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発掘調査を進めるうち、
そこに石垣が現れて
信長の築城の歴史の定説が
大きく書き換えられました。

シリーズ

あいちの
イイとこ
探檢隊 ⑳

れきしるこまき・小牧山城（小牧市）
愛知県労働者福祉協議会

小牧・長久手の戦いの
陣地利用
（家康時代）
以前に
信長の“首都移転+ニュータウン”
構想が実践されていた

シリーズ

あいちの
イイとこ

原寸大の石垣模型に投影されるプロジェクション
マッピング。
見る人の手の動きで映像を選択する。

探檢隊 ⑳
愛知県には魅力ある人・
場所・出来事がまだまだ
いろいろ。そんな愛知の
とくダネを毎号シリーズで
お届けしています。

れきしるこまき・小牧山城
（小牧市）

「お城」と聞くと私たちは、名古屋城や姫路城のように周りを高い石垣が囲み、高くそびえる天守を思い浮かべる。だが、この
「近世城郭」様式は、織田信長が作った安土城よりあとの300城ほど。それ以前の3万から5万城ほどの城は石垣はあっても
一部で、土塁を築いて作る砦のイメージだった（中世城郭）。学会の定説でも「中世城郭から近世城郭に切り替わるのは安土
城から」とされていた。ところが小牧山の発掘調査で、なんと、家康時代の層の下から立派な構造の石垣が発掘される。それ
は学会の定説を書き換える大発見だった。調査は今も進行中。毎年新しい発見に目が離せない。


を確認する
◆“ここには何もない”

学校の教科書に「小牧」が登場するのは
「小牧・長久手の戦い」で家康が陣地として
1年ほど砦を築いていたことくらい。
でも、その家康時代の21年前には確か
に信長が清須からここに移転し、ここで岐
小牧山の発掘調査で信長時代のお城の
阜城へ移る前の4年ほどを過ごしている。
石垣が発見されてからもさらに発掘調査
小野さんとしては、
“何も出ない”ことを
が続いているという。そこで、実際に発掘
確認する以上に“何かあるはず”への期待
調査に携わる、小牧市教育委員会小牧山課
も大きかったのではないだろうか。
史跡係専門員の小野友記子さんに最近の
「歴史に切れ目のない名古屋城のように
調査の成果などをお聞きした。
ここは資料が豊富なわけではなく、空白時
「小牧山自体は昭和2年にすでに“国の史
代も長かったので資料も少ない。それなら
跡”に指定されていたのですが、平成10年
地面に訊くしかないと、まず家康が築いた
頃、今から20年ほど前から、
“史跡整備”を
2面から掘り始めると・・・。そしたら、その
進めることになりました」
（小野）。
下から出ちゃったんです。石が並んでる！
大学で考古学を学んだ小野さんは平成
びっくりです。石垣のある『近世城郭』は信
12年に入庁。その4年後に小牧山の担当を
長の小牧時代から13年後の安土城からの
任される。
（小野）
。
「お城は専門外だったので、私、ムリです。 はずなのに」
この歴史をくつがえす大発見から、小牧
と言っていたのですが、
『 信長も砦程度に
市としても本腰を入れて調査に取り組ん
しか使ってなかったはず。なにも出ないか
でいった。その本気が実を結んだのがこの
ら構えずにまあやってみて』と。それなら
「れきしるこまき」
というわけだ。
それで、何もないことを確かめるのも調査
だからと」
（小野）。

ための 発 掘 調 査 から始まった
事業
「史跡整備」

石の表面の土が取り除かれて現れた
「佐久間」
の墨書き。
石垣への墨書例ではこれが日本最古の例。
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はガイダンス
◆「れきしるこまき」
施設＋次代に引き継ぐ生きた情
報の集積

「『れきしるこまき』
は、小牧山城の自然・
文化・歴史の“いま”
を伝えるためのガイダ
ンス施設＋最新発掘情報の発信拠点。
2019年4月25日にオープンしたばかりで
す」
とお話しいただいたのは、
一般財団法人
こまき市民文化財団小牧山城史跡情報館
「れきしるこまき」
の学芸員菅沼加那さん。
（ちなみに小牧山の山頂にあるのは、昭
和43年に篤志家の寄付により建てられた
「小牧市歴史館」。市民にはこれが「小牧城」
のオマージュとして定着している。
）
「お城という捉え方で言えば、この小牧
山全体がまるごとのお城。まだその存在さ
え明らかになっていない天守は、お城を構
成するいろいろな要素の中の1要素に過ぎ
ません。小牧山全体が1つの「お城」なので
す。
（菅沼）
」
。
まだ山頂周辺の石垣の部分（面積ではほ
んの数％）の発掘が進んだのみだが菅沼さ

