECO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始
まり、本年度で７回目となります。

メーデー会場は、春日井市主催の
「2015わいわいカーニバル」の一
部でもあり、多くの家族連れで賑わ
いました。

連合愛知青年委員会の委員11名
はグループに分かれ、体育館外では
「環境に優しい10の生活（連合エコ
ライフ21の取り組み）」のうちわを
配付しながら来場を呼び掛け、体育
館内では「節電の重要性を体験（自

転車発電）」「新聞エコバッグ作
り」の２コーナーを設置し、来場者
に対して環境保全の重要性を訴えま
した。

また、連合愛知マスコットキャ
ラクター「ここあ」との撮影会もあ
り、各コーナー周りには、小さなお
子様を連れた親子連れなど多くの人
だかりができました。

参加者からは「電気をおこすこと
は、こんなに大変なんだね。電気を
大切に使おう」などの感想が聞かれ
るなど、多くの方々と触れ合うこと 
のできた有意義な機会となりました。

すべての人に教育を！ 〜書き損じはがき21,000枚を贈呈〜

ECO（エーコ）とやろう！ 〜地球のために、みんなのために〜

書き損じはがきを贈呈する土肥会長

自転車をこいでラジオを聞こう
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ライフプランセミナー
東海ろうきんの

❷
ライフプランとマネープラン

　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。
　先回からに引き続き誌上セミナーを開催します。

　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。

　結婚・教育・住宅・セカンドライフの「4大資金」と年度収支がマイナスの年を図に描き、マネープランのヒ
ントをメモしました。この図から「大きなお金のかかる時」と逆に「お金の貯め時」がイメージできます。
　今は「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？
　人生において「大きなお金のかかる」ライフイベントとセカンドライフに対して、どれくらいの資金が必要か
を知り、「お金の貯め時」を使って事前に積立てることが大切です。時間を味方につけて少しでも早くスタート
してください。

●４大資金と年度収支がマイナスの時

60歳40歳30歳20歳 70歳50歳 65歳

一般財形

財形住宅

財形年金

まずは100万円を
目標に

貯蓄先取りの考え方

非課税メリット
生かした資金づくり

セカンドライフの
資金不足に個人年金

公的年金の支給
は65歳から

●財形貯蓄制度を活用 夫婦の公的年金
のしくみ

住宅ローンを軽く
する繰上返済

教育費の準備は、子供が
生まれたらスタート

結婚 住宅 教育 セカンドライフ

60歳以降の総生活費
予測、8,400万円

複利の効果を
味方につける

〈高校・大学の負担大〉

〈住宅ローン返済期間〉

〈繰上返済〉
人生には
お金の貯め時
がある！

人生には
お金の貯め時
がある！

ライフプラン
を考えた
住宅ローン

結婚費用600万円時代

給与天引きが積立のコツ

貯め時貯め時 貯め時貯め時 貯め時貯め時 貯め時貯め時
働くことが
あたりまえ！

◎夫は会社員、30歳で結婚し妻はパート勤務。
◎子供2人の夫婦、大学まで教育費負担。
◎夫は40歳で住宅取得し、60歳で定年退職。

モデル夫婦の事例で描きました
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2215Ｕ001

の
住宅保障講座

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） 

自宅が火元になった火災で隣家が延焼しても、故意や重過失で
ない限り「失火責任法」によって損害賠償責任は発生しません。
しかし隣家が火災保険（共済）に加入していなかったり保障が
不足する場合は、隣家とトラブルになってしまうことが多いよ
うです。
いくら法的に賠償責任を問われなくても、その後のご近所付き
合いを円滑にするために、万一の失火へ備えておきましょう。

お問い合わせ先

自宅が火元になってしまったら…

類焼損害保障特約

1億円
月払掛金
200円

●新火災共済に30口以上
　加入している場合にセットできます。

類焼損害共済金
支払事由 支払限度額

住宅から発生した火災、破裂または爆発に
より、近隣の住宅およびそこに収容される
家財に生じた損害

近隣への延焼による損害に対応 ！NEW
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シリーズNPO No.14

運河の町、半田市。ここには、江戸後期から明治の豪商たちが築いた邸宅や蔵などがあり、
特に運河沿いの風景に独特の文化が薫る。そうした邸宅のひとつに、旧中埜半六邸がある。
NPO法人半六コラボが進める「半六プロジェクト」は、取り壊し寸前だったこの町の文化
遺産を蘇らせ、市民の手で活用していこうという活動だ。

