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地区労福協活動ニュース
あの店、
この店、
どんな店

ろうきんコンビニＡＴＭでの
ご利用が便利！

2017年の利用状況

おすすめエクステリア情報

困った時にはお電話を！
ほっとダイヤル

住宅生協

お役立ち情報

松本地区労福協
松本市 たけしや

（ふくちゃん）

地区労福協との連携強化をめざして
2017年度

第4回地区労福協連絡会議の開催！

３ 月1 9日
（月）、長野市・
メルパルク
長野におい
て、2017年度
第4回地区
労福協連絡
会議を開催
いたしました。
今回の議題は、①生活あんしんネットワーク事業、②
2018年度長野県勤労者体育大会、③地区労福協の
2017年度活動報告、などの議題について活発に意見
交換を行い、全体で意思統一を図りました。
生活あんしんネットワーク事業の報告では、各地区
労福協の取組状況が一覧表で提示され、各地区労福
協の取組状況が一目でわかり、地区労福協の取組の
違いが垣間見られました。
また、2018年度の長野県勤労者体育大会の実施要

綱も確認され、今年度から計画・運営できる地区のみ
男女混合ソフトバレーボールを実施し、2020年には県
大会の正式種目に加えることが確認されました。９人
制女子バレーボールの存続は、参加状況を慎重に見
極め、判断していきます。

２０１８年度長野県勤労者体育大会県大会
日程・開催場所
①バドミントン（男・女）
10月13日（土） 長野運動公園「体育館」
②バレーボール（男・女）
10月13日（土） 長野運動公園「体育館」
③テニス（男・女）
10月27日（土） 長野運動公園「テニスコート」
④野 球
11月23日（金） 県営球場・長野オリンピックスタジアム
11月24日（土） 長野オリンピックスタジアム

北信地区「春の住宅フェアー」開催
２０１８年４月７
日（土）・８日（日）
の２日間、 長野
市 ・ エムウェー
ブにて、 第１６回
労福協 「春の住
宅フェア」 を開
催し、 両日合わ
せて１３２組２９０名が来場されました。
今回はろうきん北信地区業者会加盟業者より１６社 ・
情報提供企業５社の合計２１社が結集し、 「宅地情報」
「新築 ・ 建売 ・ 中古住宅」 「リフォーム相談」 など 『住
まいづくり』 に関する盛りだくさんの最新情報やお役立
ち情報を、 タイムリーに相談できる貴重な機会となり、
出展企業ブースコーナーでは多くのご家族が熱心に聞
き入っていました。
また、 家族で楽しめる企画として、 ①スタンプラリー
抽選会を通じた出展企業ブース２社以上を回る参加企
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画、 ②＜子ども限定＞ご当地ラーメン射的コーナー、
③＜親子参加＞おうちの貯金箱作りコーナーを用意し、
住宅フェア会場に来場いただいた多くの家族の皆さん
に楽しんでいただ
きました。

地区
労福協

松本地区労福協の活動について

松本地区労働者福祉協議会は松本・塩尻・安曇

松本市との懇談会

野・大町・東筑摩郡・木曽郡内の広域労働団体加盟

懇談会は勤労者の提案・要望を反映させる目的

組合やその家族だけでなく、労働組合のない事業所

で開催し10年余が経過しました。行政側からは市長・

に働く勤労者への支援を含め、地域勤労者の生活

副市長をはじめとして各部長に出席いただき、労働

を守る自主的な労働者福祉運動を進めています。

団体と有意義な意見交換を行っています。

その活動は多岐にわたり、各種イベント・セミナー
等の開催や暮らしにかかわる様々な困りごと相談へ
の対応を行っています。
『特徴的な活動』
勤労者文化祭
毎年１２００名を超える入場者があり、労金親子ア
ニメ祭・パフォーマンスショー・ゲーム・抽選会で楽し
んで頂いております。
また、当日のゲーム代

そのほかにも、【かべニュース】をイベント開催案

や入場料は災害のた

内等の周知として、随時発刊および情報提供に活

めの基金として松本

用しております。

（松本地区労福協

熊崎）

市に全額寄付を行っ
ています。

あの

この

どんな

店 店 店

松本市大手

「たけしや」

オーソドックスなソース焼きそ
ばだが、独特な食感と味で昔から松本市民に人気のある焼きそば専門店。
麺は太麺でモチモチ感があり、自家製ソースのやや濃い目の味がくせに
なる。
店内は中央に四人掛けテーブルが二つと、カウンターのみだが、きれいに整理されて落ち着いた雰囲気。
メニューは、キャベツ並５００円、肉もやし７５０円、野菜８００円などの各種メニュ
ーに、プラス２００円で目玉焼き・小ライス・漬物がセット。また、お好みで生たまご・
薄焼きたまごなどのトッピングも可能。濃い目の
たけしや
ソース味に卵の黄身が絡めば、もう絶品です。ま
た、にんにく酢や紅しょうがを加えてさっぱり食 松本市大手2−8−21 ☎0263−32−5173
べるのもよし。
休 店 日：火曜日（祝日の場合は営業）
地元の方はお持ち帰りで注文する方も多く、松 営業時間：平日
11：00〜15：00、
17：00〜21：00
本城を訪れた際にお立ち寄りしてはいかが。
土日祝