で、ふだん館内の展示についての解説など
山頂付近の石垣の構造の模型。2・３段に分けて作られた石垣 「れきしるこまき」
をされている学芸員の菅沼加那さん。
は下から見上げるとひと繋がりの高い石垣に見える。

床に投影された地図上の城が人の動きに反応して動く。

こまき巡回バス
小牧山前

床の円の中でだけ聞こえる指向性スピーカーによる解説。

んや小野さんはじめ調査に携わる人たち
には、小牧山そのものと重なる「小牧山城」
の全体像が、発掘が進むにつれて見えてき
ているのかもしれない。

最近では建物の手がかりとなる屋敷跡
の礎石なども山頂付近で見つかった。
そしてさらに、新たに浮かび上がってき
たことに信長のニュータウン計画がある。

http://www.komakiyama.com/rekishiru

〒485-0046 小牧市堀の内一丁目2番地

 牧山城をめぐる2時代のピーク
◆小

 盤の目の区割りから下水道整
◆碁

小牧山をめぐっては②1584年、
「 小牧・
長久手の戦い」の家康時代の本陣としての
1年間と、そこから21年の空白期間を遡っ
た①信長の4年間という2つの時代の山場
が最近20年ほどの調査で明らかになった。
そして調査が進むにつれ①の信長の「小
牧山城」が脚光を浴びている。この「れきし
るこまき」では、こうして毎年のように出
てくる発掘調査の成果、当時の斬新な工法
や生活文化などが紹介されている。出土し
た3段の石垣の視覚効果や、敷地の区割り、
通路の配置等々。知れば知るほど信長の非
凡さにおどろくばかりだ。
「れきしるこまき」では、それらを表現す
るのに、原寸大の石垣模型に投影するプロ
ジェクションマッピング、人の動きに反応
する床面スクリーン、指向性スピーカー
等々、ハイテクの粋を駆使している。
「それらの技術を導入したのは、実は、毎
年のように新たに発掘されるものによって
事実関係が変わってしまってもすぐに更新
できるようにするためなんです」
（小野）。

歴史上初の近世城郭の可能性だけでもセ
ンセーショナルなのに、さらに小牧山城の
南側には城下町があったことも分かって
きている。
「小牧に移る前の清須は、もともとの地
の利を生かした町でした。ところが、ここ
は川の水運も街道もない。そこに信長は碁
盤の目状の街区を1から計画し、下水も整
備し、家臣・職人等の住人の区割りもして
います。ニュータウンですね」
（小野）
。
それはまるで家康の
「清須越し」
では？
「そうなんです。家康の『清須越し』は信
長の手法を真似てます」
（小野）
。
わずか4年で成し遂げた石垣のお城作り
とニュータウン。この時、信長、齢わずかに
30歳。仮の砦どころかそこまで心血を注い
でいたのにも関わらず、岐阜城が獲れそう
うだと見るや、さらに天下を我がものにと、
未練もなく岐阜城に向かうあたりは、いか
にも天下人信長らしいところだ。

小牧山課史跡係専門員の小野友記子さん。 暑い日も寒い日
も晴れている限りは発掘現場にいることが多い。

山頂の
「小牧市歴史館」
の周辺での石垣の発掘調査。これだ 2段・3段と段築された石垣。当時の城作りでは誰も見たことが
けでも充分な存在感がある。
ないユニークな工法だったはず。

家康より信長の時代が脚光を
浴びる

備まで元祖「清須越し」
は信長が
実現していた

TEL

0568-48-4646

FAX 0568-75-4651
●常設展示室入場料
一般100円、団体（30人以上）60円
※当館常設展示室への入場料で山頂の小牧
市歴史館有料エリアへも入場できます。
●開館時間 9：00〜17：00
（常設展示室への入場は16：30まで）
●駐車場 小牧山北駐車場
（100円/30分、ただし最初の2時間は無料）
バス専用駐車場（無料）有
●交通アクセス
※名鉄小牧線「小牧」駅西へ1.9km
（徒歩約20分）
※こまき巡回バス
「小牧山前」下車徒歩5分
※名鉄バス ピーチバス
「小牧市役所前」下車徒歩5分
※車/小牧インターから5分

