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――――――――――――《総会スローガン》――――――――――――
社会的セーフティーネットを強化して貧困や分断をなくし、コロナ危機を乗り切ろう！

教育費負担を軽減し、だれもが安心して学べる社会を実現しよう！
労働者自主福祉運動の役割を発揮し、地域に共助の輪を広げよう！
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広島県労福協は5月23日㈪13時30分より、ワークピア広島をメイン会場とし、
WEB での参加も併用して、「第55回定期総会」を開催しました。

　総会は橋詰幹事の開会挨拶
で始まり、議長に広島西地区
の木村代議員を選出して議事
進行が行われました。
　久光会長の挨拶に続き、来
賓としてご臨席いただいた兼
田広島県商工労働局雇用労働総括官に祝辞をい
ただいた後、議案審議に入りました。
　議案審議では、2021年度一般活動報告、2022
年度活動方針（案）をはじめ、提出議案はすべ
て満場一致で承認されました。

　また、福祉事業団体の
基盤強化にかかる報奨金制
度で、総合 1位の三原地
区労福協と府中地区労福協

を総会の場で表彰し、久光会長から橋詰三原地区
会長と西林府中地区会長に表彰盾を贈呈しました。
　県労福協は、今後も福祉事業団体や労働組合、
地区労福協と連携し勤労者の福祉向上にむけて、
積極的に取り組みを推進していきます。

退任された　幹事：滋野 和義さん、
ありがとうございました。

2022～2023年度広島県労福協　役員一覧
役職名 名　　前 選出母体 備考
会 長 久光　博智 労働団体 　

副 会 長

善積　昭之 労働金庫 　
寺戸　裕司 こくみん共済 coop 　
大野　真人 労働団体 　
山﨑　幸治 労働会館 　

事務局長 高木　　誠 員外 　

幹 事

岡村　信秀 県生協連 　
熊谷　裕二 労働団体 　
頼信　直枝 労働団体 　
橋本　　聡 労働団体 　
日浦　康友 労働団体 　
迎　　尚樹 大竹・廿日市地区 　
谷口　英男 広島西地区 　
佐古　正明 広島中央地区 新任
下西　智之 広島東地区 　
津川　信次 呉地区 　
阿部　亮介 賀茂豊田地区 　
橋詰　文貴 三原地区 　
神尾　雅志 尾道地区 　
木村　英明 福山地区 　
西林　弘泰 府中地区 　
柳　　英邦 備北地区 　

監 事
石松　大介 労働団体 　
越水　　資 労働金庫 　



HIROSHIMA労福協

2

第第2424回『広島県勤労者福祉政策協議会』開催回『広島県勤労者福祉政策協議会』開催
～勤労者福祉政策の推進・発展に向け、連携・協力していくことを確認～

　2022年 4 月26日㈫、ワークピア広島において
第24回「広島県勤労者福祉政策協議会」を委
員・オブザーバーを含め17名が出席して開催し
ました。
　冒頭、本政策協議会の会長に選出された久光県
労福協会長が、日頃よりそれぞれの立場で多くの
協力を頂いていることに感謝の意を述べました。　　　　
　また、国内外とも不安定な社会情勢の続く中、
労働団体・福祉事業団体・行政が、忌憚のない
意見交換を行うことで、勤労者福祉の更なる充
実に繋げていくことを目指したいと挨拶し、議
事を進行しました。

　広島県からは、川口商工労働局長より令和4年
度の重点施策として①アフターコロナを見据えた
社会・経済の発展的回復②新型コロナなどにより

顕在化した構造的な課題への対応③イノベーショ
ン立県の実現についての概要を説明されました。
　また、長谷川雇用労働政策課長より令和4年度の
勤労者福祉関連事業について説明がなされました。
　福祉事業団体からは2021年度の事業報告およ
び2022年度の事業計画を説明し、県の理解と更
なる協力を求めました。また県労福協も、2021
年度の活動報告を行い意見交換に入りました。
　意見交換では、県が推進するリスキリング
（職業能力の再開発・再教育）や高齢者対策、
ジェンダー平等について意見が交わされました。
　終わりに、佐藤広島県町村会副会長から閉会の挨
拶をいいただき、今後も労働団体、福祉事業団体、
行政が一体となり
勤労者福祉の拡
大・向上に努めて
いくことを確認し
政策協議会を終了
しました。

