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へ協力いただきたい」と、中川博専務理事の冒頭
あいさつの後、具体な協議へと移った。
　初めに会員組織の異動による２名の委員交代
を確認し、本年度の要請行動に計画（案）及び要
請に対する基本的な考え方や中央労福協が行う
関係官庁への要請事項の概略を説明した。
　新型コロナウイルス感染症の患者の状況によ
り、計画の見直し等は随時行うとしつつ、要請
内容については、各会員団体において検討の上、
次回会議までに提出することとした。
　また、労福協では、新型コロナウイルス感染
拡大による社会、経済への影響は大きく、労働者・
生活者の生活維持に向けた取り組みを要求に含
めていくと大まかな方針を示した。

　石川労福協は、７月８日（水）フレンドパーク
石川において、県内自治体の 2021 年度政策制度
要求の内容を協議・調整するとともに具体的な
要請に向け、第１回事業団体連絡会議を会員団
体から選出された委員５名の参加で開催した。
　この会議は、石川労福協の会員団体のうち、
連合石川を除く７団体の委員で構成し、各団体
が自治体に求める政策や制度の改善などを取り
まとめ、石川県をはじめ県内 19 市町に政策制度
等について要請するためのもの。
　「昨年度は、要請に対する各自治体からの回答
の報告機会である３回目の会議が新型コロナウ
イルス感染症拡大防止により中止されたことか
ら、全体での討議を踏まえていないが、再度、
回答報告を踏まえた上で本年度の要請の具体化

第1回 事業団体連絡会議

2021年度 政策制度改善等に向けて
ー 新型コロナウイルス感染拡大 ー

働く人等の生活を支える政策拡大へ
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（７月 25 日現在）
開催日 曜日 行　　事 会　　場
７月27日 月 食とみどり水NW 第３回幹事会 連合石川

29日 水 全国会館協 2019年度第３回幹事会【中止】 広島市
31日 金 こくみん共済 coop石川推進本部 第３回組合員代表者会議 ANA クラウンプラザホテル金沢

石川勤労者共済生協 第65回通常総代会 　　　　　　〃
８月11日 火 第３回三役会議 フレンドパーク石川

17日 月 第３回理事会 ANA ホリデイ・イン金沢スカイ
25日 火 中部労福協 第２回幹事会【Web会議】

これからの行事予定

　石川労福協は、里山里海保全活動として、珠
洲市東山中地内の菊炭材料となるクヌギの育林
作業を７月２日（木）に行った。
　地元関係者の指導の下、労福協や食とみどり
水を守るいしかわＮＷなどから８名が現地に出
向き、クヌギ林に生い茂った雑草の刈払いを行っ
たほか、クヌギの成木を伐採した後の切り株から
成長した何本もの分け芽を保護するための囲い
作業を行い、クヌギの生育をサポートし、今年初
めの里山保全活動を終了した。

　石川労福協とライフ・サポートセンターは、７
月 17 日（金）フレンドパーク石川において「第 18
回福祉グラウンド・ゴルフ中央大会実行委員会」
を開催した。
　金沢市グラウンド・ゴルフ協会、県障害者ス
ポーツ協会、北陸労働金庫と労福協・LSC など
から 7 名が出席し、今年度の大会開催に向けて
協議した。今年度は、新型コロナウイルスが蔓
延する中においての開催について各委員からそ
れぞれ意見をいただいた。
　各委員の方々からは、開催に際して「感染防止
対策」の取り扱いの厳しさ、および「三密」に関す
る対応の困難性等様々な意見が出された。
　結論として「今年度の開催については、厳しい
状況であると判断せざるを得ない。」と全体として
の取りまとめの意見が出され、残念ではあるが「第
18 回グラウンドゴルフ中央大会」は、開催を見送
ることが確認された。
　次年度の 2021 年には、新型コロナが終息して
いること、次年度中央大会が通常通り開催できる
ことを期待しつつ委員会を終了した。