【発掘現場の見学について】
◆基本的に平日・晴天時の9：00〜15：00に
フェンス越しにご覧いただける場合もあり
ますが、作業日は未定です。
◆通常、期間を区切っての発掘調査の終盤に
は1日限りで実際の調査箇所に入って見学
できる「現地説明会（見学会）」を開催して
おります。詳しくは上記連絡先まで。
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「労働者のための福祉」を
「労働者による福祉」で

愛知県労働者福祉協議会
会長

畑

慎一

謹んで新春のお喜びを申し上げます。

になすことは何でしょうか。そんなに難しいことでは

旧年中は、愛知労福協をはじめ、東海労働金庫、こ

ないでしょう。個人としてできることは、感染防止に効

くみん共済 coop 愛知推進本部、福祉基金協会（ハー

果があるとされることを徹底すること。感染した人を

トフルセンター）の諸活動や事業推進に対し格段のご

差別しない。医療現場で働く人に謂れのない中傷をし

理解とご協力を賜り心から感謝申し上げます。

ないこと。組織・団体としてやるべきことは、その組

昨年は新型コロナウイルスの感染拡大に翻弄され

織・団体がこれまで行ってきたことを、時代にあった

続けた一年間でした。愛知労福協もおそらく創立以来

改良を行いながらも地道に着実に、行っていくことで

初めて、定期総会を文書による議決という形式で執り

はないでしょうか？何か新しく画期的で、速効性のあ

行うこととなりました。いくつかの機関会議も中止、延

る取組みなんてそんなに簡単には見つからないでしょ

期、文書開催となり、支部におけるイベントも中止や

う。特効薬は、長年の研究や治験、失敗の繰り返し安

延期を余儀なくされました。愛知県などとともに実行

全性の繰り返しの確認を通して初めて特効薬足りえ

委員会を構成する「勤労者スポーツ大会」も中止とな

るのです。

りました。また、中央労福協や中部労福協の機関会議
や研究集会なども Web による開催となりました。

労福協は、２０１９年に示した「２０３０ビジョン」を

この感染症は未だ終息の見通しを立てることも難

支柱として活動を続けています。愛知労福協もその一

しい状態です。こうした状況下で我々が何をなすべき

端を担う地方組織として本年も取り組みを進めてい

か、ノーベル賞作家であるカミュが７０年前に発行し

きます。従来通りとはいかない点もありますが、他団

た小説「ペスト」の中でこう登場人物に語らせていま

体との連携も深めながら「誠実さ」を体現していきた

す。
「ペストと闘う唯一の方法は誠実さだ」と。ご存じ

いと考えます。もちろん、今までどおり福祉事業団体

のとおり、ペストは新型コロナウイルス同様感染症の

の事業推進を通じ、はたらく仲間の福祉の向上に努

１つで、
「黒死病」とも呼ばれ記録に残る限りでは３回

めることに何ら変わりはありません。この取組みも「誠

の大流行が発生し、非常に多くの命を奪っています。

実さ」の体現の１つです。

さて、
「誠実さ」とは、
「自分ができることを誠実に

新しい年が、皆様にとって輝かしい年となりますよ

地道に行うこと」
「自分の職務を誠実に果たすこと」を

うにご祈念申し上げて、年頭のご挨拶とさせていただ

意味しています。では、現状下で個人がそして組織や

きます。

団体のような「人が集まる集団」が、
「誠実」であるため

愛 知 労 福 協推進活動の２つの柱
● 労働福祉運動の基盤強化と実践
● 社会貢献・社会的連帯活動の推進
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愛知県への寄附にかかる目録贈呈式および
コロナ禍における緊急要請を行いました。
愛知県の「あいち医療応援基金への寄付の募集」に応じる形で愛知労福協から100万円の寄附を行い、10月29日（木）
に寄附金目録贈呈式が行われ、
愛知労福協の畑会長から愛知県の青山副知事に目録をお渡ししました。
それに対し、
愛知県より感謝状が授与されました。
続いて、
場所を加藤副知事室に移し、
「新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う要請」
を副知事に対して行いました。
加藤副知事からは、
現在の最重要課題であり、
しっかり対応していく旨のご発言がありました。

