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     2023/2/6 第 15 号（一社）熊本県労働者福祉協議会 

 
 

１月 23日 第 211回通常国会が６月 21日までの会期で開会されました。昨年末閣 

 議決定され国民に丁寧に説明するとした、防衛費増額・異次元の少子化対策が大きな争点

となることは間違いありません。しかしながら、重要なことは国会で決めずに、国会が終

わった後、閣議決定で決めてしまいます。総理の専権事項で決めてしまう。そしてすでに

決まったこととして、アメリカのバイデン大統領に土産を持参する構図となり、国会は 

事後承認の機関になっています。これが大きな問題であることは言うまでもありません。 

 

過去最大の総額 114兆円超となる 23年度予算案の行方は・・・ウクライナ情勢、物 

価高など課題が山積する中で、首相が国民の理解と納得を得ることが出来るか、150日 

間にわたる国会の行方が注目されます。 

 

また、首相秘書官が首相の欧米歴訪同行中に公用車を使って観光したり、閣僚らへの土

産を購入にいったりしたとの報道がなされたり、国民への負担強いる中で、真相について

これも国民が納得する説明が必要になっています。ただ、国会で議論することなのでしょ

うか。 

 

さらには、日本の安全保障・防衛政策は大きな転換点迎える国会でもあります。新たな

国家安全保障戦略、国家防衛戦略、および防衛力整備計画のいわゆる「戦略 3 文書」は、

日本の安全保障・防衛の新たな姿を示めしています。 

私たちも大幅な増額の意味、直近の課題、そして財源問題を紐解く必要があるようです。 

 

   膨大な国の予算。私たちが求める奨学金無償化、困窮者への支援、社会保障費の充実、

さらには物価対策等私たち国民が望むものに仕向けていただきたいものです。次代を担う

子どもに安心して暮らしができる施策が今一番望まれているのではないでしょうか。 

 

さて、今号のひと言コーナーは JP労組熊本連絡協議会の安本議長から多忙な中寄稿い

ただきました。民営化以降、3つのグループ（日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命）と

なり日々、取りまとめ等に奔走されています。 

是非ご一読いただき、JP 労組を知っていただけたらと思います。 

 

【１】ひと言コーナー 

JP労組熊本連絡協議会の安本です。 

JP 労組（日本郵政グループ労働組合）は、すべての郵政関連企業において、自由にし

て民主的な労働運動で行動する労働者の結集体です。友愛の精神をもって、希望に満ちあ

ふれた事業と労働組合を創造し、組合員の生活の向上と公正な社会づくりに貢献すること

を基本理念にしています。 
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   JP労組の組合員数は、全国で約 240,000 人、九州で約 28,900 人、熊本県内で約 

4,890人の組合員となっています。 

   JP 労組熊本連絡協議会は、幹事会 10 人で構成されており、連協内 8 支部と一緒にな

って活動を行っています。 

また、新しい世代の役員育成に向けて、様々なセミナー等も開催しています。 

コロナ禍で活動が難しいですが、「いまできること」を前向きに取り組み、「組合員」

と「組合員の家族」の幸せのため、みんなで頑張っていきたいと考えております。 

   これからも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

    

 

 

支部マネジメントセミナー役員コース         熊本連協幹事会 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユース・女性合同役員セミナー 
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************************************************************************** 

 

【２】中央労福協活動コーナー  ≪継続でご案内いたします≫ 

 

生活・就労応援基金（ろうふくエール基金）について改めてお知らせいたします。身近

なところで、コロナ禍で苦しむ方々を支援している団体等に是非ご紹介ください。 

 

 

