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どういうものか、ボランティアの

ようなものだろうか程度しか考え

ていないと思っていましたが、東

北大震災からの立ち直りを契機と

野さんと「フードバンクにいがた

「女のスペース・ながおか」の荻

地域の活性化も含め、地元の方と

り出し、さらには人口減少の続く

しい仕事の創出、雇用の創出を作

し、お互いの助け合いの中で、新
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) 長岡市のホテ
ルニューオータニ長岡・ＮＣホー

ながおかセンター」代表の山崎さ

午後の部は１００名の参加でし

ルにおいて「２０２０ながおか

昨年も２月に開催しましたが、

映画上演終了後、講師の江花さ

連携して新しい発想で仕事を生み

今年度は昨年と違い新型ウイルス

た。「 協
｢ 同労働 て
｣ なに？」とい
うテーマでの開催でしたが、まず

んよりさらに詳しい現状の課題な

んから活動報告をいただき終了し

感染症が心配される状況の中で、

は「ｗｏｒｋｅｒｓ 被災地に起つ」

ども説明があり、今後の新しい仕

ワーク＆ライフセミナー」が開催

感染防止対策に重点を置いたうえ

という映画で協同労働とはどうい

事の在り方、人の生き方を提起し

出したり、活動する人の知恵が生

での開催となりました。労福協、

うものか、どんな活動をしている

てくれた講演だったと思います。

ました。

長岡福祉協議会などの主催団体や

のか見ていただきました。ほとん

また、同じような立場で長岡でＮ

とが紹介されました。

かされる取り組みであるというこ

共催団体からの参加はもちろんで

どの方が「協同労働」というのは

ン・ローチ監督の映画でした。世

前の部は「家族を想うとき」ケ

加者から来ていただきました。午

ました。午前の部は１３０名の参

内容は午前・午後の２部制とし

の協力をお願いしました。

お知らせアプリ」登録にも参加者

手指の消毒、検温等、県の「感染

置、会場の換気、マスクの着用、

場での密を避けるための座席の配

ということを問うているような考

り、仕事とは何か、家族とは何か

破壊、子供の未来の破壊につなが

が、家庭での夫婦、親子の関係の

まさに長時間労働、低賃金の問題

を明らかにしてくれる映画でした。

し問題を起こしていくということ

という、すべてが連鎖反応を起こ

れがまた夫婦の関係にも影響する

の学校生活、人生にも影響し、そ

親の厳しい労働実態が、子供たち

い生き方なのか、それを考えさせ

はなく、どうすることが人間らし

います。でも時代に流されるので

方、人間の生き方も変わってきて

なっています。それに伴って働き

など社会の変化はめまぐるしく

ネット社会、新型ウイルス感染症

環境破壊、人口問題、インター

をいただきました。

長岡」の渡辺さんからも活動報告

している「市民協同ネットワーク

ＰＯ法人などの活動づくりを支援

界、日本で起きている「格差社

ではなかったかと考えます。

てくれたワーク＆ライフセミナー
映画終了後、協力団体である

えさせられる映画でした。
家族のために必死に働く父親と母

会」の問題を鋭くとらえた作品で、

り、参加者氏名の把握を行い、会

すが、一般市民からの参加者もあ

されました。
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新潟県労福協

第６回地区労福協代表者会議
３月６日（土）新潟市万代シルバー
名の参加で開催しました。

ホテルにおいて、第６回地区労福協代
表者会議を

た。

月１日から長岡地区労福

よう取り組むことを全体で確認しまし

し、地区労福協活動の前進につながる

区労福協の活動が今まで以上に活発化

局長を選出し、そのことによって、地

務局長体制を見直し、新たに地区事務

連合事務局長と併任であった、地区事

を踏まえ、この間多くの地区で、地区

また、ライフサポート事業の見直し

ついて確認しました。

針を踏まえ、今後半年間の取り組みに

ター」を設置し、県下一カ所とする方

協内に「新潟県ライフサポートセン

を廃止し、

間の協議の結果、県下７地区での事業

特に、ライフサポート事業は、この

た。

の報告も受けながら協議し確認しまし

との連携事業について、など、各地区

ト事業について、⑤ろうきん福祉財団

区の交付金について、④ライフサポー

年度各地区の活動予定の報告、③各地

各地区の活動実態と課題、②２０２１

り、協議事項として、①２０２０年度

牧野理事長の挨拶を受け、事務局よ
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新潟推進本部（新潟県総合生活協同組合）