◎新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う要請
【１】
新しい生活様式に対応した災害時における避難所等の対策

新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念される状況下での、大規模災害時の避難や避難所における感染症対策
の備えを徹底し、
地域住民への周知・広報をお願いします。あわせて県下各自治体へ適切な助言をお願いします。

【２】
生活困窮者自立支援事業におけるきめ細やかな対応

今後の経済・雇用環境の悪化により生活困窮の深刻化が想定されることから、地域の生活困窮者自立支援事業に
おいてきめ細やかな相談・支援が十分に行える体制が確保できるよう対応をお願いします。

【３】
「相談崩壊」
「医療崩壊」
「介護崩壊」を招かない対応

各種相談窓口
（生活困窮者支援、
生活保護、
就労、生活資金貸付など）の人員確保・待遇の改善、相談現場での感染
防止をお願いします。
「医療崩壊」
「介護崩壊」させない取組みを引き続きお願いします。

寄附金目録贈呈式

青山副知事との懇談

加藤副知事に対する要請書提出

加藤副知事との意見交換

福祉事業への支援・協力を求め、愛知県ならびに名古屋市へ
「令和３年度要請書」を提出しました。
11月10日（火）に名古屋市役所を訪問し、令和3年度の
勤労者福祉活動に対する助成、文化・体育事業の促進、福
祉事業に対する活動支援などについて協力を要請しまし
た。今回は奨学金制度の改善・拡充やコロナ禍における医
療・介護従事者への支援要請も併せて行いました。
ご対応いただいた名古屋市の堀場副市長へ畑会長より
「要請書」を提出し、要請内容の趣旨説明及び意見交換を
堀場副市長に対する要請書提出
意見交換
行いました。
なお、愛知県に対しても11月25日（水）に同様の要請を行いましたが、新型コロナウイルス感染者の急増時期と重
なったため、
意見交換等は行わず、
清水事務局長からの要請書提出のみとなりました。

ブロンズの会「ゴルフ交流会」
11月26日（木）、ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場にお
いて会員11名、事務局3名の参加でゴルフ交流会が開催
されました。
今年度はコロナ禍の影響で会員が集う機会がなかなか
持てない中、久々の再会と秋晴れの中でのプレイを楽し
みました。
優勝は高池文夫氏、
準優勝 東 正元氏、
第3位 高橋 功氏
という結果で、それぞれに住田会長から賞品を授与して
いただきました。

ゴルフ交流会

表彰式
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医療職場をはじめとする、
国民の生命・ライフラインを死守すべく、
連日現場で奮闘するすべての働く仲間に、
感謝と敬意を表します。

支部だより

みんなで支え合い、
この難関を乗り切りましょう！
豊田市へお伺い書提出

みよし市へお伺い書提出

第45回支部定期総会

第36回ボウリング大会

2020年9月23日
参加：3名
場所：豊田市役所

2020年10月23日
参加：54名
場所：アイプラザ豊橋

第４５回定期総会

2020年10月19日
参加:20名
場所：津島市文化会館

第40回定期総会

2020年10月2日
参加：35名
場所：小牧勤労センター
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2020年9月25日
参加：3名
場所：みよし市役所

