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　式典では、南弘樹連合かなざ
わ地協議長の開会あいさつに
続き、西田満明実行委員長（連
合石川会長、労福協理事長）が
「多発する自然災害で亡くなら
れた方に哀悼の意を申し上げ
るとともに、被災者にお見舞い
を申し上げます。一日も早い復
旧・復興を祈念します。自然災
害はもとより労働運動も万一
への備えが必要です。困難な状
況の方を支え、防災対策充実の
ため、職場や地域での労働運動
ならではの役割を果たしてい

くことが重要であり、今夏、震災を風化させな
い取り組みを予定しています。『クラシノソコ
アゲ応援団！ RENGOキャンペーン』は、現政
権の政策に対して働く者としての対抗軸を構築
することを目的としています。働く者が報われ
る政策を組合員一人ひとりに浸透させ、仲間と
ともに国民への共感をうねりとして拡げていか
ねばならない。現政権は突如として「働き方改
革」を掲げましたが、連合は予てより「働くこと
を軸とする安心社会」の実現に向け求めてきた

　連合石川、労福協、労
働者福祉事業団体で構
成する第 89 回石川県統
一メーデー実行委員会
は、４月 28 日（土）の小
松能美地区での開催を
皮切りに、29 日（日）に

加賀地区、５月１日（火）に金沢中央、白山野々
市地区、羽咋地区、七尾鹿島地区、輪島穴水地
区、珠洲能登地区の計８会場で大会を開催した。
　中でも、金沢中央での大会は、いしかわ四高
記念公園を会場とし、2,500 名の参加者でメー
デーを祝った。
　式典前のアピールコーナーでは、連合かなざ
わ地協川柳コンクールで優秀作品が披露された
のに続き、北陸労働金庫、全労済石川からそれ
ぞれ事業協力に向けたアピールがされた。そし
て、女性メンバーで構成する「DIA+（ダイア
プラス）」による太鼓演奏で式典に向けてボル
テージを上げた。

働く者の祭典
第89回石川県統一メーデーが開催

西田実行委員長

アトラクション（和太鼓演奏）

2018年5月25日
第  604  号　2018年5月25日

発　行　所 石川県労働者福祉協議会
発行責任者 西田　満明
編　集　人 上野　貞彦
   〒920-0024 金沢市西念3丁目3番5号
 電話（076）231-1737
 FAX（076）231-1731
　　　　    http://www.ishikawa-rofukukyo.jp
　　　　    info@ishikawa-rofukukyo.jp
 毎月1回 25日発行



労 福 協

− 2 −

　来賓の谷本正憲石川県知事、山野之義金沢市
長、近藤和也衆議院議員、一川政之民進党石川
県総支部連合会代表、盛本芳久社民党石川県連
合代表がそれぞれの挨拶に立ち、メーデースロー
ガンの確認に続き、メーデー宣言を採択した。
　最後に、参加者全員で、団結ガンバローで式
典を締めくくり、蛤坂（香林坊・片町）方面と南
町・武蔵方面の２ルートでデモ行進をし、労働
者の祭典を終えた。
　今年のメーデーでは、労福協などが進める
フードバンク事業への取り組みとして、フード
ドライブを県内全ての会場に設置し、324 ㎏も
の善意の食糧が寄せられ、地元の社会福祉協議
会を通じて、生活困窮者や子ども食堂などに配
られ、共助の取り組みの一歩を踏み出した。

