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近畿ブロック２０１６秋のハイキング in 滋賀

八幡堀・近江商人の街あるき
～見てよし・食べてよし・歩いてよし～
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総勢１３２４名が滋賀県近江八幡市の秋を堪能！
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　退職者の健康維持 ・増進と近畿の仲間との交
流を深めることを目的に、 毎年、 退職者連合近
畿ブロック協議会が持ち回りで開催している 「秋
のハイキング」 が、 今年は滋賀県近江八幡市に
て１０月２６日 （水） に総勢１３２４名 （内８０歳以
上１８３名） の参加のもと開催されました。
　今年は滋賀県が担当県ということもあり、 滋賀退職
者連合からも２９８名 （内８０歳以上２１名） と、 例年
の４倍にもおよぶ会員の皆さまが参加いただきました。
　ハイキングの出発式では、 開会の挨拶を滋賀
退職者連合の増田勝治会長が務め、 来賓に連
合滋賀から山田清会長、 手土産 ・ ８０歳以上記
念品のスポンサーとして出資いただいている近畿
労働金庫から岩崎芳久滋賀地区統括本部部長と
全労済から西村典夫滋賀県本部本部長、 さらに
行政を代表して三日月大造滋賀県知事にお越し
いただきました。
　出発式を終えた後、 ハイキングをスタート、 前

日は雨が降りましたが、 当日はなんとか天候にも
恵まれ、 昔の街並みを残す情緒あふれる風景を
堪能しながら歩き、 八幡山ロープウエーに乗車さ
れる方、 各観光施設を見学される方など、 思い
思いの時間を過ごし、 交流を深めました。
　今回の 「八幡堀」 散策では、 誘導スタッフとし
て滋賀退職者連合の各組織の現役組織の組合
員の皆さまに、 観光スポット前でのガイドを近江
八幡ボランティアガイド協会の皆さまに、 また、
施設見学の割引に施設管理事業団体である株式
会社かんでんジョイナスの皆さまになど、 八幡堀、
周辺施設に携わる多くの団体の方々がハイキング
実施にご協力をいただきました。
　関係者、 参加者の皆さまのご協力 ・ ご支援で
無事にハイキングを成功裏に終えることができまし
たこと、 厚く感謝申し上げます。
　来年は大阪府が担当となります。 来年も多くの皆
さまのご参加のもと、交流を深められたら幸いです。
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　　今　世界は閉塞感につつまれています。 特に