2020年11月13日
参加：86名
場所：コロナキャットボウル豊川

第45回支部定期総会

第16回退職準備セミナー
（東海地区・半田地区）

2020年10月22日
参加：代議員41名
場所：アイプラザ半田

2020年11月7日・11月28日
参加：42組57名
場所：知多市勤労文化会館・
半田市市民交流センター

①第65回友の会 ゴルフコンペ
2020年9月30日 参加：31名
場所：ぎふ美濃ゴルフ倶楽部

2020年10月30日
参加：52名
場所：一宮市多加木
ふれあいプラザ

2020年11月26日
参加：15名
場所：全労済刈谷会館

2020年10月31日
参加：135名(2回開催)
場所：豊田市福祉センター

第45回定期総会

友の会 尾張ブロック第20回
グラウンド・ゴルフ大会

自治体懇談会

第15回退職準備セミナー

2020年10月5日
参加：60名
場所：カバハウス

②第66回友の会ゴルフコンペ

2020年11月24日 参加：32名
場所：富士カントリー可児クラブ可児ゴルフ場

第10回チャリティーゴルフ
2020年10月21日
参加：40名
場所：GOLF5カントリー
みずなみコース

秋季全体会議

2020年11月18日
参加：35名（役員含）
場所：アビタン

2020年11月19日
参加：24名
場所：東海労働金庫本店

第３１回チャリティーゴルフ大会

2020年11月16日
参加：58名
場所：グ レイスヒルズカントリー
クラブ

第17回名古屋西支部
チャリティゴルフ大会

愛 知 労 福 協

幹事会セミナー

秋季会員全体会議

2020年11月20日
参加：20会員27名
場所：名鉄会館

2020年11月14日
参加：99名
場所：六石ゴルフ倶楽部

第１６回名古屋ブロック退職準備セミナ－を開催
今年度は１１月１４日
（土）
、
１５日
（日）
、
２１日
（土）
の午前・午後
の計６回に順次開催し、
合計 ２５１名にご参加頂きました。
共済年金と厚生年金の一元化に伴い、
公務員、
私立学校
教職員の方へも４年前からご案内しています。
講師は、
昨年に引き続いて特定社会保険労務士の鈴木久
子さんに６回すべてお願いしました。
セミナ－では、
これからの生活設計のポイント、
年金、
雇用
保険のしくみ、
６０歳以降の働き方、
定年
（６０歳）
前後のタイム
スケジュールについて参加者全員が熱心に聴きました。

挨拶する大塚代表

講師の鈴木久子さん

熱心に聴講する参加者の皆さん

毎回参加者にお願いしていますアンケートでは、
今までの
不明な点が理解でき、
具体的で判りやすい説明を聴くこと
ができ、
参考になったなど、
大多数の方がセミナ－に参加して
「よかった」
と回答を得ました。

労 福 協 友 の 会

第23回交流ゴルフ大会
2020年10月21日
（水）
17地区代表の67名により第23回県友の会交流ゴルフ大会を鈴峰ゴルフ倶楽部で開催しま
した。
コロナ対策として、
開会式・表彰式は省略し、
結果は後日に郵送することとし、
熱戦を繰り広げました。
結果は、
団体優勝が尾張西支部(4名の合計グロス365,NET302.6)、
2位が東海地区、
3位は海部支部でした。
個 人 優 勝は 名古 屋 北 支
部の池辺孝利さん(グロス
92、
NET70.4)、
2位は二村
正明さん（名古屋北支部）、
3位は清水浩さん(小牧地
区）でした。また、ベストグ
ロス賞は愛知幸男さん(豊
田支部)の77でした。
個人優勝の池辺孝利さん

団体優勝の尾張西支部友の会の皆さん

愛知県労働協会

Web開催 労働法講座Ⅰ

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。
令和3年
●
●
●
●
●

2/17㈬ 18:45〜20:45…労働者の
「義務」
をめぐる法的問題とトラブル回避の重要ポイント
2/18㈭ 18:45〜20:45…最新のケースから学ぶ
「契約更新」
「雇止め」
の留意点
3/ 1 ㈪ 18:45〜20:45…人事労務担当者が知っておくべき文書管理の最新実務
3/ 9 ㈫ 18:45〜20:45…有期雇用労働者の
「賞与」
や
「退職金」
等の扱いをめぐる諸問題
3/１1㈭ 18:45〜20:45…懲戒処分を行う際の法的留意点と適切な対応ステップ

受講方法

会社や自宅のパソコンからのWeb受講
ZoomウェビナーによるLIVE配信です。

受講料 13,000円
（5日間・税込）

●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://www.ailabor.or.jp/rodo/
TEL（０５２）４８５−７１５４
ＦＡＸ
（０５２）５８３−０５８５
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連
合

私たちが未来を変える～安心社会に向けて～

愛

連合愛知第32回定期大会を開催

知

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、緊急時
の例外的対応として書面審議で第32回定期大会を開催しま
した。
今大会では、あらかじめ議案を提示し、9月16日(水)から
10月2日(金)の間に代議員から意見や質問を受け付け、10
月28日(水)の大会で、2021年度の大会議案である「2021
年度活動方針(案)」
「2021年度予算(案)」等についての「賛
否回答票」集計結果を確認し、全員の賛成を得て可決・決
定しました。
また、
「組織拡大の取り組みとセーフティネットの強化が
不可欠」とした佐々木会長の大会挨拶を、連合愛知ホーム
ページに掲載し組織内での共有をはかりました。
迎える2021年度は新型コロナウイルス感染症などの困難
に直面しながらも、運動の継続・強化に努め、
「私たちが未
来を変える～安心社会に向けて～」を組織全体で受け止め、
活動方針に基づき具体的な取り組みを力強く推進していき
ます。