連合新潟第

回地方委員会

日（木）連合新潟は第

回地

他の課題として、組織拡大、政治課題
について説明がありました。特に、働

１月
方委員会を新潟東映ホテルにおいて開
催し、代議員・役員など約
に立った政治勢力の拡大の重要さを説

しました。
牧野会長は挨拶の中で「春季生活闘

明し、組合員の日常活動の参加を強く
審議事項では、第３号議案「勤労福

争」について、「賃金の引き上げは、
需拡大に直結するものである」と、賃

祉会館の維持管理に関する件」が審議

呼びかけました。
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将来不安を払拭し個人消費を喚起し内

合の政策実現に向けて、働く者の立場

くことを軸とする安心社会を目指す連

67

～誰もが希望を持てる社会を実現！
安心・安全に働ける環境整備と
底｢上げ 底
｣｢支え 格
｣｢差是正で ～｣

₆₇
名が出席
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金闘争の重要性を強く主張しました。

され、「勤労福祉会館維持管理として、
２０２１年９月から２０３１年８月ま
円を連合新潟の会費と一緒に徴

で、会費納入人員に対し、現行と同じ
月額

収すること」が承認されました。
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東部ブロック

日（水）東部ブロック労福協

第２３０回幹事会報告
３月
第２３０回幹事会が群馬県高崎市ホテ
ルメトロポリタン高崎で開催され、

における労働相談システムが本年

月

から大きく変更する方向で協議が進ん
でいる概要について説明がありました。
幹事会では、東部ブロック２０２１
期福

年度の日程および諸会議について協議
を行い、６月に予定していた第
祉リーダー塾の開催については、大塚

課題となっている、連合の「労働相談

ら、ライフサポート事業にも関連する

挨拶で、中央労福協南部事務局長か

団体から受講生の派遣が困難との意見

の感染状況を踏まえると、一部の事業

ペースや食事等）を検討したが、現在

に行っての開催（開催方法、会場ス

事務局長より「新型感染症対策を十分

見直し」に対する課題共有と今後の方

もあり、結果として本年も昨年と同様

名が参加しました。

向性について説明があり、連合の各県

に中止する」との説明があ
り、全体で中止について確
認しました。
各県報告においては、新
型感染症の状況下であって
も、創意工夫して労福協活
動の推進に向け活動がなさ
れているとの説明がありま
した。
新潟県労福協からは、県
知事要請の結果「２０２１
年度県予算に、生活困窮者
支援事業に対する増額・
フードバンク活動に対する
新規の予算付け」がなされ
たとの報告、「新潟県フー
ドバンク連絡協議会」「２

国 際 交 流

２０２１年在日本大韓民国民団

方がはるかに長い。相手の歴史観を尊

 新潟県地方本部「新年の集い」

日（日）在日本大韓民国民団

重し、友好の橋を架け続けよう」と挨

３月

新潟県地方本部主催の新年の集いが新

月に新潟に着任した。新型ウイ

開会にあたり鄭和仁団長が、「長い

り組みには程遠い状況にあるが新潟で

ルス感染症の影響で、まだ、従前の取

西村ちなみ氏から

義な新年会となりました。

単位での交流を行い、有意

が、参加者全員がテーブル

講じての開催となりました

新型ウイルス感染対策を

りました。

要性について」の訴えがあ

「関係改善の取り組みの重

院議員

韓親善協会片桐会長・衆議

来賓挨拶では、新潟県日

なされました。

い」と期待を込めた挨拶が

もって取り組みを進めた

兆しが見え始め、希望を

れない。韓日関係の改善の

は韓日関係の悪さを感じら

時間軸で見れば、韓日は友好の歴史の

年の

続いて、権相熙韓国総領事から「昨

拶しました。

名が参加され盛大に開催されました。

級議員をはじめ多くの来賓などを迎え、

潟東映ホテルにおいて、国会議員、各
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０２１にいがた協同集会」
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の活動などについて説明し
ました。
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回新潟県協同組合間提携研究集会