 基金の目的 

  基金を呼び水として、地方労福協が軸となり労働組合・協同組合・市民団体等とともに、コロナ禍

で苦しむ人たちに対する生活・就労支援活動を地域で促進することを後押しする。この取り組みを通

じ、組合員・市民の共感を広げ、労働者福祉運動の役割発揮につなげる。 

■就労支援、職業訓練、雇用創出、居住支援などの事業への助成 

熊本県労福協が対応できるものは以下の支援 Bです。  

・支援対象Ｂ  

コロナ禍に対する生活や就労の支援を目的として、地方労福協が実施もしくは関与する事業

や活動。  

例えば、各地域で事業団体が行う学生生活支援・フードバンク事業・子ども食堂事業等との

連携、民間団体・ＮＰＯ等が行う困窮家庭等への支援活動との連携など。  

・「関与する」とは、一緒に活動すること、事業・活動に共感し寄付を集めること、事業・活動

を応援、推薦、紹介すること等を含む。  

・コロナ禍対応に特化した事業・活動だけではなく、就労支援、職業訓練、雇用創出、居住支援 

などを行うなかでコロナ禍対応を行っている事業・活動も対象となる。 

・助成額  

１団体の助成上限額 支援対象Ｂ ２０万円  

     

【3】南部労福協活動コーナー 

  2023年度労働者福祉南部ブロック協議会定期総会について 

  （１）日 時 2023年２月 17日（金）14時 00分～15 時 50分 

 （２）場 所 鹿児島サンロイヤルホテル（鹿児島市与次郎 1丁目 8-10） 

  熊本県は、次期南部ブロック事務局を担うことになります。 

  ■次期南部ブロック役員体制 

会長 友田 事務局長 浦本  

会計監査 九州労金上野課長   濱津こくみん共済 coop中央支所長  

事務担当職員 豊田 

任期 2年間 

事務局担当県は時計回りで鹿児島⇒熊本（2023年～2024年）⇒長崎⇒佐賀⇒福岡 

⇒大分⇒宮崎⇒鹿児島⇒熊本 

  ※南部ブロック 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

  （北部・東部・中部・西部・南部） 

 

【4】県労福協活動コーナー 

■ 2023 年 1月 23 日（月）県労福協 2023 年度役員選考委員会を開催し、選考対象者の資 
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  格要件を確認し、今後の進め方について協議を行いました。 