また、働く者を代表とする組織として、連合ビジョン
「働
くことを軸とする安心社会 －まもる・つなぐ・創り出す－」
の歩みを止めることなく、次代の飛躍へとつないでいき
ます。
今後ともより一層連合愛知の活動にご理解・ご協力を頂
きますようよろしくお願いいたします。

議長団 : (左)細谷代議員(JAM)、(右)小塚代議員(電力総連)

「いしずえの碑」に新たに3柱を合葬
第59回愛知県社会運動家顕彰追悼祭を挙行

佐々木会長が委員長を務める愛知県社会運動家顕彰委
員会は、10月22日（木）に鶴舞公園内いしずえ碑前におい
て
「第59回愛知県社会運動家顕彰追悼祭」を開催しました。
この委員会は、愛知県内において労働運動や社会運動、
平和と民主主義を守る諸活動に長年にわたってご尽力され、
志半ばにして倒れられた同志の方々を顕彰し、そのご遺族
の皆様を励ますことを目的に設置されています。
顕彰委員会委員長の挨拶の後、新合葬者銘板の奉納、
ご遺族等による献花が行われ、最後に新合葬者の遺族代
表より謝辞が述べられ、追悼祭は閉会しました。
本年は、3柱を新しく御霊に加え、合葬者は755柱となり
ました。

新合葬者銘板の奉納

親子で楽しみながら農体験!

ここあファーム2020年度農業体験イベント
連合愛知30周年を機にスタートした「ここあファーム」
は、津島農縁塾「みんパタ」の協力のもと、組合員とそ
の家族が田植えや野菜の収穫など農業体験を通じ、食育
を学び、自然に触れあえる場として、
「2020年度農業体
験イベント」を開催しました。
【8月23日(日)】初の家族参加イベントとして「田んぼ
の生き物調査＆夏野菜を学ぶ」を開催し、水辺の生物の
役割を学びながらガラス瓶を使ってのミニビオトープ作
りや、畑で実際にミニトマトやナスなどの夏野菜を収穫
しました。
【11月15日(日)】
「稲刈り収穫祭」を開催し、実際の稲
穂を見ながら「稲がお米に変わるまで」について学習し
た後、6月に田植えをした田んぼの稲刈りや、昔ながらの
脱穀・とうみ掛け・精米・もみすりなどをグループに分
かれて体験しました。
【11月29日(日)】
「芋ほり収穫祭」を開催して、稲刈り
で出たワラを用いてオリジナルかかし作りをした後に、
家族で芋ほりや焼き芋を楽しみました。
収穫した農作物の一部は、フードバンクに取り組む
NPO法人「セカンドハーベスト名古屋」に提供し、生活
に困窮するご家族や福祉施設にお渡しします。
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ミニビオトープづくり

夏野菜の収穫

親子で稲刈り体験

オリジナルかかしの前でポーズ！

芋ほり収穫祭

借金は
「悪」
なのか⁉

老後資金

最低日常生活費
ゆとりある生活費

私立大学文系
私立大学理系

①

22.0 万円／月
34.9 万円／月

生命保険文化センター「平成 28 年度生活保障に関する調査」

セカンド
ライフ

東 海 労 働 金 庫

東海ろうきんの マネートラブルのリアル
退職

60 代〜

976.2 万円
1,045.9 万円

日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果（平成 29 年度）
」
（高校入学から大学卒業まで）

子供の
独立

教育費
マンション
建売住宅

4,787.0万円
3,669.9 万円

挙式、披露宴、
披露パーティー

住宅
購入

結婚

住宅金融支援機構
「2017 年度フラット 35 利用者調査報告（首都圏）
」

お金の使い方は十人十色。就職して安定収入が得ら

れるようになったら将来設計のためのシミュレーション

が必要です。自分のためだけに支出していた独身時代と

ちがって、家庭を持つとお金の使い方も変わります。
将来設計にマネープランを

結婚、住宅購入、子供の教育……ライフイベントには大き
な資金がかかります。もしものケガや病気、老後も想定しな
ければなりません。若いうちから生活基盤をつくるための貯
蓄や運用が必要ですが、イベントにかかる支出は膨大で、自
力で一括払いするのは困難です。そんなときの強いサポート
役となるのがローンです。
堅実なマネープランを実現しようとする人にとって、ローン
は夢をかなえ、豊かな生活を楽しむための重要な手段の一つ
です。でも、ローンは「借金」です。誰もが審査を通るわけで
はありません。ローンの返済も滞ったら一大事です。

