(83)
2008年8月〜
2009年7月

445

254

191

(162)
2009年8月〜
2010年7月

442

254

188

(174)
1,346

797

549

(419)
計

︹金銭・財産︺
多重債務の相談が圧倒的に
多く︑住宅ローンを返済して
いる方もあり︑相談時点で︑
生活困窮者となっている方が
ほとんどであった︒また夫の
収入減少により︑妻が多重債
務者に陥った︑クレジット契
約︵次々販売・契約︶によ
り︑返済困難となったケース
や多額の保証債務を背負った
相談もあった︒個人間の貸
借︑詐欺紛いの問題も少なく
ない︒ここ最近は︑相続に関
する相談が多くなっている︒
相続開始後より︑現財産の将
来︵思惑 親族関係に絡む︶
の悩み事として相談が増えて
いる︒
︹生活全般︺
くらし全般に係わるため多
岐にわたるさまざまな相談が
あった︒法的に関する相談が
多いが︑家庭内問題や人間関

係問題︑子ども・老人問題︒
また生活苦︵借金絡みで︶で
将来不安︵生活保護の関係も
あり︶︒特に２００８ 年年末
から数ヶ月は︑﹁住居・職・
金﹂がないなどの相談が数件
あった︒他︑貸家︑借家問題
︵土地絡みも含む︶ 貸手
側︑借手側から︒契約︵消費
貸借 取引︶関係︒交通事故
トラブル相談など︒その他︑
問い合わせ的な内容や想定外
の相談もあった︒
︹労働問題︺
①就業規則関連 ②解雇・リ
ストラ ③賃金 ④雇用・労災保
険 ⑤社会保険・関連 ⑥有給休
暇 ⑦組織相談 ⑧退職金 ⑨サ
ービス残業などなど
上記区分の相談では︑就業
規則・労働契約関係が最も多
い︵全体の約 %︶︒次いで解
雇・リストラ︑賃金関係の順
となっている︒最近︑中小零
細企業での賃金未払いや待遇
面での問題が目立つ︒不況が
続き︵特に中小・自営の収益
厳しい︶︑雇用環境︵求人・待
遇面︶の悪化が如実に表れて
いる︒
︹周知活動︺
パンフレット 作 成 ・ 配 布︵ 広
範に配布︶︒福井県の広報記載︒
年間２回 地元新聞２社︵大き
く掲載︶︒福井新聞︹ぷりん︺
随時掲載︒月刊情報誌﹁ウラ
ラ﹂掲載︵1ページ全部 ／
月号︶︒テレビスポット年２
回︒労福協機関誌毎回掲載︒
無料情報誌に掲載︵２回︶
⇒
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福井県労働者福祉協議会
福井市問屋町1丁目35番地
0776−21−5929
機関紙編集委員会
𠮷田哲夫
発

2010年9月21日発行

人と暮らし
環境に優しい
福祉社会の実現

ライフサポートセンター福井は︑連合福井を始め︑県労福協︑北陸労金︑全労済福井の４団体主導
により設立され︑２００７年８月６日︑常設の暮らしなんでも相談所としてユニオンプラザ福井１階

459

3年間の主な相談内容
︵分類別︶

で︑相談業務を開始しました︒先月８月で開設から︑３年が経過したことから︑この３年間の概況を
報告いたします︒

3年間の相談件数

2007年8月〜
2008年7月

95

うち
電話相談

07

︵オープン後の年間相談数・項目別含む︶
相談総数 １ ︐
３ ４６ 件 ︒ オ
ープン当初は︑マスメディア
︵NHK︑民放テレビ・新聞3
社等︶に取り上げられ︑オー
プ ン 月 ︵ 年８ 月 ︶ は ︑ 件

と非常に多くの相談があり︑
年間の相談件数は４５９ 件と
なりました︒その後の２ 年間
を含めた総相談数は１︐３４６
件でした︒フリーダイヤルで
の電話相談が主ですが︑想定
以上に来所︵面談︶相談は多
くありました︒なお︑２００８
年８ 月 以 降 の 福 井 県 主 催 の 合
同相談会︵当センター参画
３日間︶や日曜日の特別相談
会︵４ 日間︶などの相談も相
談数に加えてあります︒
専門家や相談機関への取次
ぎ︵誘導含む︶は︑年度当初
は︑法的相談の弁護士や多重
債務関係で司法書士︑労金へ
の取次ぎが特に多かったが︑
次年度以降は︑福祉事業団体
︵労金・全労済・県民生協︶︑
連合福井を始め︑行政等の相
談サービス機関や相談機関の
ネットワーク︵相互紹介︶を
活用しています︒

