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相談してよかった！
適切なアドバイス

県労福協の無料相談

２０２２年度 弁護団会議を開催

県労福協弁護団会議を7月8日（金）諏訪市にて
開催しました。県労福協では県内の弁護士7名と顧
問契約を結び、初回相談料無料の法律相談を行っ
ています。2021年度の相談件数は全県でほぼ例年
並みの32件となり、相談内容は相続に関する相談
が 一番多く、次いで多重債務、金銭トラブル、契約不
履行に関する相談となっていました。 会議では相談
概要及び平日相談員が受けた相談事例に関し意見
交換を行いました。
弁護士による初回1時間無料相談をご利用いた
だける方は、県内の労働組合員と長野県暮らしサポ
ートセンターに加入している方です。(勤務先に労働
組合がない勤労者や未就業者の方でも入会金・年
会費等、費用が掛からない『県暮らしサポートセンタ

ー』に加入できます)。相談のお申し込みは、お近くの
ろうきん本支店、こくみん共済coop推進本部・各支
所・ショップ、県生協連、労福協（地区労福協含む）、
県暮らしサポートセンターで受け付けておりますの
で、お気軽にお申し込みください。

夏の支援強化月間の取組結果について

フードバンク信州
「こども応援プロジェクト」

県労福協ではNPO法人フードバンク信州「こども
応援プロジェクト」と連携して、県内経済団体や地区
労福協、構成団体と協同で「夏の食料支援」を行い
ました。
7月1日～7月29日の取組結果は県全体で1,369
個、約300Kgの食料を支援頂き、集まった食料は
NPO法フードバンク信州及び各地区社会福祉協議
会、こども食堂へ寄贈させて頂きました。ご支援いた
だきました個人、団体、企業のみなさん、大変ありが
とうございました。

2022年7月1日〜 7月29日

労福協では今後も、食糧資源を有効活用し、フー
ドロスを減らしながら、日々の食事にも窮する家庭
や給食のない長期休暇中に十分に食べられない子
供たちの食事をサポートし、子供の健全な成長のた
め活動する「こども応援プ
ロジェクト」に取り組んで
いきます。年末の食糧支援
に際しても引き続きのご支
援、ご協力をよろしくお願い
いたします。

労協法を知って、持続可能な地域づくりの起点に活かす
労働者協同組合フォーラム2022in諏訪が開催される

今年5月に県労福協が加盟し
た、信州協同労働推進ネットワ
ーク（信州協同ネット）では、7月
23日に諏訪市総合福祉センター
で、「労働者協同組合フォーラム
2022in諏訪 地域で活かそう耕
関副知事からのご挨拶
そう労協法」を開催し、信州協同
ネットの加盟組織や、南信州で地域づくりに取り組む
９団体の活動が紹介されました。
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10月より施行された労働者協同組合法(労協法)
は、自分らしい主体的な働き方、多様な就労機会の
創出と地域課題の解決、持続可能な活力ある地域
づくりの観点から非常に重要な制度と期待されてお
り、幅広い活用を呼びかけられています。
今後県労福協としても、構成団体の枠を超え、多
くの県民に労協法を知って頂く取り組みを進めてい
きます。

構成団体
だより

長野ろうきん 伊那支店

ろうきん伊那支店は
伊那市内に支店、箕輪
町内に伊北出張所の
店舗を構えております。
営業担当エリアは支
店が伊那市と南箕輪
村、出張所が箕輪町、
伊那支店
辰野町と合わせて１市
２町１村となっております。117の団体会員、約１万５千人
の間接構成員の皆様を中心にお取引きいただいており
ます。支店は土日も営業しているローンセンターを併設
しておりますので、お気軽にご相談・ご来店ください。
なお、出張所において
は昨年の10月より11時
30分から12時30分の１
時間、窓口営業を休業
させていただいておりま
伊北出張所
す。ご不便をおかけして
おりますが、ご理解を賜りますようお願いいたします。
また、10月31日まで女性職員を中心に企画した「な
でしこHAPPYキャンペーン」を実施しております。ろうき