40〜50 代

372.4 万円

30 代

ゼクシィ
「結婚トレンド調査 2018（首都圏）
」

軽自動車の購入

自動車
購入

就業

平均 144 万円

20 代

日本自動車工業会
「2017 年度 軽自動車の使用実態調査報告書」

お金や消費に役立つ知恵を

例えば携帯端末の分割払いや奨学金の返済が３カ月滞る
と、個人信用情報に記録され、延滞が解消しても最低５年間
は「異動情報（いわゆるブラック情報）
」として残ります。個人
の信用はいっきに落ち、以後のクレジットカードや自動車、住
宅ローンなどの審査の障害になります。
実生活で役立つ知恵をリテラシーと呼びます。ネット社会
の出現でお金や契約にともなうトラブルが増え続けるいま、そ
れらに対処できるマネー・リテラシーや、賢い消費をするため
の基本的な知識を身につけたいものです。
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こくみん共済
愛知推進本部

2220Z018

coop

年の初めに、保障の見直し
してみませんか？
ライフイベントによる家族構成の変化により、必要な保障は大きく変化することがあります。

子どもが生まれたのに独身時代に加入したままの保障であったり、子どもが独立し定年退職
を迎えるのに子育て中の保障のままであったり・・・。

少し面倒ですが、保障を毎年見直すことは保険料（掛金）のムダを省くだけでなく、本当に
必要な保障を備えておくという保障本来の意味において、大変重要なことです。

そうは言っても・・・面倒くさい・・・

面倒くさい理由の1つに、保障の仕組みを理解していないことも大きな要因かもしれません。

そんなときは、聞いてみましょう！！！

今は、保障に関して無料で相談できる窓口がたくさんあります。
毎年「年末調整」するように、保障も一年に一度調整してみては
いかがでしょうか。

こくみん共済 coop では
● 必要な保障額（死亡保障・医療保障）を算出いたします。
● 保障の仕組みや保障の特徴についてご説明いたします。
● 現在ご加入の保障内容（保険・共済）について、ご説明いたします。
● ご要望に応じて、オススメプランをご提示いたします。

労働組合や共済ショップで、保障に関するご相談を
無料で実施しています。
ぜひ こくみん共済 coop をご活用ください。
公式キャラクター ピットくん

お問い合わせ先

TEL 052-681-7741
たすけあいから生まれた保障の生協です。

愛知推進本部
（愛知県労働者共済生活協同組合）
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（平日9：00～17：00

土・日・祝日、年末年始は休業）

「こくみん共済 coop」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、相互扶助の精神
にもとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣
旨に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで
各種共済制度をご利用いただけます。

福祉基金協会
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介護があっても育児があっても
安心してダブルケアできる社会に

シリーズNPO

No.36

ダブルケアパートナー

東海ろうきんの NPO育成
助成事業より助成を受けながら
事業を推進しています。

自分の身は１つなのに、子育てと高齢の親の介護を同時に担わなくてはいけない。そうした「ダブ
ルケア」状態にある人を「ダブルケアラー」と呼ぶ。晩婚化、晩産化により子育て期が遅くなる
ことに加え、少子高齢化が進む現代社会においては、「ダブルケア支援」は「子育て支援」「高齢
者支援」と並ぶ包括支援の大きな課題となりつつある。