新潟県協同組合間提携推進協議会

第
２月

「１９２３年に７月の第一土曜日を国

「協同組合の特徴は、お金ではなく人

事例について個別実態の報告が行われ、

であったが、新型コロナウイルス感染

であれば、昨年の７月に開催する予定

とを考える」と、協同組合のアイデン

から、組合員や地域社会の次世代のこ

らす地域社会全体のことを考える。だ

い社会に向け、２０３０年に向け目標

い姿からの逆算、誰ひとり取り残さな

壊れるという危機感を持って、ありた

由紀氏から、「現状の実態から地球が

と題して、朝日新聞編集委員・北郷美

ｓ～誰ひとり取り残さない世界へ～」

基調講演では、「協同組合とＳＤＧ

る契機としたい」と挨拶がありました。

求め、日本社会の「負の岩盤」を崩す

しての「労働者協同組合法」の活用を

としてＳＤＧｓとローカルな追い風と

とが大切である。グローバルな追い風

かのために、できることから始めるこ

と地球が大切にされる社会を自分と誰

通の言語として、まずは自分事に、人

れた。ＳＤＧｓを接着剤として世界共

アメリカンは７代先まで考えると言わ

採択して閉会しました。

するとした、「新潟ＣＰＣＣ宣言」を

た事業を展開し、協同組合運動に邁進

くらしと持続可能な地域づくりに向け

分野において、安全・安心で心豊かな

最後に、県内の各地域、各職場、各

ありました。

森林事業部長・髙橋義男氏から報告が

コープ・トラベルセンター 業務終了のお知らせ

日頃からコープ・トラベルセンターをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
この度、弊社は令和３年６月30日をもちまして業務を終了することとなりました。
皆様方の長年にわたるご愛顧に社員一同心より厚く御礼申し上げます。なお、業務終了までは新規受付をいた
しますが、予約受付は６月30日帰着分までとさせていただきます。また、「トラベルチケット(旅行券)」を
お持ちの方は、下記までお問い合わせください。