―第24回広島県勤労者福祉政策協議会出席委員―
広島県商工労働局 局　　長　　川　口　一　成 こくみん共済 coop

広島推進本部 本 部 長　　寺　戸　裕　司

広島県町村会（代理） 副 会 長　　佐　藤　信　治 （一社）広島県労働会館 理 事 長　　山　﨑　幸　治
広島県労福協 会　　長　　久　光　博　智 広島県生協連 会長理事　　岡　村　信　秀
連合広島 会　　長　　大　野　真　人 広島県退職者連合 会　　長　　乃　美　友治郎
中国労金広島県営業本部 本 部 長　　善　積　昭　之 連合広島女性委員会 委 員 長　　亀　井　美砂子

　県労福協は、福祉事業団体の基
盤強化と拡充を図るための一助と
して、報奨金制度を導入していま
す。
　2021年度は、中国労金広島県営
業本部とこくみん共
済 coop 広島推進本
部の実績に基づき、
第6回幹事会で右記
のとおり、表彰する
ことを確認しまし
た。

～三原地区労福協と府中地区労福協が同率で 1位を獲得～
労  金 こくみん共済 coop 

順位 地区労福協名 配点 報奨金 順位 地区労福協名 達成率 報奨金 
Ａ 広島西地区 480 ９万円 Ａ 呉地区 135.2 ９万円 
Ａ 府中地区 460 ９万円 Ａ 三原地区 120.3 ９万円 
Ｂ 賀茂豊田地区 430 ８万円 Ｂ 備北地区 112.7 ８万円 
Ｂ 三原地区 420 ８万円 Ｂ 府中地区 107.3 ８万円 
Ｃ 広島中央地区 415 ７万円 Ｃ 賀茂豊田地区 99.7 ７万円 
Ｃ 福山地区 400 ７万円 Ｃ 尾道地区 98.9 ７万円 
Ｃ 大竹・廿日市地区 395 ７万円 Ｃ 福山地区 96.4 ７万円 
Ｄ 備北地区 390 ６万円 Ｄ 広島西地区 93.3 ６万円 
Ｄ 尾道地区 375 ６万円 Ｄ 大竹・廿日市地区 88.2 ６万円 
Ｅ 広島東地区 350 ５万円 Ｅ 広島東地区 82.5 ５万円 
Ｅ 呉地区 330 ５万円 Ｅ 広島中央地区 77.4 ５万円 
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「環境保全・家族ふれ愛体験活動」をろうきん「環境保全・家族ふれ愛体験活動」をろうきん森の学校で開催！森の学校で開催！
～大人は木の伐採や道路整備に汗を流し、～大人は木の伐採や道路整備に汗を流し、

子どもは森の散策とクラフト作りを楽しむ！～子どもは森の散策とクラフト作りを楽しむ！～

　2022年 5月28日㈯、3年ぶりに「環境保全・家
族ふれ愛体験活動」を山県郡北広島町の「ろうき
ん森の学校」で開催しました。
　森でのボランティア活動を通じて、森に興味を
持ち、森林を大切にする気持ちを育むことで、個
人のライフスタイルを見直すきっかけを作ること
を目的として2009年度より開催しています。
　今年度は、広島西地区、広島東地区、呉地区、
賀茂豊田地区、三原地区、尾道地区、備北地区の
7地区と、NPO法人ひろしま自然学校および協力
スタッフ総勢81名が参加しました。
　久光会長の開会挨拶の後、NPO法人ひろしま自

然学校のスタッフより
注意事項の説明を受け、
大人は 3班に分かれて
作業を開始しました。
　A班は二手に分かれ
て低木を伐採。幹の太
い木もあり、鋸を使っ

て額に汗しての作業でした。
　B班は、6か所に分かれてデッキや小屋のペン
キ塗りを担当。またC班は森の学校へ入る道路の
補修を行い、皆さんの努力でデッキも道路もきれ
いに補修・整備されました。

　D班の子どもたちは、森
の中を散策して妖精を探し
たり、草木の匂いを体験し
たあと、拾ってきた葉っぱ
や木片でスタンプやキャラ
クターを作り、自由に楽し
んでいました。
　作業終了後は家族や仲間でお弁当をいただき、
自然の空気もたくさん詰め込み、お腹も心も満喫
できた1日となりました。