■ 2023 年 1月 23 日（月）2022 年度第１回連合・福祉事業団体・労福協連絡会議を４年 

ぶりに開催し、福祉事業団体の現状・課題を共有し、県労福協と一体となって労働者福祉運 

  動を構築していくことを確認しました。 

■ ろうふくエール基金へ助成申請を行いました。 

  2023年１月 25日第５回理事会において、「シンママ熊本応援団」に対して、助成申請を 

  行うことを確認し、中央労福協に対して１月 30日申請を行いました。今後中央労福協から 

  の聞き取り等のあと、４月 14日開催される中央労福協幹事会で確認される予定になってい 

  ます。 

   ******************************************************************** 

【５】雑学（トリビア）コーナー 

北極と南極の氷と気温の違い 

   北極と南極は氷の世界だが、その氷の厚さは北極と南極で大きく異なる。氷の最大の厚

さは北極が約 30m、南極が約 4800mである。 

環境省のサイトを確認してみると、氷の最大の高さは北極が約 10m、南極が約 4000m

と記載されている。その他、上記のように氷の厚さでは北極が最大約 30m、南極が約

4800m などの情報がある。これらの情報に共通しているように、南極の氷は北極に比べ

て圧倒的に厚く、富士山の高さ 3776m より厚いことになる。また、南極は平均すると氷

の厚さが約 2000m、高さが約 2500m であり、地球にある氷のほとんどが南極にある。 

北極と南極は似ていると思われがちだが、全然違う世界が広がっている。場所によって違

いはあるが、冬の平均気温は北極がマイナス20℃、南極がマイナス60℃で、南極の方が

寒い。南極の方が寒い理由としては、南極の方が高い場所であることが挙げられる。 

富士山のように高い山の上は寒い。上記のように南極は氷が分厚く、平均で約 2500m

の高い場所のため気温が低い。また、北極は海で、南極は大陸であることもその理由に挙

げられる。 

北極には陸地がなく、海や氷が広がっている。南極は南極大陸と言われるように大きな

陸地である。世界地図を見ても分かるが、南極は大陸のためその形が描かれているが、北

極は海のため何も描かれていない。 

海は冷たくなりにくく、南極でも海の近くより内陸の方が寒い。ちなみに、日本における

公式の最低気温は北海道の旭川のマイナス41.0℃（世界の最低気温は、南極の８９．２℃ 

因みに熊本の最低気温は、1970 年 1 月 18 日と 1977 年 2 月 19 日のマイナス 7.8℃ 

１月 25 日のマイナス 5.8℃.は過去 28 番目）である。旭川も北海道の真ん中にあり、内

陸部で気温が下がりやすいことが分かる。このように、南極は氷が分厚く高い場所であり、

大きな陸地で内陸部において寒くなりやすい。 

また、氷の種類についても北極と南極で違いがある。北極は海の水が凍って出来た海氷

と呼ばれる氷である。一方、南極の氷は大陸の上に雪が何十万年も降り積もって固まって

出来た氷である。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：雑学ネタ帳 
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******************************************************************** 

【６】福祉事業団体の活動 

   以下の URLからご覧ください。 

  （１）九州労働金庫熊本県本部 

    https://kyusyu-rokin.com 

（２）こくみん共済 coop熊本推進本部 

    https://www.zenrosai.coop/contact/zenkoku/kumamoto.html 

   （３）ユニオントラベル熊本 

    http://unitora.com/ 

     （４）秋津レークタウンクリニック 

    https://akitsu-laketown.jimdofree.com/ 

  （５）ライフサポートセンターくまもと 

    http://blog.rofuku.net/kumamoto-lsc/ 

福祉のことなら何でもご相談ください。 あなたの悩みに応えます。 事業団体・産別の 

    専門家が、労働問題他、福祉全般に亘って相談に応じます。 

（６）熊本県労働者福祉会館  

http://www.roukan.org/ 

いつでも、だれでも利用できる会議室があります。会議、研修、講習会などでのご利用

お待ちしております。 

 

２月 16日（木）１８時から県労館大会議室で「金融セミナー及び 18歳成人について

考える」を開催します。 

今回は、九州労働金庫熊本県本部のご協力をいただき開催いたします。円安、物価高等

私たちを取り巻く環境は非常に厳しくなっています。このことから、九州労金熊本県本部

のライフアドバイザー 川野 隆さまから生活防衛のためのお話を聞く機会を設定するこ

ととしました。また、昨年４月から成年年齢が引き下げられ、様々な課題問題点が出てき

ているようです。募集人員は 50名となっています。奮ってご参加いただきますようお願

いいたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症に対する対策は講じていますが、今後も感染拡大がつ

づくようであれは開催の在り方、または開催の中止等もあり得ることもご理解いただきま

すようお願いいします。 

 

内 容 人生 100 年時代と言われる中で、「現役期」「リタイヤ期前後」「高齢期」の

各ライフステージにおける「資産形成の促進」に加えて、「資産寿命を延ばす」ことが重要

になっています。そこで金融リテラシーが必要になり「投資信託、NISA、つみたて NISA、

iDeCo」の内容を学習します。また、2022年 4月 1日「成年年齢引き下げ」により、18

歳で成年(成人)となりました。「18歳から大人」としての注意点を動画映像にて学び理解

を深めます。 

 

**************************************************************************** 

【７】事務局からひと言 

 ■ 世の中 なんか変 

https://kyusyu-rokin.com/
https://www.zenrosai.coop/contact/zenkoku/kumamoto.html
http://unitora.com/
https://akitsu-laketown.jimdofree.com/
http://blog.rofuku.net/kumamoto-lsc/
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その 1 この年になって一つ覚えた言葉である。「たたき」です。鯵のたたき、鰹のたた