春の花処特集が写真付きで分かりやすく記
載されていて嬉しいです♪ これを参考に各名
所を満喫したいと思います。（岡谷市）
表紙一面の桜、いいですねー。（安曇野市）
生活お役立ち情報（特殊詐欺）や、くらしなん
でも相談は、とても役に立ちました。興味深い
記事が多く、読み易かったです。（須坂市）

読者
の声

11：00〜21：00

地域のおいしいお店の情報が載っていると、機
関紙が身近に感じられて良いです。（大町市）
日々是好日の魚の話、春闘よりインパクトが
あり、改めて考えました。（松本市）
いつも楽しく拝読させていただいています。今後
とも地域活性化のため頑張ってください。
（岡谷市）
ながの労福協 ライフサポートセンター Vol.308
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長野県労福協の構成団体に、４つの福祉事業団体（ろうきん、全労済、
より豊かにするためのお手伝いをしております。今回はろうきんと住宅

ろうきんってどんな金融機関？

長野

〈ろうきん〉
って
どうやって
つくられたの？

ろうきんは昭和20年代、労働者がまだ銀行からお金を借りることが難しい時代
に、労働組合や生活協同組合などのはたらく仲間が、お互いを助け合うために資
金を出し合ってつくった金融機関です。

〈ろうきん〉
と
銀行って何が
違うの？

ろうきんは営利を目的としない、はたらく人のための金融機関です。銀行と商品や
サービスの種類は同じですが、運営の仕組みが異なります。はたらく人たちの暮
らしを守り、応援することがろうきんの役割であり、使命です。

だからこそ！ろうきんには 使いやすい商品・サービス があります！

ろうきんはATM手数料０円！
あなたの大切なお金を減らしません！
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、 県生協連、住宅生協）があります。それぞれの事業団体は皆様の生活を
生協特集です。
住宅生協ってご存じですか？

長野県住宅生協は、住まいに関する
全てのニーズに対応します。
長野県労働者住宅生活協同組合は、勤労者の住生活の向上を支援し、勤労者の福祉の向上を目的と
して、県内労働団体の皆様が出資して、1981年に長野県知事の認可を受けて発足しました。
消費生活協同組合法による非営利団体の生活協同組合として、勤労者のニーズに応え、温もりのある家
庭と豊かでゆとりある生活をおくるマイホームの実現のために、「良いものをより安く提供する」ことをモット
ーにして、宅地と住宅の分譲事業を長年にわたって実施しています。その他にも、中古住宅の仲介や家のリ
フォームなども行っています。
今回は住宅生協おすすめのエクステリアの紹介です。

住宅生協おすすめエクステリア
草木も色づき、外に出るのが楽しくなる季
節です。庭づくりに精を出してみてはいかがで
すか。
素敵なエクステリアはあなたのお家をいっ
そう引き立て、豊かな生活と心地よい空間を
演出します。例えば、
○メンテナンスほぼ不要の人工木のエコボ
ードフェンスにウッドデッキ。
○雪や強風などの厳しい環境に対応できる
カーポート。
○雨や花粉を気にせずに洗濯物が干せるテ
ラス囲い。
○日差しや紫外線をカットし、室内の温度上
昇を抑える日よけ・目かくし。
○アプローチや花壇の作成など、お庭全体の
模様替え。
など、住 宅 生協が「安心で 快 適な 生 活 空
間」造りをお手伝いさせていただきます。
また、人が活動的になるのと同様に、様々
な虫たちも活動的になってきます。
特に住宅に害を与える「しろあり」も、活動
が活発になってきます。
気づかない間に侵入し、建物を支える床組
み材や柱の部分をスカスカにして耐震強度
を弱めてしまいます。
だからこそ早期発見が必要となります。お
庭の手入れと一緒に、家の周りのチェックを
してみてはいかがですか。
ご相談の方、詳しくはお問い合わせください。
TEL ０２６‐２３４‐０２８３