あの

この

んchou-chouシリーズの積立や投資信託のご契約等、
将来のために今から始めてみてはいかかでしょうか。
詳細につきましては、支店または出張所までお問い合
わせください。
上伊那地区労福協と
の協働取組みとして
は、卒業を間近に控え
た高校３年生を対象に
「お金の授業」というタ
高校生セミナー
イトルで高校生セミ
ナーを開催しております。成人年齢が１８歳となり、社
会人として生活していくうえで、お金に関する知識を学
び、トラブルに巻き込まれることがないように引き続き、
多くの高校で開催していきたいと考えております。
コロナ禍前はチャリティ親子アニメ祭りの開催と併
せて、労福協まつりを開催しておりました。模擬店、チ
ビッコ広場など多くの方にご参加いただき、大変好評を
いただいております。ここ２、３年はコロナの影響で開催
ができておりませんが、今後も上伊那地区労福協と連
携し、地域の皆さまに寄り添った取組みを考えて実施し
てまいりますのでよろしくお願いいたします。

読者
の声

どんな

店 店 店
塩尻市『宿場カフェいずみや』

中央
西
駅

道

奈良
井

山

至塩尻市街

奈良井宿

いつも楽しく読んでいます。特に「あの店この店どんな店」のコ
ーナーが好きで、行ってみたいなと思うお店がたくさんあります。
お値段も入っていると分かりやすく、なお良いなと思います。今
回の信州の日本一は、知らないことが多くてとても勉強にな
りました！もうすぐ1位…どこの県が1位なのか気になり調べて
しまいました。（松本市）
「脳への刺激」とあったので、やってみました！最初6個しか見つ
からなかったので、意外と難しかった～（長野市）
いつも読ませてもらってます。間違い探しも大好きです。以前は
バスのツアーがありましたが最近ではコロナの為映画の割引
チケットになったりしてます（利用させてもらってます）が、またバスツ
アーが出来るような時代になったらいいなと思ってます。今年は
雨が多くていやですね。お盆休みは自宅でバーベキューなど楽
しみたいと思います。（上田市）
日々是好日が好きです。今月は土用の丑の日のウナギのお話
で、表現力豊かでとても美味しそうでたまりませんでした。岡谷で
冬の土用の丑の日で町おこししていることは知らなかったので、
ぜひ冬に行ってみたいと思いました。「ながの労福協」は、県内
のいままで知らなかった一面を色々知ることができるのでとても
楽しみにしています！（須坂市）

中

山
道
中

長野県塩尻市奈良井201
営業時間／10：00〜17：00
定 休 日／不定休
☎0264-47-1045

宿場カフェ
いずみや
旧

「宿場カフェいずみや」

線

中山道・木曽路の宿場町、
塩尻市の
「奈良
井宿」
は奈良井川上流に位置し、
標高900m
台の河岸段丘下位面に発達した集落です。
重要伝統的建造物群保存地区として、
繁栄し
た当時の町並みが保存されています。
木曽路十一宿の中では最も標高が高く、
難所の鳥居峠を控え、
多く
の旅人で栄えた宿場町。
その宿場町の一角にある
「宿場カフェいずみ
や」
は築180年を超える奈良井の伝統的
な長屋を改装し、
2019年9月にオープン。
吹きぬけの天井をそのままに、
長い歴
史を感じる木の温もりと、
高級感のある和
モダンのインテリアがとても素敵なカフェと
なっています。
奈良井宿の古い町家の雰囲気を感
じ、
街道を見ながら、
自家製のスイーツと店主こだわりのコーヒーでひと
やすみを。
塩尻市にお越しの際は、
奈良井宿散策・町歩きの一休みに
是非お立ち寄りください。

19
奈良井

至木曽町

アパートで暮らしているので、暮らしなんでも相談が参考になり
ました。大家さんともご近所ともトラブルなく過ごせて、今回得
た知識を使わずに済むことを祈るばかりです。（松川村）
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長野県協同組合フェスティバル

先着
800名様に！

当日、
中央通りは一部歩行者天国と
なります。公共交通機関でのご来場
をおすすめします。

1380
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墓じまい 離檀料 に関するトラブルに注意
相談事例 自宅から遠く、自分も入るつもりはないので、墓じまいを
寺に申し出たところ、
300万円ほどの高額な離檀料を要求
され困惑している。
払えないと言うとローンを組めると言
われた。
（80歳代 女性）

相談事例 跡継ぎがいないのでお寺に離檀したいと相談したところ、
過去帳に8人の名前が載っているので、
700万円かかると
言われた。
不当に高いと思う。
（70歳代 女性）

