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　中川博専務理事が労福協関連事項を順に報告
したのに続き、会員団体からそれぞれ事業報告
がされ、報告事項全てを了承した。
　引き続き、2021 年度自治体要請、中央労福
協を先頭に全国の地方労福協とともに取り組む

「2020 全国福祉強化キャンペーン」、「Web によ
る全国研究集会」の開催などについて中川専務理
事が提案説明し、協議事項全てを満場一致で承
認した。
　自治体要請については、特にコロナ禍におい
て、解雇や雇い止め・営業自粛等での収入減に
より生活苦に陥った労働者などへの支援、同じ
く家賃負担に窮することとなった人への家賃補
助や支払猶予、新型コロナウイルス感染者やそ
の医療従事者などへの偏見や差別の排除などを
新たに追加し、50 項目超の政策制度への要請内
容とした。
　また、新たに中央労福協が立ち上げた「生活・
就労応援基金（ろうふくエール基金）」への拠出に
ついては、現段階においてこのような基金があ
ることを認識いただき、詳細を精査したうえで
検討するとして、議論を進め、これからの取組
みとした。

　８月 17 日（月）
ＡＮＡホリディイ
ン金沢スカイにお
いて、第３回理事
会を役員全員が参
加して開催され
た。
　新型コロナウイ
ルス感染症拡大防
止のための対策を
とっての会場設定

として、通常とは異なる形態での開催となった。
　西田満明理事長が「１月下旬から新型コロナ
ウイルス感染症の拡大で、様々な会議や行事が
延期あるいは中止などとなる現状において、役
員各位のソーシャルディスタンスを確保しなが
らの設定となり、やや閑散とした会場雰囲気で
はあるが、コロナ禍においても事業を推し進め
るため、ともに知恵を出し合い事業推進に協力
いただきたい。」と挨拶した。
　冒頭、役員選出団体の人事異動により、高橋
徹氏が監事を退任したことにより、新たに赤松
俊治氏を監事代理に選任した。

第3回 理事会

〔西田理事長〕
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（８月 25 日現在）
開催日 曜日 行　　事 会　　場
９月１日 火 中央労福協2020年度全国研究集会【Web開催】 フレンドパーク石川

28日 月 中央労福協 第２回地方労福協会議【Web開催】
〃　 〃 メーデー協賛 第３１回ふれあいチャリティゴルフコンペ ツインフィールズ

10月10日 土 芋ほり体験会 粟崎町地内
21日 水 2020年度中間決済監査 フレンドパーク石川

11月６日 金 第４回理事会 地場産業振興センター
23日 月 大衆運動活動家顕彰会　合祀追悼会 卯辰山顕彰碑

12月２日 水 第７０回石川県勤労者美術展（〜６日） 金沢２１世紀美術館
14日 月 第５０回石川県消費者大会 地場産業振興センター

これからの行事予定

請の具体的内容について、各団体から提出され
た内容を吟味し、今年度の要請とすることを確認
した。
　また、要請手順として、今年度はコロナ禍にあ
ることを考慮し、昨年度金沢市の会場で一元的
に行ってきた説明会議については、９月 30 日（水）
に能登地域、10 月５日（月）に加賀地域の各自治
体担当課長等に来所を促し行うこととした。また、
同会議の後には連合石川地方議員団の議員に対
し説明することを確認した。
　今後予定される会議、具体的な訪問要請につ
いては、コロナ禍であることを考慮しつつ対応す
ることを確認し、関係者への協力を求めた。

　８月４日（火）石川労福協は、第２回事業団体連
絡会議をフレンドパーク石川において、委員全員
の出席で開催した。
　2021 年度における各自治体への政策制度的要

　労福協は、今年２回目となる里山ボランティア
活動として、８月６日（木）にクヌギ林の下草刈り
ボランティア活動を６名で行った。
　コロナ禍における真夏のボランティアによる熱
中症の危険を避けるため、日中の炎天下での作
業を極力軽減しようと前日夕刻に現地近くの簡易
宿泊所にて宿泊し、早めの作業開始としたものの、
比較的風通しの良い林地でも微風で気温 33 度の
猛暑日での作業は、普段、デスクワークばかりのボ
ランティアスタッフには相当堪えるものとなった。