課題であり、主役は働く者
である。働き方や性別・年
齢に関わらず、希望を持っ
て互いに支え合える持続
可能な社会とするためで
なければならない。労災認
定された過労死・過労自殺
の件数だけでも毎年約 200
件も起きており、働き過ぎ
て命を失ってはならない
のである。
　また、『解雇の金銭解決制度』は、不当な退
職勧奨や退職強要の横行が危惧され、断固導
入を阻止しなければならない。2018 春季生活
闘争は、働く者の底上げを目的に月例賃金に
こだわる取り組みを継続し、額、率ともに大
幅にアップし評価できる成果となった。そし
て、政治と暮らしは密接に結びつきます。この
ことを再認識し、誰が働く者の生活向上に繋
がる政治活動をするかを見極めて選挙に挑み、
健全な民主主義を取り戻さなければならない。
連合石川、労福協、労金、全労済は、合同で労
働者の自主福祉運動の推進に向けた取り組み
を進めている。我々自らが興した福祉運動の拡
大に今後とも理解と協力を願い、組織の結束と
働く者の生活安定へ繋げていこう。戦後一貫
して戦争に反対し、戦争をしなかった日本が、
変えられようとしている。これからも戦争のな
い平和な社会をつくるため声をあげ、行動しよ
う。全ての働く仲間と心をつなぎ、力を合わせ、
自由と世界の恒久平和の実現、労働者保護ルー
ルの改悪阻止に向け、総行動を要請する。」と主
催者挨拶をした。 デモ行進（蛤坂方面）デモ行進（武蔵方面）

フードドライブ入賞プラカード

来賓（左から谷本県知事、山野金沢市長、近藤代議士、一川県議、盛本県議、冨瀬県議）
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　労福協は、５月 14 日（月）フレンドパーク石
川において、本年度第１回目となる理事会を役
員全員の出席で開催した。
　冒頭、西田満明理事長が「メーデー開催への謝
意を述べた後、全ての会場で取り組んだフードド
ライブにおいても多くの善意の食糧が寄せられ、
生活困窮者や子ども食堂などに配ることができ
たことにも感謝する。また、第57回通常総会の
開催に向け協力いただきたい。」と挨拶した。
　会議は、来る６月８日（金）に開催を予定する
第 57回通常総会の議題でもある 2017 年度の活
動報告、会計決算、会計監査、公益目的支出計
画実施報告が審議された。
　2017 年度における取り組みとしては、我々自
らが創設し拡大してきた自主福祉運動の更なる
推進、５本柱となる労福協活動の各事業などが
実施された。また、他団体との連携で労働者・
地域住民の福祉向上に寄与する新たな事業の創
設への足がかりを確保してきたことなどが報告
され、提案どおり承認した。
　さらに、総会開催における諸事項など全てに
ついて提案どおり承認し、通常総会開催への準
備を整え、第１回理事会とした。

（５月 25 日現在）
開催日 曜日 　　　　行　　事 　　会　　場

５月26日 土 海外飢餓支援米田植え 金沢地区 金沢市牧山町
27日 日 金沢地域 LSC・かなざわ地協合同 クリーンビーチいしかわ 金沢市専光寺海浜

６月 1日 金 加賀地域 LSC 総会 かが交流プラザさくら
〃　 〃 七尾・鹿島地域 LSC 総会 七鹿労働会館
4日 月 中央労福協 2018 年度全国研究集会（～５日） 岡山県
6日 水 勤体協 第 51 回定期総会 フレンドパーク石川
8日 金 労福協 第 57 回通常総会 　　　　〃
〃　 〃 金沢地域 LSC 総会 　　　　〃

14日 木 羽咋地域 LSC 総会 羽咋労働会館
18日 月 生協連 第 53 回通常総会 フレンドパーク石川
20日 水 労信協 第 58 回定時評議員会 　　　　〃
21日 木 北陸労働金庫 第 17 回通常総会 県立音楽堂
25日 月 JILAF タイ＆ラオス来県 意見交換会 フレンドパーク石川
26日 火 さわやか U 第 18 回通常総会 労済会館
28日 木 勤文協 第 49 回通常総会 フレンドパーク石川