ひとこと助言
よく話し合おう

見守るくん

●今あるお墓を片付け、寺など墓地の管理者に返還する墓じまいの際に、高額なお布施（檀
家をやめるときに寺へのお礼として慣習的に支払う、いわゆる「離檀料」等）を要求された
という相談が寄せられています。
●離檀料に明確な基準はなく、金額に納得がいかない場合は、基本的には寺などと話し合う
ことになります。
●墓じまいは勝手にはできず、寺などが発行する「埋葬証明書」などが必要です。家族や親
族などを交えるなどして、よく話し合いましょう。
●分からないことがあれば、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
（消
費者ホットライン188）。
見守り新鮮情報

第424号（2022年6月28日）発行：独立行政法人国民生活センター

本当にお得？
注文確定の 前に契約内容をしっかり確認
相談事例 S N S上に通常約6千円のシャンプーが初回500円で購入でき
るとの広告があり、
クレジットカード決済で注文した。
再度購
入しようと思い同じ広告を見たところ、
注文を確定する画面の
上方に、
細かい文字で
「5回継続購入」
の記載が一部分だけ見え
ているのに気付いた。
画面をスクロールしなければ全体が表示
されず、
前回は気が付かなかった。
事業者に解約したいと伝え
たが
「5回継続購入の条件は明記されている」
と言われ断られ
た。
（当事者：60歳代 男性）

ひとこと助言
しっかり
確認しよう

見守るくん

本文イラスト：黒崎 玄

●ネット通販の注文画面では「初回限定」などとお得感を強調した表示に比べ、購入条件が
小さく表示されていたり、気付きにくい場所に表示されていたりして、分かりづらいことが
あります。画面の隅々まで見るなど注意が必要です。
●注文を確定する前に、定期購入が条件になっていないかを確認し、定期購入が条件の場
合、継続期間や支払うことになる総額など契約内容もしっかり確認しましょう。
●特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示しなければ
ならなくなりました。誤認させる表示により消費者が申し込みをした場合は、契約を取り
消せる可能性があります。
●困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください（消費者
ホットライン188）
。
見守り新鮮情報

第425号（2022年7月5日）発行： 独立行政法人国民生活センター

独立行政法人国民生活センター
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佐藤 豊
弁護士

最近の相談事例

Q

養育費の額

A

親が離婚した場合の未成熟子の生活費は親の
収入により決まり、これを離婚した両親が収入に
応じて負担するとの考え方から、実際に子を引き
取り養育している親に対し、もう一方の親から負
担分として支払われるのが養育費です。
離婚の件数が増加し、それに伴い養育費に関す
る紛争も多くなっていることから、養育費の額に
ついて調停等で争いになったときは、
「養育費の
算定表」に基づいて解決している場合がほとんど
です。
養育費の算定表は、インターネットで「養育費
算定表」で検索すると裁判所のホームページから
容易に入手することができます。子供の人数、年齢
（15歳以上と15歳未満で分けています）により
個別の算定表が用意されているので、該当する算
定表を選びます。養育費を支払う義務者と養育費
の支払いを受ける権利者のそれぞれの年収の目
盛りが交わるところに表示されている金額が養育

Q

予め相続放棄できるか

A

相続の放棄については、
「自己のために相続の
開始があったことを知ったときから３カ月以内に
しなければならない。」と規定されており、お父
さんの相続は死亡により開始することから、お父
さんが生存中に予め長男に相続放棄をしてもらう
ことはできません。年齢等からしても通常、お父
さんは長男より先に死亡すると予想されますが、
長男も事故や病気によりお父さんより先に死亡す
ることがないとは言えません。お父さんの相続人
等は死亡したときに確定するので、確定してもい
ない相続を予め放棄することはできないのです。
予め相続放棄をすることはできませんが、相続

現在、夫と離婚の協議中です。小学生の子供２人については私が親権者になり育てていくこ
とになっていますが、養育費の額をどのような基準で決めたらいいのか分かりません。
費の額です。給与所得者の場合、年収は税込の総
収入額になります。
協議離婚をする場合の養育費の額についても、
この算定表による額を参考にして決定すればよい
と思われます。

私たちは３人兄弟ですが、長男は親や私たちとも円満な関係を欠き迷惑をかけてきたことか
ら、父が死亡した場合に相続でもめるのではないかと心配です。父はまだ健在ですが、今のう
ちに父の相続につき長男に放棄させるようなことは可能ですか。
開始前に家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄
をしてもらうことは可能です。遺留分の放棄が認
められると、お父さんは遺言により長男の遺留分
への配慮をせずに遺産の処分を決めることがで
きますが、家庭裁判所では遺留分の放棄の許可
に当たり、長男の意思を確認するほか、長男が放
棄する理由の合理性、代わりに受ける利益等を総
合して判断されるので、これらの点で相当な理由
がないと許可は難しいとされています。
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〈イメージ図〉