労福協・LSC　事務局次長　田中　雄一

クヌギ育林作業ボランティア 福祉グラウンド・ゴルフ
中央大会実行委員会開催
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　北陸労働金庫第 19 回通常総会が 6 月 25 日開
催された。今回の総会は新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、北陸三県 9 会場をテレビ会
議システムで繋ぐ分散形式での開催となった。
　冒頭、狩山久弥理事長より、「日頃より北陸労
働金庫の事業活動に対しご理解とご協力をいた
だいていることに御礼を申し上げます。本来で
あれば、石川県、労働団体、労働者福祉事業団
体の皆様にご臨席いただきご祝辞を頂戴すると
ころではありますが、新型コロナウイルス感染
拡大防止のためご遠慮いただいたことにまずご
理解をいただきたいと思います。
　昨年度は、会員・推進機構と協働し、組合員
の皆様の生活改善と向上を目的とした「暮らしス
テップアップ運動」を通じて消費増税前の資金
需要期に各種キャンペーンを展開したほか、住
宅ローン「まるっと 500」やカードローンを柱とし
て、他金融機関からの借り入れを労金に借り換
える「可処分所得向上」にも取り組み、さらに経
営基盤の強化策として店舗統廃合についても進
めて参りました。
　今後は、新型コロナウイルス感染拡大の影響
による企業業績の落ち込みによって、給与・一
時金の減少が予想されるなど、会員組合員を取
り巻く環境が厳しくなると想定されます。この
ような社会全体が厳しい時にこそ会員・推進機
構と一体となり、組合員の皆様の生活を守るこ
とが労金の使命であると考えています。

　今年度も引き続き会員・推進機構と強く連携
し、組合員の皆様にとって、安心して利用でき
る金融機関であり続けるための改革の継続と相
談活動の強化に向けて取り組んで参りますので、
より一層のご支援・ご協力をお願い致します。」
と挨拶があった。
　続いて、報告事項として「2019 年度業務報告」、

「2019 年度計算書類報告」、「監査報告」が行わ
れた。2019 年度概況報告では、預金は 85 億 67
百万円増加し、期末残高は 7,675 億 16 百万円に、
融資は 204 億 38 百万円増加し、期末残高は 4,349
億 76 百万円となり、税引き後の当期純利益が 5
億 58 百万円となったと報告があった。
　続いて、議案審議の「第 7 期中期計画（2020 ～
2022 年度）」および「2020 年度事業計画」では、重
点取組み施策や各計数計画などが提案された。
その後、「役員選任」などの議案が提案され、す
べての議案が承認された。
　最後に、『すべての働く人々の生活を守るため、
新型コロナウイルス感染禍を打破しよう！』等の
総会スローガンが採択され閉会した。

北陸労働金庫　第19回通常総会
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≪ソフトボール金沢大会≫
7 月 5日・金沢市専光寺ソフトボール場
◇男子１組
　① 相球会　② エンドルフィン　③ マシナリーズ

≪バスケットボール大会、第２日≫
7 月 12日・津幡運動公園体育館
◇シニア
　　① 零　　② GOLD　　③ NANAO ッちゃんず
◇女子
　　① IEMORI　 ② Hardi 　　③ レクサスレディース

勤　体　協

第53回 石川県勤労者夏季体育大会

ろうきんマスコットキャラクター「ロッキー」

　　① 零　　② GOLD　　③ NANAO ッちゃんず

　　① IEMORI　 ② Hardi 　　③ レクサスレディース

≪ソフトボール七尾大会≫
7 月 19日・七尾市二枚田グラウンド
　　① NS 前田一寸法師　　② JA 能登わかば
　　③ 武部のために

≪バスケットボール大会≫
7 月 19 日・金沢市営中央市民体育館
◇男子１組
　　① 穴水クラブ　　② キムチーず　　③ T 家