また、ワーカーズコープ齋藤本部長

から、「労働者協同組合法」の法案成

立を受け、今後の可能性についての補
足説明が会場よりありました。

見た協同組合の連携事例について」と

事例報告では、「ＳＤＧｓの視点で

日（木）新潟市朱鷺メッセで

題して、日本協同組合連携機構（ＪＣ

県協同組合間提携研究集会が
加し、開催されました。

際協同組合デーとして定められ、毎年
回目の開催となる。本来

症の感染防止のため、今回の開催と

ティティに関するＩＣＡ声明の本質を

実践報告では、①「ＳＤＧｓとＪＡ

なった。今後は、協同組合間の一層の
な期待・評価を十分に意識し、誇りを

新潟厚生連の取り組み」ＪＡ厚生連企

報告しました。

持って、組合員・地域住民のニーズに

画調整室長・友田理氏、②「私たちの

達成に向けた取り組みが重要である。

ことが求められている」との講演があ

活動を紹介します」ゆきぐに森林組合

コロナ禍からのより良い復興、公正な

りました。

くＳＤＧｓ取り組みをさらに充実させ

応え、持続可能な地域社会を築いてい

連携のもと、協同組合に対する世界的

県では今回

世界中で取り組みを進めてきた。新潟

り、ＪＣＡにおける具体的な取り組み

Ａ）協同組合連携部長・前田健喜氏よ

名が参

す行動がより重要である。ネイティブ

を中心におく組織である 、
｣ だ
｢から、
地域から離れない。だから組合員のく

高橋提携推進協議会委員長から、

80

社会の構築など、未来への責任を果た

㈱コープサービス コープ･トラベルセンター
担当：五十嵐・高橋
電話：０２５−２８５−８９２７

生活協同組合コープクルコグループ

お問い合わせ先
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予定です。

ナーを下越地区労福協と共同で開催

めるべく、 月にライフプランセミ

新潟県

a ta

新潟地区
新型ウイルス感染症は、首都圏を
中心に出された緊急事態宣言により
減少傾向にあるかと思われましたが、
未だに予断を許さない状況です。新
潟地区労福協は、取り組み方法を変
化させながら、規制をしながらも活
動を続けました。
すべての働く勤労者の生活の向上
を目指す運動を活動の基本とするこ
とは変えず、集合型のイベントは交
流のサツマイモづくりのみとし、幹
事会・総会については非接触型の取
り組み方法を軸とし書面での決議と
しました。また、労働者福祉に関す
る要請書については、市担当窓口と
オンラインで繋ぎ、５項目について
申し入れを行いました。
今後の取り組みとして、ウイルス
禍の影響が生じている中、失業・休
業等による収入の変化に伴う生活へ
の打撃が女性の貧困問題に直結して
おり、この深刻な実態を把握し、生
活困窮者への対応について行政へ求
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38,110件 54,231,959,087円

9,733件 112,706,734,956円

47,843件 166,938,694,043円

十日町地区
十日町地区労働者福祉協議会は、
連合中越地協十日町支部・労働金庫
十日町支店・こくみん共済ｃｏｏｐ中

越支所と連携して活動しております。
ウイルス禍ということもあり活動
を制限される中、会員の労金十日町
支店では、「ほんの気持ちプロジェ
クト」を継承し、子供たちの笑顔に
つながるよう、子供たちが利用する
施設や、生徒が中心となるイベント
を対象に、子供たちが実際に手に
取って遊んだり運動したりできる品
物の寄贈や、イベントの活動支援に
寄付を行う取り組みを行いました。
各単組でもその趣旨に賛同して協
力し、十日町子育て支援センターや
津南町教育委員会に絵本や玩具の購
入資金として、寄付することができ
ました。

（2021年1月末現在）

に い が た 労 福 協（ライフサポートセンター）
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高校奨学金給付事業

₂₀₂₁年4月₁₅日

完全
給付型 !

2021年度高校新１年生（中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部進学者含む）に対し
年度高校新１年生（中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部進学者含む）に対し
返還義務のない奨学金を給付（月額１万円、３年間計３６万円）します。
応募期間
応募資格

2021年４月12日（月）～2021年５月12日（水）
・新潟県民の子どもにして、新潟県内の高等学校に
｢2021年度」進学された方
※中等教育学校後期課程進学者（新４年生）
※特別支援学校高等部進学者（新１年生）

・経済的な事情で就学困難な方
※詳細は「新潟ろうきん福祉財団」ホームページにてご確認ください。
URL https://www.zaidan-hukushi.or.jp

お知らせ

４月より一般財団法人から公益財団法人に認定されました。

(公財) 新潟ろうきん福祉財団
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２０２０年度調査・研究事業報告
１