●大鵬関も半六邸から名古屋場所に通った
　「中埜姓と言えば、半田では「ミツカ
ン酢」が有名ですが、両家とも、中埜
半左衛門家 からの分家で親戚筋にあた
ります。海運業と醸造業で栄えたとい
うことです」。庭園の一角にある東屋で、
杉浦さんにまずその歴史からお話をう
かがった。
　この半六邸には十一代目半六氏が子
供の頃まで住まわれた。戦後は一時料
理旅館として使われ、その後二所ノ関
部屋の宿舎となり、横綱大鵬がここか
ら名古屋場所に通った（母屋の二階に

「大鵬の間」がある）。
●取り壊して公園に「ちょっと待った！」
　「2001 年〜 2009 年は、任意団体が
半六氏の許可を得て、お茶会などのイ
ベントを開催。その収益を邸宅修復の
費用にあてていました」。
　やがて、ここを市が買い上げるとい
う話が持ち上がる。運河周りの景観を
損ねるような建物が建つのを防ぐ目的
だったとか。
　「それを聞いて最初はホッとしまし
た。でもよく聞けば、建物の耐震改修
にお金がかかり過ぎるから取り壊して
公園にすると言う。半六邸はまちの宝。
貴重な地域資源です。壊してしまった
ら 2 度と取り戻せないのに」。
　そこから署名活動や市との話し合い

を重ね、市民の力で耐震改修と修復メ
ンテナンスをしていくことになる。　
●寄付＋市民ファンドで改修を実現
　課題は、耐震を含む改修費用、改修
後の活用計画、運営主体の 3 つ。
　耐震は木造軸組建築の限界耐力計算
法で対応。運営主体は市の要請で NPO
法人を立ち上げた。しかし大きいのは
耐震工事を含んで 6,000 万円もかかる
改修資金だ。
　「それには寄付と市民ファンドの 2 つ
の手法を考えました。NPO は出資を募
ることができないため、ファンドを募
る別会社を立ち上げ、NPO では寄付を
集めます」。
　また、テナントとして「お豆腐工房
いしかわ」に入居してもらい、家賃を
初期費用の返済にあてることを決定。
母屋の 2 階をアートスペースや教室に
使用してもらう貸し部屋事業も行うこ
ととなった。

＊　　　　＊　　　　＊
　「民間でも行政でもない NPO だから
こそ、この半六邸でできることがある
はずです」。
　改修中だった近くのミツカンミュー
ジアムも今年完成の予定。市長の「観
光元年」宣言も追い風となる。半六邸
の 11 月完成を目指し、杉浦さんもます
ます忙しい。

■特定非営利活動法人  半六コラボ
半六邸の所在地・連絡先
〒451－0052
愛知県半田市中村町1-7

（旧中埜半六邸）
アクセス：JR 半田駅より東へ徒歩6 分
TEL. 050-5848-1111
       （月〜金の9 〜18 時受付）
FAX. 0569-29-4315
MAIL. hanrokucollabo@gmail.com（杉浦）
H.P. http://hanroku-collabo.org

●寄付のお願い
募集期間：平成 26 年12 月中旬より
申込み単位：1 口 5,000 円
募集主体：NPO法人半六コラボ
問い合わせ先：上記連絡先
※ 2 口以上、寄付をいただいた方の

お名前はホームページ、ニュース
レターに掲載させていただきます。
20 口以上寄付をいただいた方のお
名前は、11 月に完成する半六邸内
に設置するプレートに掲載させてい
ただきます。

土蔵を改造して作られた豪華なトイレ。
シャワートイレでバリアフリーも万全。

運河沿いの半六邸東側。土蔵・石垣・黒板塀・
差し掛かる大きな木が独特の風情を醸し出す。

庭園からはお隣の「国盛・酒の文化館」の
建物が間近に見える。

敷地の南側の広場側から母屋とクド（炊事
場）を臨む。改修工事が着々と進んでいる。

半六邸の西側にある土蔵と正面玄関。
実際には土蔵は漆喰の白壁だった。

運河の潮位に連動していたという池のある日本庭園。
写真中央に新たに作られた東屋が見える。

イベントで出店の「お豆腐工房
いしかわ」。ここがテナント第 1 号。

4 月、イベントでの緑陰コンサート。
土蔵跡の石垣がステージに。

「まちの宝を 遺して 活かす」を
モットーに文化遺産を再興・活用

特定非営利活動法人  半六コラボ

「まだまだやることがいっぱいです」と
杉浦明巳さん（NPO 法半六コラボ理事長）

東海ろうきん
NPO 育成支援

助成金団体