　2022年5月23日㈪、（一社）広島県労働会館第64
期通常総会が、ワークピア広島をメイン会場とし、
みやびをWebで結んで開催されました。
　議長には木村代議員（中電工労働組合広島県支
部）を選出し、議事は進め
られました。
　冒頭、山﨑理事長は、常
日頃からワークピア・みや
びの利用促進に向けて、ご
尽力いただいていることに
感謝の意を表しました。
　また、この一年間は、「勤

労者福祉施設のあり方検討委員会」の答申に基づ
き、「統合準備委員会」の中で様々な議論もしな
がら「持続可能な会館運営」を目指して統合の準
備を進めてきたことを報告。
　終わりに、これからも「勤労者のみなさんの拠
点」としてあり続けるよう、役職員一同力を合わ
せて会員のみなさんのご期待に沿えるよう取組み
を進めていくので、これまで同様、広島県労働会
館に対するみなさんのご協力をお願いしたいと述
べ、挨拶を終えました。
　その後、すべての議案について満場一致で承認
され、総会は閉会しました。

（一社）広島県労働会館第64期通常総会開催
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【備北地区労福協】「くだもの狩り」
　会員交流イベントとして 4 月24日㈰三次市の平田観光農
園にて「くだもの狩り」を実施しました。
　コロナ禍でのイベント開催ということもあり、感染防止
対策を行いながらではありましたが、家族連れや仲間同士
120名を超える参加者が季節の果物である「イチゴ」の食べ
放題を満喫しました。
　開会式では会長の挨拶に始まり、農園スタッフのレク
チャーを受けてさっそくイチゴの生るビニールハウスへ移
動。小さな子供から、パパ、ママ、おじいちゃんやおばあ
ちゃん達みんなが摘みたてのイチゴのおいしさににっこり。
　あわせて、あらかじめ配られた抽選券によって豪華（？）
賞品が当たる「おたのしみ抽選」も実施しました。賞品を
ゲットした参加者は大喜びで帰路に着かれました。
　今回は当地区としても久しぶりの開催であり、午前中の
みのイベントでしたが、多数の参加をいただいたことや参
加された会員、ご家族のみなさんの笑顔によって成功裡に終えることができたと考えます。

【呉地区労福協】「春のバスツアー」
　2022年 4 月23日㈯「春のバスツアー」を開催しました。
　当日はおだやかな天気の中、総勢48名の組合員とご家族
に参加いただき、平田観光農園でのいちご狩りとバーベ
キュー、三次ワイナリーでのショッピングを楽しみました。
　平田観光農園では甘くて美味しいいちごの食べ放題とバー
ベキューを参加者全員が満喫しました。また、バーベキュー
の際には正解者の中からジャンケンで勝った方に景品が当

たる「各福祉事業団体クイズ」も行い、参加者全員で大い
に盛り上がりました。
　三次ワイナリーではワインやジュースの試飲を楽しむと
ともに、配布したクーポン券を利用したショッピングを満
喫していました。
　コロナ禍の中、 2年ぶりのバスツアー開催となり、感染
防止策を徹底しいつもと少し違うバスツアーとなりました
が、参加者からは大好評をいただくことができました。

お知らせ ライフサポートセンター広島 フリーダイヤル開設 0120-780-294
ナンバーは ふ く し

広島県労福協
2022年度のイベント（今後の予定）

農業体験活動農業体験活動
実施日：
　2022年10月 1 日㈯
開催地：
　安芸高田市甲田町小原
プログラム：サツマイモの収穫

ろうきん森の学校フェスティバルろうきん森の学校フェスティバル
実施日：
　2022年10月29日㈯
開催地：
　山県郡北広島町
プログラム：
　カヌー、石窯ピザ作り
　ツリークライミング等
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ろうきんからのお知らせ
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こくみん共済 coopからのお知らせ
3422W003