これからの行事予定

2018 年度第１回理事会 労働者福祉基金管理委員会
　労福協は、５月２日（水）第 17 回労働者福祉
基金管理委員会を委員９名全員の出席で開催し
た。
　冒頭、西田満明委員長（労福協理事長）が「依
然として厳しい労働環境下にある働く仲間の福
祉向上、とりわけ、若年者への結婚や子育てに
対する支援として、福祉基金の運用益を活用す
ることができた。」と開会挨拶をした。
　会議では、委員選出団体の異動による委員交
代を確認した後、2017 年度における基金の運用
と活用状況及び基金の一部運用替えを確認した
後、2018 年度における運用と活用計画について
承認した。
　2018 年度における活用計画が、前年度より縮
小されているが支障ないかとの質問に対し、運
用益の減少に伴いその活用も減少しているが、
不足は労福協の主たる会計で補填することとな
るとの回答により理解された。
　この基金は、労働者福祉運動の推進などを目
的に５億円を自治体と労働者福祉団体が拠出し
て積み立てたもの。
　今年度も、引き続き、労働者支援事業、とり
わけ子育て支援事業を中心に活用することと
なった。
　この委員会で新たに委員となられた方々は、
次のとおり、渡辺駿氏（石川県商工労働部労働
企画課課長）、渡邊雅人氏（連合石川事務局長）
の２名。

2018年5月25日
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中部会館協定期総会勤労者互助会総代会

　石川県勤労者互助会は、５月８日（火）ANA
ホリディ・イン金沢スカイにおいて、第 11 回
定期総代会を開催した。
　総代会には、総代総数 10 名全員が参加して
行われ、綿征一会長が「未組織労働者において
も、労働金庫を利用いただくための組織として、
2017 年度も会員が 876 人増加し、年々拡大し
ている。今後とも会員拡大と活動を充実させて
いくことで、労働金庫の利用へと繋いでいける
よう、全体のご協力を願います。」と挨拶し、続
いて柚木光北陸労働金庫石川県本部長の来賓祝
辞を受け議事を進めた。
　事務局より、2017 年度活動報告・決算報告、
2018 年度活動計画・予算案、役員改選案がそ
れぞれ提案されたほか、会計監査より決算監査
が報告されたのち、全議案とも提案どおり満場
一致で承認され終了した。
　勤労者互助会を通じて、未組織労働者が労働
金庫を利用することで、個々の生活応援に繋が
ることとなる。皆さんが友人知人へ本互助会制
度を知らせることで、更に一層の拡大となるよ
う期待する。

勤労者互助会事務局長　松浦　政雄

　中部会館協
（中部ブロック
労働者福祉会
館協議会）は、
５月 21日（月）
～22日（火）の
日程で、平成
30 年度定期総会・役職員研修会を会員会館で
ある京都市のラボール京都において、会員ら
17 名が参加して開催した。
　中塚宗浩会長（Riseville 都賀山理事長）が、「日
頃より、中部会館協に対するご理解ご協力に感
謝申し上げます。会員は、事業発展に向けて様々
な企画を立案し取り組まれていると存じます。
しかし、思惑通りの成果を得られないのが現状
ではないでしょうか。『仏作って魂を入れず』の
諺にもあるように、折角の企画が成功するよ
う、役職員が一丸となり、熱い気持ちで事業に
邁進され、事業発展に活躍されることを祈念し
ます。」と開会挨拶をした。
　続いて、開催地であるラボール京都の梶川憲
理事長が、「京都に来られましたことに歓迎す
ると同時に、労働者・労働団体に愛され親しま
れる会館を目指し各会員・中部会館協がご活躍
されることを祈念します。」と来賓挨拶をし、会
議が進められた。
　平成 29 年度活動報告、会計報告、監査報告、
平成 30 年度活動方針、予算についても同様に
承認した。
　また、任期満了による役員改選が行われ、新
役員体制を提案どおり承認し、新たな体制と
なった。
　続いて、役職員研修会が座学と現地に出向き行
われ、参加者らは研鑚を積むと同時に、会館事業
への糧として気持ちを新たにした。