きではありません。警察や犯罪者が使う隠語で強盗とのこと。今回の狛江市の強盗殺人事件

に本当におどろかされるばかりであり、警察も手口から日本人じゃないだろうと思っていた

そうです。主犯格は、ルフィと名乗りフィリピンの刑務所から指示をだしていたとか。フィ

リピンの刑務所も賄賂を渡せば、個室待遇で、携帯も与えられると。今回の事件で高齢を抱

える世帯、子どもだけで留守番することがある世帯等防犯カメラを設置したりしているとの

ことで例年の倍に上るとの報道もあってました。昔は、ほとんどの家は施錠していなかった

ように思いますが。犯罪の質が余りにも変わってきたようです。 

 

その 2 ドバイに滞在している参議院議員 当選以来一度も国会に出席していない。いよい

よもって参議院議長がＮＨＫ党の参院議員に対し、出席を求める「招状」を発出しました。

1949 年以来 74 年ぶり両院を通じて史上２例目となるとのこと。招状を受け取ってから７

日以内に理由なく出席しない場合、議長が懲罰委員会に付して、来週にも除名や一定期間の登

院停止等の処分が検討されるとのことです。色々な野党がありますが、やはり働く人の幸せと

豊かさをめざす政治を標榜する政党でなければと思います。そのような政策を打ち出せば、無

党派層と言われる人たちも振り返るのではないでしょうか。 

 

その 3 前段でも記載しましたが、総理秘書官の行動、それを擁護する政権幹部。任命した

ときから、大きな話題となりましたが。その後、情報の漏洩疑惑、そして今回の首相歴訪時の

行動。国民には税の負担を求めているにも関わらず、大使館の公用車で観光地巡りに、土産の

購入。この方は、民間人の時も政府専用機で外遊に同行したとの話もあります。余りにも庶民

の感覚とかけ離れているのではないでしょうか。最近前首相も色々発言されていましたが、総

理秘書官問題では沈黙されていますが・・・。（笑） 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

■新型コロナの感染症法上の位置づけについて、5 月 8日に、季節性インフルエンザなどと同じ 

「5類」に移行する方針を正式に決めました。5類になるとどう変わるのでしょうか。医療費の負担 

はどうなるのか。患者や濃厚接触者の行動制限は、マスクはどうなるのでしょうか。厚労省は分類の 

移行とあわせて、マスクについて個人の判断に委ねる方向で検討しているそうですが、屋内、屋外を 

問わず、個人の判断に委ねることを基本にするようです。 

   

■,年金改悪 62歳から 64 歳に引き上げ 改悪に反対する国民 127万人がデモ フランスの話で 

す。日本はどうでしょうか。外国でこのような反対の行動に賛同し多くの国民が参集してデモ行進

を行っている映像を見ることがありますが、今の日本は、「言っても仕方ない どうせ変わらん」 

ということで大きなうねりが起こることがないように思いますが、そこには、民族・文化の違いが

あるのかもしれません。そのような視点で考えてみたらどうかなとも思います。 

ただ、国民はどのような時に怒り、大きなうねりを巻き起こすのでしょうか。 
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≪県労福協からのお知らせ≫ 
    

 ■ 「借りてる方も これからかりる方も もう悩まないで奨学金返済 Q＆A」
中央労福協が標記の冊子を発行しました。返済に困っているあなたへ法律のプロが寄り添って

解説している冊子になっています。是非読んでみたいという方は、県労福協にご連絡ください。 

また、中央労福協 HP からダウンロードできます。サイトがわからない場合も、県労福協 

にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

「持続可能な社会をめざして」「誰ひとり取り残さない社会をめざして」そのような

思いでふれあい通信を継続していくことができれば・・・ 

 

    

        

ご意見、ご要望をお聞かせください。 

一般社団法人 熊本県労働者福祉協議会 

     〒862-0976 

      熊本県熊本市中央区九品寺 1丁目 17-9 

     TEL 096-375-6029 FAX 096-375-6030  

E-mail  rofuku@lime.ocn.ne.jp 

mailto:rofuku@lime.ocn.ne.jp