中東の状況は泥沼状態となり、 解決への糸口す

ら見えません。

　その中にあって、 日本は何とか７０年もの間戦死

者のださずにきました。

　しかし、第２次安倍政権になって、様子が変わり、

安保法案の強行採決や武器輸出三原則の変更等

進めてきており、 憲法改悪、 戦争への道に進む

のではないかと 「ちょっと心配」 です。

　戦後７０年を経過し、 戦争の悲惨な状況が風化

し、 その事を語り継ぐ語部が本当に少なくなってき

ています。 被爆者も同様です。

　語部の一人であった 「むのたけし」 氏が今夏亡

くなられました。 私は 「むの」 氏について存じ上

げていませんでしたが、 「むの」 氏は、 新聞記者

で終戦を迎え、 『負け戦を勝ち戦のように報じて国

民を裏切った』 として退社し、 以来著作や講演活

動に奔走されていました。

　「むの」 氏は、 本当に問題だったのは 「検閲や弾

圧で」 なく 「自主規制」 であると指摘されていました。

「ちょっと心配」「いや大いに心配」
自治労滋賀県本部退職者会　　鎌田　豊

　最近、 テレビを見る時間も多くなり、 ワイドショー

の番組では、 どの局もほぼ同じ構成で出演してい

るほぼ同じ評論家です。 各局もまずは無難な人

選をして 「自主規制」 している様に思われます。

　過日、 NHK や民放においても司会者の交代が

ありましたがまさに自主規制ではないでしょうか。

　今　臨時国会が開催されています。 安倍首相の

所信表明演説中に、 自衛隊や警察等に敬意を表

そうと呼びかけに一斉に起立し拍手を始めました。

所信表明の内容が良かったのではないのです。

この光景は私には異様と映りました。

　小泉進次郎議員はちょっとおかしいと思ったが自身

も立ち上がって拍手をしていたとコメントしています。

　その場の流れで、 その場の空気で変だと思いな

がらも進んでいくさま、 いつか通った道ではない

のか 「大いに心配」 になってきました。

　改憲の方向へ進んではいますが、 いつまでもこ

の様な状況が続くとは思えません。 その事を信じ

て声を挙げていきましょう。

いきいき元気に活動中！

　私たち 「ＪＰ労組滋賀連協退職者の会」 は一昨

年７月に 「旧郵政退職者会」 と 「ＰＵＣ退職者会」

が６年間の協議の末に組織統一を実現しました。

　この２年間は組織の基盤づくりに全力で取り組ん

できた結果、 組織の確立ができました。

　しかし、 待ったなしで会員の皆さまには、 活動の

場を提供していくことが、 組織としての義務であり、

今春には、 旧組織から取り組んでいる 「学習会」

を三日月大造滋賀県知事を講師にお招きして開催

いたしました。

　知事は１０年半の国会議員としての活動と政権与

党の経験などを話され、政権与党時に起こった 「東

日本大震災」 を機に政治家としてもう一度、 原点

に戻って自分を見つめ直して、 ２年前に滋賀県知

事選挙に打って出る事を決意し、対立の政治から、

三日月大造滋賀県知事を迎えて学習会を開催！

ＪＰ労組退職者の会　東木　武夫

和の政治、 自然と人を大事にする政治を目指し、

皆さま方のおかげ様で、 第５３代滋賀県知事を拝

命したと話されていました。

　その他、 グラウンドゴルフ大会なども開催し、 特

に平和活動には毎年カンパ活動を取り組み、 代表

を 「広島平和集会」 に派遣しており、 今後は会員

にやさしい組織づくりを目指していきます。
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２０１６滋賀県退職者集会を開催！

　２０１６年１０月８日 （土） 滋賀ビ

ルにおいて、 各組織から８２名の

参加のもと、 「２０１６年滋賀県退職

者集会」 を開催いたしました。

　今年は、 「介護制度における介護

サービスと負担の現状」をテーマに、

自治労滋賀県本部退職者会の会長

で、 特別養護老人ホーム水茎の里

施設長の岡田三正氏にご講演をい

ただきました。

　岡田施設長からは、 介護保険の

基礎的な知識から、 実際に介護保

険サービスを利用する流れ、 介護

サービスの種類、 サービスを利用し

た際の費用負担金額の目安など、

すぐに実生活に活かせる実用的な

内容を詳しく説明いただきました。

　介護老人福祉施設の利用料金の

実態や、 平成２７年より高所得 （６

５歳以上で合計所得金額が１６０万

円以上 （単身で年金収入のみの場

合、 年収２８０万円以上）） の人の

利用負担が１割から２割に引き上げ

られた事などをお話しいただいた際

には、 「本当にやっていけるのだろ

うか？」 とザワつく場面もありました。

　また、 介護難民について質問が

あり、 「認定を受けたが施設がいっ

ぱいで受けたい介護サービスが受

けられないという例は多くあり、 そう

いった場合、 他に頼るところ （家

族など） をつくらざるをえない。」 と

今の日本の介護実態について問題

提起されました。

岡田　三正
特別養護老人ホーム水茎の里 施設長

社会福 祉法人サルビア会 理事長

自治労滋賀県本部退職者会 会長

おかだ　　　　 みつまさ

厳しくなる介護保険制度の実態について

サービス利用までの流れ

　まずは、 お住まいの市区町村の窓口で要介護認

定の申請をしましょう。 申請後は市区町村の職員な

どから訪問を受け、 聞き取り調査 （認定調査） が

行われます。

　また、 市区町村の依頼により、 かかりつけのお医

者さんが心身の状況について意見書 （主治医意見

書） を作成します。

　その後、 認定調査結果や主治医意見書に基づく

コンピュータによる一次判定および、 一次判定結果

や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二

次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。

　介護保険では、要介護度に応じて受けられるサー

ビスが決まっていますので、 自分の要介護度が判

定された後は、 自分が 「どんな介護サービスを受

けるか」 「どういった事業所を選ぶか」 についてサー

ビス計画書 （ケアプラン） を作成し、 それに基づ

きサービスの利用が始まります。

実際に介護サービスを受けるには？

どんな介護サービスを受けるか相談
介護予防なら地域包括支援センター （要支援１・２）
介護サービスならケアマネージャー （要介護１以上）

市区町村に申請に行く

市区町村の職員が訪問し認定調査をする
お医者さんで主治医意見書を作成してもらう

調査結果 ・ 意見書の内容から介護認定の判定

要支援１・２要介護１～５の７段階
もしくは非該当で認定
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　連合滋賀退職者連合第９回グラウンドゴルフ大会を連

合滋賀、 労福協、 近畿労働金庫、 全労済、 住宅生

協の後援により、 ９月２９日 （木） に竜王町総合運動

公園 ・ ドラゴンハットにて開催いたしました。

　当日は朝からどしゃ降りの雨…さらに強風の吹き荒れ

る天気となりましたが、 雨にも負けず風にも負けず、 熱

いプレイをくりひろげ、 その熱気からか予報では一日降

り続くはずだった雨も止み、 楽しく親睦を深めることがで

きた一日となりました。

　今年は９組織８３名（男性７０名、女性１３名）が参加、「交

流を重視したチームの組み合わせを」 との意見を反映し

組織混合で編成する方式で、 和気あいあいとプレイを楽

しみ、 組織を超え交流を図ることができたと思います。

　結果は、 男性の部優勝はＵＡゼンセンシニア友の会の

新木善明さん、 女性の部優勝は昨年の優勝者でもある

ダイハツ皐月会の酒井弘子さんがＶ２を達成されました。

　最後に今年も後援を頂いた各事業団体をはじめ、 関

係者、 参加者の皆さまのご協力で今大会も成功裏に終

えることができましたこと、 感謝申し上げます。
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滋賀退職者連合第９回グラウンドゴルフ大会結果
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ナイスショット！

これで決める！