第２回事業団体連絡会議

里山里海保全ボランティア

　静かな林地に草刈り機のエンジン音が鳴り響
くなか、目標としていた林地の下草を無事に刈り
終えることが出来、ボランティアに参加した皆が
安堵の笑顔で作業を振り返り、活動を終了した。
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　石川県勤労者共済生活協同組合第 65 回通常
総代会ならびにこくみん共済 coop 石川推進本
部 第 3 回 組合員代表者会議が 7 月 31 日（金）
ANA クラウンプラザホテル金沢において、出席
総代 116 名（委任状・書面議決含む）で開催され
た。
　開催に際しては、総代へ書面議決書による議
決権行使の方法を事前案内するなど、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止対策を講じた運営がな
された。
　冒頭、光林邦彦理事長は挨拶の中で「2020 年
当初からの、「新型コロナウイルス感染症」の拡
大により、「日常生活」や「経済活動」そして「労働
環境」、「事業運営」等に、大きな影響が出ている。
私たちの「公私」における、「感染予防」の取り組
みの経験が、今後の新しい「生活様式」や「就業
形態」、そして「事業展開」へと連動し、この変化

を恐れることなく、果敢にチャレン
ジもしながら、これからの「日常」や

「社会活動」に、臨むことが重要であ
る。」と述べた。
　次に、近年の「自然災害」の頻発に
ついて、被災された組合員の方々に、
早く共済金を届けるために、全力を
あげるとともに、「組合員」、「生活者」
の皆さまに、暮らしの「安心と安全」
を確保して頂くことの重要性と「防
災・減災」の取り組みについてさらに

「情報発信」を行うことを報告した。
　また、「石川県勤労者共済生活協
同組合は 2020 年 8 月 10 日に創立
60 周年を迎える。当生協は 1960 年

8 月に設立し、『火災・生命共済』事業からスター
トした。1976 年に連合会である『全労済』へ加盟、
2019 年 6 月より新たな愛称『こくみん共済 coop』
を活用し現在に至る。これまでご支援をいただ
いてきた皆さまに感謝し、『保障の生協』として
役職員一体となって『共済運動』に取り組んでい
く」と挨拶した。
　まず、石川共済第 65 回総代会の議案審議が
行われ、宮澤裕二専務理事より 2019 年度事業
報告および剰余金処分案、2020 年度事業計画等
の提案がされ、賛成多数により承認された。
　続いて、こくみん共済 coop 石川推進本部 第
3 回 組合員代表者会議の付議事項の審議がさ
れ、2019 年度活動報告では、「終身共済」が商品
改定により目標達成率が件数で 190.34％となっ
たことの報告がされた。また、2020 年度推進活
動計画では、Zetwork スタイル（ 「お役立ち」発
想と「共創」活動）による推進活動の実践・定着を
はかり、推進体制の強化と共済利用（深さ・長さ・
広さ）を促進し、約 30 万口のプラス伸長の目標
設定とする等が提案され承認がされた。
　役員の補欠選挙は３名の理事が就任された。
　＜新任役員（敬称略）＞　　
　・平野　　昭（全港湾労働組合　七尾支部）
　・畠下　幹男（石川交通労働組合）
　・餅田　　晃（小松マテーレ労働組合）

石川県勤労者共済生協  第 65 回 通常総代会
こくみん共済 coop 石川推進本部  第 3 回 組合員代表者会議



労 福 協

− 4 −

2020年8月25日

≪ソフトボール金沢大会≫
7 月 26日・金沢市専光寺ソフトボール場
◇男子２組 〈参加８チームの順位〉
　① ジャンキーズ　② パワーズ
　③ 茶虎会・クレイコーズ

≪ソフトボール小松大会≫
8 月 2日・小松市 念仏林グラウンド
　① 小松粟津工場　② 黒龍軒 B　③ 黒龍軒 A

≪ソフトボール金沢大会≫
8 月 2日・金沢市 専光寺ソフトボール場
◇男子３組 〈参加７チームの順位〉
　① DZ シャークス　② 夢や
　③ 石川県済生会金沢病院

勤　体　協

第53回 石川県勤労者夏季体育大会

≪ソフトボール金沢大会≫
8 月 2日・金沢市 専光寺ソフトボール場

≪バスケットボール大会≫
8 月 2日・金沢市 額谷ふれあい体育館
◇男子３組 〈参加 13 チームの順位〉
　　① ザ・ダッチ　② O・P・I　③ ヤングガリーズ

≪バスケットボール大会≫
8 月 9日・金沢市営 中央市民体育館
◇男子４組 〈参加 12 チームの順位〉
　　① ELEMANT　② NASU39　③ アフロ大地