2022年 5 月に横断旗3,200本を寄贈しました！
　2019年 1 月から 7 才の交通安全プロジェクトとして、マイカー共済お見積り 1 件につき、横断旗 1 本
を地域に寄贈する取り組みをすすめています。 
　この活動は、交通事故の死傷者数は 7 才が突出して多く、成人の2．5倍と、活動範囲が広がることで
交通事故に巻き込まれやすいというデータに着目し、自動車の保障を扱うこくみん共済 coop として交
通事故に巻き込まれる子供たちを守ることはできないかということからスタートいたしました。小学生
になり友達も増え、行動範囲もぐっと広がる 7 才。しかし大人と比べて目線が低く、まだ注意力も育ま
れていない 7 才の子供たちは、他の年齢に比べて突出して交通事故に遭いやすいというデータがありま
す。“未来ある子どもたちを交通事故から守りたい”そんな思いから「 7 才の交通安全プロジェクト」
に取り組んできました。
　このたび2021年度の取り組み分として、 5 月25日㈬に広島東地区労福協の下西会長から府中町職員労
働組合を通じて府中町役場へ200本の寄贈をおこないました。また、 5 月31日㈫には広島県労働者福祉
協議会久光会長ならびにこくみん共済 coop 広島推進本部寺戸本部長より広島県交通安全協会へ 3 ，000
本を寄贈しました。寄贈した横断旗については、今後、広島県交通安全協会から県内30地区の交通安全
協会に送られます。
　今回寄贈した横断旗を含めてこれまでに12，000本を超える横断旗を寄贈することができ、あらためて
この取り組みの趣旨にご賛同いただきました広島県労働者福祉協議会をはじめ、各地区労福協ならび
に、ご協力いただきました協力団体および組合員の皆さまへ深く感謝申し上げます。
　こくみん共済 coop のホームページでは、「私のまちの 7 才の交通安全ハザードマップ」を公開して
います。ぜひ職場やご家庭で交通安全教育にお役立ていただきますようお願いします。
＜「私のまちの 7 才の交通安全ハザードマップ」　HP：https://www.zenrosai.coop/stories/7pj/hazardmap/＞

「私のまちの 7才の
交通安全ハザードマップ」

2022年5月25日㈬　府中町役場への寄贈
＜左から＞府中町職員労働組合　加計執行委員長
　　　　　広島東地区労働者福祉協議会　下西会長

2022年5月31日㈫　広島県交通安全協会への寄贈
＜左から＞広島県交通安全協会　横山部長　広島県交通安全協会　酒井専務理事
　　　　　こくみん共済 coop 寺戸本部長　広島県労働者福祉協議会　久光会長
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広島県労働会館からのお知らせ

❶集合体
❷Web会議
❸ハイブリッド（集合+Web）
どのタイプも対応可能ですのでお気軽に
お問合せ下さい。
当会館でのWeb会議を
フルサポートします！

広島県労働会館広島県労働会館
ワークピア広島・みやびからのお知らせワークピア広島・みやびからのお知らせ

安心・安全を最優先に
会議室の利用形態も変化しています。

・すべての会場　インターネット完備
・ソーシャルディスタンスを確保した
　各会場のご利用定員、
　会場レイアウトをご提案いたします。

一般社団法人 広島県労働会館

ワークピア広島　事業部
〒732–0825　広島市南区金屋町1–17
　　　　　　　TEL：082–261–8131（代） 
　　　　　　　FAX：082–263–3489
受付時間　月～土：9：00～18：00
　　　　　日祝日：9：00～17：00
休 業 日　全館休（当会館の定める日）
https://www.workpier.jp/

みやび　事業部
〒721–8588　福山市南蔵王町4–5–18
　　　　　　　TEL：084–925–3800（代）
　　　　　　　FAX：084–925–3809
受付時間　9：00～17：00
休 館 日　毎週水曜日、当会館の定める日
https://r-miyabi.or.jp/
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街で噂の
牛すじ黒カレー

パッケージ
リニューアル
新価格 !!

540円（税込）
中辛　1人前　200ｇ
レトルトカレー

〒721-8588
広島県福山市南蔵王町4丁目5番18号
TEL：084-925-3800　URL https://r-miyabi.or.jp/

ユニオントラベル広島

あなたの旅のコンシェルジュ
最大限の対策をしてお待ちしております !!

＜旅行部門＞
国内・海外旅行　バスレク（日帰り・宿泊）

組合イベント　周年行事の手配
宿泊研修・出張手配　家族・職場旅行

詳しい内容・ご相談はユニオントラベル広島まで、お気軽にお問合せください。

082-261-8131TEL
受付時間　9：00～19：00（日曜・祝日は 17：00 まで）

FAX　082-263-3489
E-mail　info@workpier.jp
URL　https://www.worKpier.jp

〒732-0825　広島市南区金屋町 1-17

事業部 事業部

【新型コロナウィルス対策について】◎定期的な換気の推奨（窓完備）　　　　　　　　　◎各会場はご利用毎に消毒
◎会場面積に対しての推奨定員をご提案します。　◎周囲との距離を十分にとったレイアウトをご提案します。

一般社団法人　広島県労働会館