10

うち
（うち、専門家・相談
来所相談 機関等への取次）

相談合計

合

改装第46号

05

25

2010年 9月 （4）
改装第46号
2010年9月
（1） 改装第46号

相談機能の
充実に向けて
人々は︑毎日を幸せにすご
したいと願っており 暮らし
なんでも の相談は︑実にさ
まざまな相談が寄せられま
す︒相談内容によって︑セン
ター相談員の人材では対応で
きないことも多くあります
が︑いままでの相談員の経
験・ノウハウを活かした対応
を図ってまいります︒
まずは相手の話しをじっく
りお聞き︵聞くだけでの相談
サービスもある︶し︑問題点
を整理し︑いままで以上のア
ドバイスを提示︵相手に合わ
せた対応 一方的に押し付け
ない︶し︑必要に応じて︑当
センターの顧問弁護士や司法
書士などの専門家及び相談専
門機関のネットワークを活用
︵迅速・的確に︑場合によっ
ては詳細含めて取次ぎする︶
して問題解決を図ってまいり
ます︒今後においても︑弁護
士・司法書士・社労士や各相
談機関との情報交換を行いな
がら︑相談事の総合的な窓口
︵玄関口︶
として︑活
動してまい
りますので︑
皆様方のご
支援・ご協
力をお願い
いたします︒

(3)

改装第46号

改装第46号

2010年9月

10

10

23

10

31

10
22

10

31

10

10

全労済からのお知らせ

全労済地域貢献助成事業のご紹介 〜2010年助成団体決定〜
全労済では、社会貢献活動の一環として、「みんなでたす
けあい、豊かで安心できる社会づくり」という理念のもと
に、1992年より全労済地域貢献助成事業を行っています。
全労済地域貢献助成事業では、環境分野と子ども分野におい
て、地域社会のために活動をしている市民団体を対象とし、
地域の人々がたすけあって環境を守る活動、子どもの健やか
な育ちを支える活動を支援しています。
2010年は、「未来の子どもたちに豊かな自然を残すため
に、今と未来を生きる子どもたちのために」をテーマに、環
境活動や子育て支援活動に携わる市民団体等を対象に広く全
国から助成団体を公募しました。
社会的情勢および全労済助成事業の認知度の高まりを反映
して、今年は昨年を100件上回る404団体（環境分野190団
体、子ども分野214団体）から応募があり、69団体（環境分
野34団体、子ども分野35団体）に総額19,847,300円を助成
※7月30日の通常総代会で、
「里豊夢わかさ」の前田理事長へ助成団体目録が贈呈されました。

することになりました。福井県では、環境分野3団体、子ども
分野5団体の応募から、子ども分野助成団体として「特定非営
利活動法人 里豊夢わかさ」に助成を行いました。

月から

行事の実施
実施 2011年8月以降︒
例年実施の社会貢献活動を
盛り込んだ参加型イベント
④創立 周年記念フォーラ
ム﹁第6回推進機構セミ
ナー﹂の開催
開催日 2010年 月
日︵金︶〜 日︵土︶︒富
山市にて
⑤創立 周年記念特別懸賞
の実施
抽選日 2011年9月︑
発送 月
︵2︶生活応援運動をベー
スとした利用拡大
①一時金の支給時期に合わ
せた預金結集と取引利用拡
大の取組
2010年年末&2011
年夏季 上記 ２．︵1︶ ⑤
＝記念特別懸賞あり
②新規契約の拡大によるメ
イン化の取組
メイン化商品︵給与振込・
財形貯蓄等︶﹁新規利用
記念特別プレゼント﹂の実
施
③融資利用拡大の取組
期間 2010年 月1日
︵金︶〜2011年7月
日︵日︶
住宅ローンの推進︵優遇幅
の拡大による利用促進︶や
低利な無担保ローン︵車・
教育等︶の推進など勤労者
のニーズにあった有利で利
用しやすい商品を提供

以上が記念事業の概要です
が︑詳細については︑北陸
労働金庫から︑
皆様方︵職場︶に
お知らせが
あります︒
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2010年 月1日
︵金︶
〜2011年7月 日
︵日︶