代表の杉山仁美さん（右）と
副代表の山本恒慈さん（左）

◆誰でもある日、否応なくダブルケアラーに
関との繋がりを広め、地域での活動基盤
「私の親が62歳で突然倒れたんです。 を整えた。ネット会議などで月1集まる
http://wcarepartner.com/
その頃、私は1歳児と3歳児の子育ての
スタッフも現在14人を数える。
TEL 090-4795-0816（杉山）
真っ最中。もう大変でした。誰にも理解
◆ダブルケアを担う人に寄り添うところから
MAIL wcarepartner@yahoo.co.jp
されないし、愚痴も言えない。専業主婦
「現在、子育てに対する支援、介護に
なので逃げ場もない。このままでは育児
対する支援はありますが、その両方を同
【イベントのお知らせ】
★ダブルケアカフェ＆ケア力UP講座
と親のケアの両方がダメになる。それで、 時にケアする「ダブルケアラー」への支援
日時：2021.1.20.（水）
同じような境遇の仲間と支え合おうと。
はまだまだ。ダブルケアパートナーの活
10:00〜11:30 ダブルケアカフェ（オンライン）
それが現在のダブルケアパートナーの始
動を通して、社会的な支援の輪をどんど
11:30〜12:10 ケア力UP講座（オンライン）
講座名：65歳未満で発症 若年性認知症の話
まりでした。」（杉山）。
ん広げていきたいと思います。また、ダブ
講師：山口喜樹（愛知県若年性認知症総合支援センター）
◆「ダブルケア」の絆で広がる仲間たち
ルケアラーが安心して話せる場、仲間づ
※お申し込み・お問い合わせは上記連絡先まで。
杉山代表は、
まだほんの2年ほど前に
くりの場である「ダブルケアカフェ」はこ
★子育てと介護のダブルケアシンポジウム
日時：2
 021.1.29.（金）
団体を立ち上げられたばかりだが、
ネット
れからもずっと続けていきたいです。」
13:30〜15:30（開場13:00〜）
を通じて、同じような境遇の仲間に活発
（杉山）。
開催方法：対面と収録動画のWeb配信の併用
に呼びかけていった。活動を模索する中
◆１人で抱えて悩まずにまずは〝カフェ＂に （新型コロナウイルス感染拡大の防止策として）
会場：熱
 田区役所 定員20人
で、今は副代表を務められている山本さ
赤ちゃんが生まれた幸せの絶頂で、自
（申し込み締切り1月15日（金））
んと出 会う。
「 私 は 地 域 包 括 支 援 セン
身の親が重度の要介護状態に。という人
内容：①基調講演
ターで働いていますが、
介護の相談にみえ
もこの記事を見ている人の中におそらく
名古屋学院大学現代社会学部講師 澤田景子
②名古屋学院大学学生によるプレゼンテーション
る家族は介護協力者として接していまし
いるかもしれない。「ダブルケア」を体
③パネルディスカッション
た。
しかし、
その家族も子育て支援が必要
験したことのない人には、悩みを話して
コーディネーター／山下匡将
なことがあると、
杉山さんのダブルケア経
も「そう、大変ね」くらいで、本当に理 （名古屋学院大学現代社会学部准教授）
パネラー／澤田景子
験を聴き、
ハッとしました。」（山本）。
解はしてもらえない。
社会福祉協議会にも勤める山本さんは、
あなたがもし、
この記事に接して「ダブ （名古屋学院大学現代社会学部講師）
杉山仁美（ダブルケアパートナー代表）
団体づくりのノウハウや活動に必要な支
ルケア」
「ダブルケアラー」というキーワー
伊神智代（熱田保健センター保健看護主査）
援や補助制度について積極的に支援して ドが自身にあてはまると感じたら、
ぜひ、 長嶋寛子（熱田区いきいき支援センター長）
※詳しくは
いった。また、活動を支えるもう一人の 「ダブルケアカフェ（ダブルケアラーの語
https://www.ngu.jp/and-n/news_renkei/
副 代 表 澤 田 景 子氏（ダ ブルケアを研
り場）」やシンポジウム・講座などの＂ケア
doublecaresymposium2020/
※お申し込みフォームは
究）は名古屋学院大学の講師でもあり、
活＂に参加してほしい。あなたは1人では
https://req.qubo.jp/ngu/form/wcare0129
そのネットワークを活かし行政や関係機
ないのだから。

ダブルケアパートナー

熱 田 児 童 会 館で開 催されるダ ブルケア講 座。パネラーだ
けが椅子でお話しし、聞き手は子供と床で楽な姿勢で。

ダブルケアシンポジウムの第二部パパママ座談会。
いわゆる膝突き合わせての車座がふだんのスタイル。

ダブルケアパートナーのスタッフたち。ダブルケア当事者、
研究者、支援者が揃っているのが団体の特徴。

子供たちを遊ばせながらのお座敷での「カフェ活動」
。
悩みを打ち明けあうだけでも孤立感が払拭される。

新型コロナウイルス禍の状況下でも、みんなの顔を見ながら
の「オンラインダブルケアカフェ」を開催。
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