2018年5月25日
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　「５月 11 日（金）
午後１時30分、２階喫煙室で失火による火災発
生」を想定して、法定の避難訓練を実施した。
　館内に響き渡る非常ベルで、発報場所を確認し、
現場の確認と同時に消火器、屋内消火栓による初
期消火にあたる入居者。一方では、消防署への火
災通報と、館内入居者らへの避難誘導放送により、
残存者の有無を確認しつつ、速やかな屋外への退
避を促し、発報から約
５分で、館内の全ての
入居者が無事に避難す
ることができた。
　当日は、金沢駅西消
防署員の立ち会いのもとで実施し、無事避難した
参加者は、その後、２階ホールに移動し、火災予
防に繋がるDVDを視聴して防火への心構えを新
たにし、一連の避難訓練を終えた。
　最後に、立ち会った消防署員からの講評では「ま
れに見る的確な初期消火から退避完了までの一連
の行動であった。」と高評価をいただき、最後に中
川博自衛消防隊長が、参加への謝意と日頃の防火・
防災への備えが大事であり、今後とも防火への協
力を願うと締めくくった。

フレンドパーク石川事務局

　勤体協は、５月１日
（火）第89回メーデー
協賛第 52 回ロード
レースを開催した。
　ロードレースは、五
月晴れの下、金沢市のいしかわ四高記念公園前を
スタートし、金沢城外周を周回し、いもり堀横園
地をゴールとする7.3kmのコースで行われた。参
加した男女68名の選手は、午前９時の号砲でス
タートした。沿道では観光客やメーデー参加者等
が声援する中、ゴールを目指し健脚を競った。

フレンドパーク消火避難訓練
第89回メーデー協賛

第52回県勤労者春季体育大会ロードレース

5月1日・金沢城外周コース
＜個人＞
◇１部
　①川端洋平（能美市）
　②水上智也（金沢市）
　③原田歩（春風クラブ）
◇２部
　①中村圭宏（雪煙クラブA）
　②小川修司（Owithひょっこ）
　③井上裕介（雪煙クラブ）
◇３部
　①山下加奈子（SpiritwithY）
　②北川知佳（金沢市）
　③谷本小百合（SpiritwithY）
＜団体＞
◇１部
　①物見山クラブ（出海、佐々木、源勇、葛城、源康）
　②春風クラブ（原田、前田、安藤、阿部）
　③北陸電力（上田、堂谷、太田、南谷、辻本）
◇２部
　①雪煙クラブA（中村、井上、森井、久利須）
　②Owithひょっこ（小川、酒井、越村）
　③北鉄走友会A（中野、木谷、大田、西川、東）

第52回県勤労者春季体育大会
≪第89回メーデー協賛　ボウリング大会≫

４月29日・金沢市レジャーランボウル
◇１部
＜団体＞
　①ファィターズⅢ②久世ベローズ工業所A③ビッグ
＜個人＞
　①中村邦子（ファィターズⅢ）
　②脇坂裕貴（久世ベローズ工業所A）
　③泉真也（ファィターズⅢ）
◇２部
＜団体＞
　①早遊メイト②チームTAT③TIM
＜個人＞
　①宮沢健三（クラッシュ）
　②山田幸雄（早遊メイト）
　③安藤正直（北陸十柱戯師団）

≪ソフトボール大会≫
４月29日・金沢市営専光寺ソフトボール場
◇２組
　①黒龍軒②居酒屋新③DZシャークス
　

≪弓道大会≫
4月30日・白山市白山郷公園武道館鶴来弓道場
◇団体
　①金沢市K(宮上卓千、小林加奈子、越能公子)
　②金沢市M(上田美也子、高島成和、亀田美恵子)
　③弓愛会石川支部(堀良輔、中田渉、中島充博)
◇個人(男子)
　①沖谷知明(北川ヒューテック)
　②油谷清孝(すし処かわぎし)
　③服部明秀(羽咋市)
◇個人(女子)
　①樋口香里②亀田美恵子③越能公子(以上金沢市)

≪ソフトボール大会≫
5月6日・金沢市営専光寺ソフトボール場
◇3組
　①若松梱包運輸②越野緑園カインズ③県職パワーズ
◇4組　
　①ＺＥＲＯ②武部のために③９９Ｓ

≪� ≫
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