10

北陸ろうきん創立 周年記念事業を開始

10

期間

10

10

︿ ご愛顧に感謝︑
これからも多くの人に生活応援﹀

10

北陸労金は
﹁働く人の夢と
共感を創造する
福祉金融機関﹂
として︑多くの会員・勤労
者に支えられ︑2011年
月1日に創立 周年を迎
えます︒

１．運動の基調
労金の生活応援運動︵生
活改善・設計・応援︶とは︑
﹃勤労者の生活のうち﹁お
金﹂にまつわる諸問題を︑
勤労者のための金融機関で
ある﹁ろうきん﹂が︑会員
労働組合との連携のもとで︑
情報を提供し︑相談に乗り︑
具体的な提案・アドバイス
を行う運動である︒﹄その
意味で勤労者の生涯にわた
るライフイベントに対応し
た取組みを進めていきます︒
その生活応援を具現化する
ため︑﹁いまこそ︑ろうき
ん﹂をキャッチフレーズに︑
﹁ろうきんがやるべきこ
と﹂﹁会員で取組みいただ
くこと﹂﹁会員とろうきん
が協同でできること﹂を明
確にする中で会員・推進会
員・推進機構と一体となっ
て実践していきます︒
２．具体的実施内容
︵１ ︶記念式典・表彰・行
事・セミナー・懸賞
①創立 周年記念式典の開
催︵中央式典・各県式典︶
中央式典 2011年5月
日︵火︶
②創立 周年記念会員特別
表彰の実施
時期 2011年5月︵各
県式典開催時︶
③創立 周年地域交流記念
10

2010年9月 (2)

労福協・福祉事業団体による労組訪問を実施（トップセールス）
労福協・馬場会長、吉田副会長、労金・山口本部長、全労済・坪内理事長は、8月19日〜20日及び23日の3日間にわた
り、敦賀・小浜、坂井・あわら、福井の各地域の労働組合（15組合）を訪問しました。各代表から、厳しい環境が続い
ている中、福祉事業団体に対するご協力に謝意を表し、北陸労金、全労済、県民生協、ユニオンプラザ・トラベルﾄな
どの事業内容の報告や諸課題を示すとともに、今後においても、さらなるご協力・ご支援を要請するなどのトップセー
ルスを行いました。

2010年度〔くらしな ん で も 相 談 〕｢結果報告｣
月 日

会

場

相談数

２０１０. ７. ２４
（土）

大野労働福祉会館

２

２０１０. ７. ２４
（土）

勝山労働福祉会館

１

２０１０. ７. ２５
（日）

坂井市高椋公民館

４

２０１０. ７. ２５
（日）

北陸労働金庫金津支店

２

２０１０. ７. ３１
（土）

小浜市勤労福祉会館

４

２０１０. ８.

１
（日）

越前市労働福祉会館

５

２０１０. ８.

１
（日）

鯖江市嚮陽会館

５

２０１０. ８.

７
（土）

敦賀市男女共同参画センター

５

■相談総数は、28件。相談内容は、多重債務(5件)、家庭間問題(4件)、交通事故トラブル、詐欺関係、
労働問題、相続関連、不動産関連、個人間借金問題 (以上複数)、など、様々な内容でした。

2010 年度 退職前ライフプランセミナーの開催 ( 予告 ) について
福井県労福協や北陸労金県内支店、全労済福井県本部が、主
（共）
催する
「退職前ライフプランセミナー」
については、10 月 30
日 ( 土 ) に開催いたします。
今年は、嶺北 ( ユニオンプラザ福井 ) と嶺南地域
（ニューサンピア敦賀）
の 2 会場
（午前と午後の分
割開催：敦賀市福井市）
でそれぞれ同日に開催します。
（このセミナーは 60 歳前の勤労者を対象としたセミナーです）
。
内容は、社会保険労務士から
「退職 (60 歳 ) 前の各種社会保険の準備・手続き等」
について、各制度の詳しい制度説明ともに具
体的な事例を交えた講演を行っていただきます。
( なお、
会議終了後、
公的年金についての個別相談も行う予定です )
社労士の講演のあと、北陸労金から退職後のお取引や全労済の生涯保障等の説明なども行いますので、ご参加をお待ちしてい
ます。
※開催時間や会場など詳細は、
今後、
北陸労金各支店から会員経由等でお知らせいたします。

労使のことなら何でもご相談下さい。

福井県労使相談センター
相談無料：相談時間

午前9時〜午後5時(平日のみ)

労使相談センター丹南事務所

越前市中央2丁目5-1 越前市労働福祉会館内
TEL ０７７８-２２-１００６
労使相談センター嶺南事務所

敦賀市呉竹町1-41-45
TEL ０７７０-２２-１０１５

奥野ビル102号

事業者:福井県労働者福祉協議会
（福井県からの委託事業）

第60回 福井県
勤労者美術展作品募集
皆さんが自由時間を利用して創作した作品を、募集しています。
勤労者美術展を自由時間活動のスタート、そして創作する仲間と
のふれあいの場としませんか？
家庭でこつこつ制作している方、サークル等で活動している方、
意欲的に創作している方、ふるって応募して下さい。
◎ 会期・会場

会

場

福井県立美術館
福井市文京3丁目16-1

会

期

平成22年12月 9日
（木）
午前9時から
平成22年12月12日
（日）
午後5時まで

◎ 問い合わせ先
福井県労働者福祉協議会（ユニオンプラザ福井内）
TEL 0776-21-5929