ながの労福協 ライフサポートセンター Vol.308
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生活お役立ち情報③

くらし・なんでも相談

さんきゅー ろ ー ふく

（フリーダイヤル ０１２０−３９−６０２９）

困ったときにはお電話を！
２０１７年度

相談時間
10：00〜16：00

暮らし何でも相談の利用状況

長野県労福協は、生活あんしんネットワーク事業のなかで 暮らし何でも相談ほっとダイヤル（無
料） の相談事業を行っています。平日相談は、県下11カ所で電話・面談による相談を実施し、毎月第２
土曜日は、弁護士・司法書士・社会保険労務士の専門家による電話相談も実施しています。
2017年度の相談件数は、全体で4,600件ほどでした。相談内容は多岐にわたり、就職相談から職場の
労働問題、相続・離婚などの家庭の問題、生活困窮や多重債務、特殊詐欺問題など色々な相談が寄せられ
ました。
最近増えてきている相談は、職場や家庭の問題に関するものです。賃金未払いや職場環境、セクハラ・
パワハラを含めた人間関係などが多く、働き方改革が注目を集めるなかで、自分の職場の問題に関心が寄
せられているようです。また、家庭の問題では、第2土曜日の専門家による相談時に、相続・離婚に関す
る相談が増えており、家族間や家庭内の繋がりが弱くなってきているのかもしれません。

暮らしなんでも相談内容

250
200
150
100
50

交通事故

社会保険

不当要求

年金

医療

賠償問題

契約

生活困窮

多重債務

離婚・復縁

不動産

人間関係

相続・贈与

福祉︵生活保護︶

労働問題

0

※就職相談2,292件、その他1,303件を除く

また、結婚問題やお祝い事、ご近所との人間関係や、一人暮らしの方からの相談も増えてきています。
もし、相談する相手がいなくて困ったときや、誰にも相談できなくて一人で悩んでいることがありました
ら、お気軽に暮らし何でも相談ほっとダイヤルにお電話をください。お待ちしています。
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く ら し な ん で も
相 談 74

柳澤 修嗣
弁護士

不動産のトラブル

Q
A
Q
A

私の自宅土地は、その西側に幅５メートルはある公道に接していますが、東隣のお宅
からは、90センチメートル程の狭い通路がその公道へ繋がっているだけです。この隣
家のご主人が高齢で足が不自由となり、自動車で病院への送り迎えをしたいので、私の
自宅敷地を自動車で通らせてほしいと言われました。これを認めると、自宅の庭を自動
車が横切ることになり、事故が起きないかと心配です。断ることはできますか。但し、
過去には、農業のために軽自動車に限って通行を認めていたことはありました。
事例の場合、東隣のお宅は、狭いながらも公道に繋
がっており、当然に囲繞地通行権が発生するとはいえ
ません。しかし、このままでは建築基準法の接道義務
２メートルの要件を満さないので、建物を新しく作る
こともできませし、自動車の普及が進んだ現代社会で
は不便極まります。過去の利用状況を踏まえ、自動車
乗り入れの必要性、生活環境への影響の程度、通行回
数や通行方法・期間の限定等具体的に検討して、隣接

する両土地の有効利用ができるよう話し合いを進めま
しょう。場合によっては、簡易裁判所の民事調停を利
用して、話し合いを進めることもお薦めします。東隣
のお宅は事実上の袋地です。これを第三者が買い取る
ことはあり得ません。可能であるならば、相談者がこ
れを適切な値段で買い取ることも、究極的な問題解決
策かもしれません。

不動産業を営む者です。民法が改正されると聞きました。いつから施行されるので
しょうか。また、私の仕事に影響がありそうな点を教えてください。
約120年ぶりに民法が改正されました。東京オリン
ピックが開催される平成32年（2020年）４月１日か
ら施行されることが決まっています。
影響がありそうな分野として、次の３点をご紹介し
ます。
まず、債権の消滅時効期間が統一されます。
現在、債権（例えば、貸したお金を返してもらう権
利）の消滅時効期間は、権利を行使することができる
時から10年間とされていますが、新民法では、これ
に加え、権利を行使することができることを知った時
から５年間という消滅時効期間が設けられます。ま
た、短期消滅時効期間（例えば、飲み屋のツケは１
年）や商事消滅時効期間が廃止され、全て５年間に統
一されます。