「平成」から考える社会保障制度のゆくえ
社会保障の理念の変化と
―
生活への影響とは

世帯をはじめ生活の基盤が突き崩され

実態調査のデータを示しながら、勤労

付費が２・７倍となり、国民所得に占

ている現代日本社会の実相を明らかに

年間で社会保障給

める割合は２倍、国民所得の増加率が

している。特に、公的な支えが脆弱な

（平成２年度）の

％のなか、社会保障給付費は増加率

１５６％と大きく増えているデータを

こと

もとで、消費に対する賃金依存が高い

―

がどのような

たとえば子育関係の費用など

示す。今日国家予算の３割が社会保障

もそのひとつである

分野、とりわけ格差と貧困の問題につ

なっていない点を、社会保障の理念が

単純に社会保障がゆきとどいたものと

らためて驚かされる。しかし、これが、

にその額は３分の１であったことにあ

２０２１年度新潟県予算では、いわ

点は重く受け止めたい。

らの排除につながってしまう」という

とって、教育機会の喪失、社会関係か

求められる部分を確保できない世帯に

現実を生み出すのか。「収入によって

―

関係費になっていることはよく知られ

年前

いて第一線で研究を続けている新潟県

どう変化し、それが勤労者の生活実態

ているところであるが、わずか

新潟県自治研究センターが２０２０

立大学の小澤薫准教授から、総括論文

ゆる「ヤングケアラー」やフードバン

―

年度の受託研究としてまとめた報告書

にどのような影響を与えてきたのかと

福協の取り組みのひとつの成果として

「社会保障の理念の変化と勤労者の生

社会保障の理念の変化でいえば、１

その意義をあらためて考えさせられる

（２０２１年３月刊行）について、今

９８０年代の低成長期以降、社会保障

ものともいえよう。

ク団体への支援なども行われるが、労

研究主幹４名とともに元内閣官房専門

制度を含めた行政機能の縮減、社会福

の観点から詳細に述べられている。

第１回目の今回は、２０２０年度の

調査員の横田昌三氏から昨年に引き続

活実態」をご寄稿いただいた。また、

調査・研究の趣旨と報告書の構成、な

この間、菅首相による「自助」の強

年ほど

祉の公的責任の圧縮が顕著にみられる

しかし、「平成」のわずか

調も、世間では議論の的になってきた。

も含めその問題点が指摘されている。

「日本型福祉社会」について、財源論

らびに総括論文の概要を紹介したい。

金 ・
｣ 医｢療 ・｣ 公｢衆衛生 ・
｣ 人
｢生１０
０年時代」について分担・執筆を行っ

昨年度に続き、考察対象となる時代
を主として「平成年間」に置き、労働

本紙面ですべての論文を紹介するこ

る「

能である」とする小澤氏の鋭い指摘の

を振り返っただけでも、「生活自己責
とはできないが、新潟労福協ホーム

で考えたとき、「選択肢」の多様性を

正しさは明瞭となっている。「歴史の

格差と貧困という現代の社会病理現

ページにおいては、報告書全文を掲載

掲げ、国の責任を小さくしながら、国

なかの社会保障」という観点から、今

たところである。

してきたが、今次報告書では、特に勤

していただいている。

民負担を増やしてきたことなどの行き

後の社会保障をめぐる政策・制度を考

任の前提条件としての、雇用保障、賃

労者の生活にかかわる「社会保障」を

社会保障制度の議論は、勤労者に

着いた先にあらわれたものであること

象とは、社会保障制度審議会のいわゆ

テーマとした。

とっても重要な政策課題であり、今後

も理解できるのである。

金保障なしに、『自助』の実現は不可

が社会に拡大した時期でもあり、昨年

の学習や議論の一助として報告書をご

成」の

年間とは、新自由主義的潮流

バブル経済とその破綻に始まる「平

度の研究テーマである「雇用」「賃

活用いただければ幸甚である。
総括論文の冒頭で小澤氏は、２０１

民生活基礎調査や家計調査、全国消費

澤氏は収入と支出の構造について、国

「雇用」とのかかわりにおいても、小

また、昨年度のテーマにも重なる

50
年度）と１９９０年度

８年度（平成
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ある。

える重要性も再認識させられる論稿で

金」「労働時間」と同様、社会保障に

年勧告」の理念の変という視点
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【社会保障はどう変化したのか】

者を取り巻く環境の変化について分析

きご協力いただき、 超｢高齢社会 ・｣ 年｢

年度も概要紹介の機会をいただけるこ
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とにあらためて感謝申し上げたい。
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関わる各分野でもその影響は顕著にあ
らわれている。
そこで、今次報告書では、社会保障
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編集後記
動していました。まさにその時は、