秋たけなわのよい季節を迎えました︒新型コロナ
ウイルス感染症の収束にはまだまだ時間がかか
りそうですが︑ウィズコロナの時代に合った秋の
楽しみを見つけたいこの頃です︒▼秋︵十月︶に
関してのお話を二題︒まず一つ目は︑十月は︑八
百万の神 様が人々の運命を話し合うため︑全国
から出雲の国へ出かけることから︑﹁神無月︵か
ん な づ き ︶﹂といい ︑神 様 を お 迎 え す る 出 雲 で
は︑﹁神在月︵かみありづき︶﹂といわれているこ
とはご存じかと思います︒▼実はこの神無月に関
して長野県の神社に伝わる逸話があります︒一つ
は諏 訪大社の祭 神が龍︵蛇︶の姿を変え出 雲へ
行ったが︑あまりにも巨大であったため︑それに
驚いた出雲に集まった神々が︑気遣って﹁諏訪明
神に限っては︑出雲にわざわざ出向かずとも良
い﹂ということになり︑諏訪大社では十月は神在
月とされているそうです︒▼また︑小諸市の飯綱
︵縄︶山では︑神無月に小諸や佐久地域の神々を
出雲へ送る﹁神送り﹂や︑出雲から神々を迎える
﹁神 迎え﹂が行われ︑盛大に松明を燃やす 伝統
がありました︒それぞれの地元の方はご存じでし
たか︒▼も う一つは ︑お月 見といえ ば 中 秋の名
月︑十五夜は有名ですが︑今 年は十月八日に十
五夜についで美しい月とされ︑﹁名残の月﹂
﹁女
名月﹂とも呼ばれる﹁十三夜﹂を愛でませんか︒
▼実は十五夜は中国が発祥ですが︑十三夜は日
本発祥で︑その歴史は古く平安時代初期の記録
が残っており︑庶民には︑十五夜よりもずっと広
く普及していたそうです︒これは︑十三夜の月の
出具合によって︑翌年の作物の豊凶を占っていた
ため︑収穫を迎えた喜びと感謝︑翌年の豊作祈
願として︑十三夜の月を愛でていたのでした︒▼
現在では︑
﹁十三夜﹂が話題に上
ることはほとんどなくなりまし
たが︑平 安 時 代からの悠 久の歴
史に思いを馳せながら︑満 月よ
り 少し欠けていながらも ︑清々
しい光に輝く十三夜の月を眺め
てみるのもいいですね ︵雅︶

日々是好日
正解者の中から抽選で5名の方に図書カード1,000円分をプレゼント
〒３８０-８７１０ 長野市立町９７８-２ 労済会館内
一般社団法人 長野県労働者福祉協議会までご応募ください

修氏）

〒 ３ ８ ０ ︱８ ７ １ ０ 長 野 市 立 町 ９ ７ ８ ︱２ 労 済 会 館 内

その３ 郵便はがきでのご応募

（画：西澤

一般社団法人 長野県労働者福祉協議会

FAX番号０２６
（２３２）
６６７２

発行

次のFAX番号からお申込みください

二〇二二年九月十五日発行

その２ FAXからのご応募

当選者（5名・敬称略）
清水 真理（須坂市）
岡野
茜（長野市）
渡邊貴代子（上田市）
上嶋 敏子（松本市）
小池 秀昭（岡谷市）
QRコードはこちら

修氏）
（画：ろうきん

Vo l . 3 3 4

★プレゼントの応募方法

環境に配慮しエコバインディングとしました
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その１ ホームページからのご応募
https://www.lsc-nagano.or.jp/

5

4
3
2
1

西澤

いずれの方法による応募の場合も次の項目を必ずご記入ください。
●クイズの答え
（８個） ●労福協の機関紙に対する意見・要望を何か一言。
●住所・氏名・年齢・性別・所属団体
（単組名）
又は勤務先。

5
4
3
1

2

収穫の秋

ながの労福協

下に並んだ二枚の絵を見比べて違っている箇所を８個探して下さい。
日頃使わない脳への刺激になるかと思います。

8

個のまちがいさがし

応募締切り
10月15日

ご家族で
楽しむ

A