法律・税務相談

次に、法定利率が変動性になります。
現在の法定利率は年５％（商事法定利率は６％）と
固定されていますが、新民法では、年３％から始ま
り、３年毎に見直す変動性が導入されます。
最後に、保証人の保護を図るルールが新たに導入さ
れます。
新民法では、個人保証人の保護を図るため、事業資
金の貸金を保証する場合は、保証人となる者が予め保
証する意思を公正証書で表示しておかなければ、保証
契約は無効になるとされました（主債務者法人の役員
や代表者の配偶者等は不要とされることがある）。保
証人の保護が図られるといっても、安易に保証人にな
ることは要注意です。

日常の法律・税務上のご質問やトラブルに、弁護士・県税理
士会所属の専門家が皆様のご相談に応じます。相談料は
初回１時間無料になっておりますので、ぜひご活用ください。

ご利用いただける方

長野県内で働いている方、または長野県内に居住している方。

※勤務先に労働組合がない勤労者と未就業者の方は長野県暮らしサ
ポートセンターに加入し、本制度を利用していただきます。（入会金・年会費
等、費用はかかりません。）

連絡・申込窓口

相談料は

初回１時間
無料です

相談を希望される場合は、法律税務相談ともに労金本支
店、全労済（推進本部、支所、ショップ）、県生協連事務局、
労福協（地区労福協含む）、県暮らしサポートセンターに
お申し込みください。
ながの労福協 ライフサポートセンター Vol.308
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二〇一八年五月十五日発行

発行

B

C

D

★プレゼントの応募方法

その１ ホームページからのご応募

http://www.lsc-nagano.or.jp/

〒 ３ ８ ０ ︱８ ７ １ ０ 長 野 市 立 町 ９ ７ ８ ︱２ 労 済 会 館 内
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一般社団法人 長野県労働者福祉協議会

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

Vo l . 3 0 8

FAX番号０２６
（２３２）
６６７２

日々是好日

☎ ０ ２ ６︵ ２ ３ ２ ︶６ ６ ６ ７

５月 日の母の日︒皆さんはどのような形で
母 親に感謝の気持ちを表しましたか︒▼その起
源は︑１９００年代初頭米国で︑１人の女性が亡
き母を思い︑教会でカーネーションを配ったとこ
ろから︑母 親に感謝を伝える日として世界 的に
広まりました︒日本においては明治末期にキリス
ト教会の働きかけなどによって次第に広まり︑第
２次大戦後︑５月の第２日曜日が母の日として定
着するようになりました︒同じ頃やはり米国で︑
母の日の説教を聞いていた女性が︑男手一つで６
人の子供を育て上げた父親に対して︑﹁父親に感
謝する日もあるべきだ！﹂と考え︑教会で父の日
を祝う礼拝を行ったのがきっかけで父の日が始ま
りました︒▼さて︑母の日の代表的なプレゼント
として︑亡くなった母に対しては白のカーネーシ
ョンを︑存命している母には赤いカーネーション
を贈るのが一般的となっていますが︑父の日のプ
レゼントに送る花は何かご存知ですか︒当初は︑
存命中の父には赤いバラ︑亡くなった父には白い
バラを贈る風習でしたが︑１９８０年頃より日本
では︑愛情や尊敬を表す黄 色が父の日のイメー
ジカラーとして定着し︑父の日に黄色のバラを贈
るようになりました︒▼しかしながら現 実的に
は︑母の日に比べて父の日の存在感は薄く︑実際
６月の第３日曜日に家 族からプレゼントを贈 ら
れるお父さんは少 数 派でないでしょうか︒▼あ
る調 査では︑父親が最もうれしい子供からの贈
り物アンケートを行った結果︑最もうれしい贈り
物は﹁手紙・メッセージ﹂で︑以下﹁お酒﹂﹁肩
たたき券﹂﹁似顔絵﹂と続いた
そ う で す ︒▼ 高 価 な 品 物 よ り
も︑ありがとうの一言を待って
いるお父さんが多いようです︒
今年の父の日は︑感謝の言葉を
伝える︑家族全体のコミュニケ
ーション日として過ごしてみて
はいかがですか︒︵雅︶

ながの労福協 ライフサポートセンター Vol.308

8

〒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

次のFAX番号からお申込みください

ながの労福協

その２ FAXからのご応募

その３ 官製はがきでのご応募

当選者（5名・敬称略）
拝田さとみ（坂城町）
宇都宮淳子（箕輪町）
野竹 春奈（安曇野市）
牧野 博臣（南木曽町）
寺澤 泰則（長野市）
QRコードは
こちら
長野県労福協のホームページ下の
こちらのバナーからご応募ください。

2018年3月12日第307号

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。

修氏）
西澤
（画：ろうきん

5

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。
1
2
3
4
5
1
2
3
4

8

個のまちがいさがし

応募締切り
６月15日

ご家族で
楽しむ

A