い、人事院交渉支援の集会に向け移
❖３月

項目は変更しません。できません。

いる限り、労福協の知事要請の第１
日聖火リレーがスタートし

国土交通省の前の交差点にいて、異

子力発電所の事故が発生し、その日

日本大震災とこれに伴う福島第一原
がみ付きました。国交省の屋上の巨

ことが出来ず目の前の銀杏の木にし

常なほどの大きな揺れで立っている

重すぎる発言をお聞きしました。❖

れば、現在は１ｍ進んだだけだと、

答えていました。１００ｍ走に例え

ました。福島の方がインタビューに

分、東

年が経ちました。大津波に
大なパラボラアンテナが左右に大き

国会議員の皆さん、まともな政治を

日 時

よって多くの命や暮らしが水平線の
く 揺 れ 今 に も落ちそうな光景が忘れ

❖２０１１年３月

彼方へ押し流され、放射能によって

さんが報われる政治を切に求めます。
びましょう。忖度政治・一族政治は

から

故郷を失い、未だに元の生活に戻る

られません 怖
(かったです）❖県労
福協の県知事要請の第１項目は．

行ってください。額に汗して働く皆

ことのできない避難者が多数います。
本大震災の被災者・避難者支援につ

国民の皆さん、まともな政治家を選

めていくことが重要です❖筆者は、

断じて認めません。
（新光町のカンペイ）


（新潟市：新潟東映ホテル）
24日（木）第３回新潟市ＰＳ支援調整会議

３日（木）新潟県奨学金ネットワーク設立に向け
た学習会
（勤労福祉会館）
５日（土）2021年度消費生活ネットワーク総会

（新潟市：ユニゾンプラザ）
７日（月）～８日（火）
中央労福協2021年度全国研究集会

（福島県福島市）
18日（金）新潟県労福協第42回定時総会
６月

（勤労福祉会館）




いて」です。現在でも２，２００名


（勤労福祉会館）
21日（金）県労福協監事監査（勤労福祉会館）
26日（水）2021年度新潟県日韓親善協会総会

（新潟市：新潟東映ホテル）
27日（木）第133回新潟県労働者福祉協議会理
事会
（勤労福祉会館）

あの日、春闘の山場で、公務員連絡

11

大会 (フォレストカントリー倶楽部）
18日（火）中央労福協第２回生活就労支援連絡
会議
（web）
20日（木）第２回新潟市ＰＳ支援調整会議
５月

12日（水）第 34回県労福協チャリティーゴルフ

を超える方が県内に居住している。

以降、毎年「東日

２０１１年３・

25

これからも震災を風化させず絆を含

46

会の中央集会に参加していました。



就任のご挨拶

年間勤務をし、この

どうぞよろしくお願い申し上げます。

くしていきたいと思います。

まのご指導・ご鞭撻のもと、精一杯尽

現に向けて微力ではありますが、皆さ

でつくる安心・共生の社会福祉」の実

幸せと豊かさをめざして、連帯・協同

労福協の目指す「すべての働く人の

ています。

できるか不安もあり責任の重さも感じ

が増してきます。労福協の立場で何が

からこそ、働く人の生活支援の重要性

境が続いています。このような状況だ

自殺者が増加しているなど、厳しい環

ス感染拡大にともない、生活困窮者や

働く人を取り巻く環境は新型ウイル

した。

さんと一緒になって運動を行ってきま

になるよう金融機関職員として各組合

間、組合や働く人の生活が豊かで幸せ

労働金庫では

ました、江口勉と申します。

ら新潟県労働金庫から出向してまいり

皆さま、はじめまして。３月１日か

江口勉事務局長
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「個人情報保護法の意義と

関界の改正ポイント」(web）
29日（木）第92回新潟県中央メーデー

36

11

26日（月）新潟県生活困窮者支援事業プロポー
ザル審査日
（県庁会議室）
27日（火）中央労福協第７回学習会

これが現実です。移住している方が

４月

22日（木）第１回新潟市ＰＳ支援調整会議

（勤労福祉会館）

国会近くの社会文化会館で集会を行

（新潟市：新潟東映ホテル）
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今 後 の 日 程
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