
　勤労者体育祭は今年、第70回記念大会として９月24日（日）と10月９日（月･祝）に開催しました。県内８地区の地
区予選を勝ち上がった合計60チームが県大会に集結し、軟式野球、ソフトボール、硬式卓球、ボウリング、ソフトバ
レーボールの５競技で真剣勝負を繰り広げました。【大会結果はＰ３～４参照】
　競技に先立ち、県総合運動公園アリーナにて「総合開会式」を行い、
全競技種目の全チームが参加しました。総合開会式の冒頭には、長年に
わたり審判をお引き受けいただいている山形地区野球連盟と山形市ソフ
トボール協会に感謝状の贈呈を行いました。
　その後、主催者を代表し、岡田実行委員長が「70回という回数を重ね、
このように長く続いている大会は全国的にも稀であり、これまで積み上
げてこられた先輩の皆さんの労苦に改めて敬意を表します。そして、勤
労者がスポーツを通して親睦と健康増進を図るとともに、仲間との絆、
職場の団結、地域の連帯を築くために、熱い思いを傾注してきた歴史あ
るこの大会の意義を互いに確認しあいたいと思います」と挨拶しました。
　続いて、山形県商工労働部の平山部長からの来賓挨拶をいただき、選
手宣誓は軟式野球競技西村山地区代表の曙ブレーキ山形製造松田主将が
行いました。

勤労者体育祭山形県大会

（選手宣誓する松田選手）（平山県商工労働部長）（岡田実行委員長）
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　10月６日（金）、山形県労福協は第53回臨時総会及び第８回理事会を開催しました。
　臨時総会では理事の補充選任として、高橋和美理事の辞任と佐藤昇治氏の就任が承認されました。総会後の理事会を
経て、佐藤昇治理事が専務理事に就任しました。
　理事を退任した高橋和美氏は「相互扶助の精神に基づいた運動は大変意義のある体験で、とくにグレーゾーン金利問
題や給付型奨学金の取り組みが印象的でした。私も立場は違いますが今後も労福協運動の一翼を担ってまいりたいと思
います」と、前専務理事の鈴木氏は「専務理事を３年半担わせていただきました。この間、県労福協結成40周年、勤労
者体育祭第70回記念大会という節目や、給付型奨学金制度を求める運動にも関わることができました。これからは理事
という立場で労福協運動の下支えをしていきたいと思います。この間のご支援に感謝いたします」と挨拶しました。
　新たに就任した佐藤昇治専務理事は「山形県労福協の目的には『労働者と一般県民のための福祉向上』が謳われてい
ます。これまで経験した労働組合の皆様だけで
なく、労働組合の無い中小企業で働く皆様に対
するアプローチも必要かと考えています。各構
成団体や理事の皆様からご指導をいただきなが
らこの任にあたってまいりたいと思います。よ
ろしくお願いいたします」と挨拶しました。

第53回臨時総会、理事会を開催
～専務理事に佐藤昇治氏を選任～

～西村山地区チームが３連覇！～
　９月23日（土）、河北町のＮｅｗブラッサムガーデンクラブにて、連合山形、東
北労働金庫山形県本部、山形県労福協の３団体主催による「第14回ふれ愛チャリ
ティーゴルフ大会」を開催しました。各地区や連合山形構成組織、労福事業団体な
どから計91名が参加しました。参加者から募ったチャリティー金は、ふれ愛募金会
を通じて、障がい者の方々の社会参加や福祉施設の環境整備などに役立てられます。
　入賞者は以下のとおり。西村山地区チームが団体３連覇を達成しました。

第14回ふれ愛チャリティーゴルフ大会

〈団体戦〉
順位 団体名（メンバー） NET計
優　勝 西村山地区（堀、鈴木（賢）、鈴木（久）、工藤） 295.2
準優勝 最上地区（星川、矢口、加藤、阿部） 297.6
第３位 北村山地区（小野、吉田、柴田、喜嶋） 300.0

〈個人戦〉
順位 氏名（団体名） NET
優　勝 井上　雄吾（労働金庫Ａ） 71.2
準優勝 橋本　廣美（田川地区）　 71.6
第３位 尾形　真人（東置賜地区） 72.0

（団体優勝の西村山地区チーム） （個人優勝の井上雄吾さん） （選手宣誓する沼澤さん）

（高橋前理事） （鈴木前専務理事） （佐藤専務理事）
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軟式野球
開催日　９月24日㈰、10月9日㈪
会　場　山形県総合運動公園「野球場」

優勝　山形市消防本部

硬式卓球
開催日　９月24日㈰
会　場　山形県総合運動公園「サブアリーナ」

優勝　県職労Ｂ

順　位 チーム名
優　　　勝 県職労Ｂ（東南村山）
準　優　勝 東北電労（東南村山）
第　３　位 山形市職労（東南村山）
〃 小森マシナリーＢ（東南置賜）

予選リーグ
Ａブロック 勝敗

１位 山形市職労 2－0
２位 ケミコン山形 1－1
３位 ＲＳＰＴ 0－2
Ｂブロック 勝敗

１位 東北電労 2－0
２位 ＪＰ労組鶴岡 1－1
３位 小森マシナリーＡ 0－2
Ｃブロック 勝敗 セット

１位 小森マシナリーＢ 1－1 4－3
２位 東北エプソン 1－1 4－4
３位 ＹＥ 1－1 3－4
Ｄブロック 勝敗

１位 県職労Ｂ 2－0
２位 酒田市職労 1－1
３位 鶴岡市職労 0－2

決勝トーナメント

順位 チーム名
優　　　勝 山形市消防本部（東南村山）
準　優　勝 曙ブレーキ山形製造（株）（西村山）
第　３　位 花王酒田（飽海）
〃 （株）ＳＵＭＣＯ（東南置賜）
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ボウリング
開催日　９月24日㈰　　会　場　山形ファミリーボウル

優勝　酒田市役所

順　位 チーム名
優　　　勝 酒田市役所（飽海）
準　優　勝 ＡＳＥジャパン（東南置賜）
第　３　位 米沢市役所（東南置賜）

順位 チーム名 スコア
1 酒田市役所（飽海） 2302
2 ＡＳＥジャパン（東南置賜） 2045
3 米沢市役所（東南置賜） 2017
4 スタンレー鶴岡（田川） 1990
5 山形市役所Ａ（東南村山） 1984
6 東北エプソンＢ（飽海） 1980
7 県職連合庄内（田川） 1967
8 第一貨物（東南村山） 1949
9 ＪＰさいほくＡ（北村山） 1932
10 東北エプソンＡ（飽海） 1928
11 東根市職労（北村山） 1792

順位 チーム名 スコア
12 ケミコン山形（西置賜） 1698
13 山交ハイヤー（東南村山） 1666
14 大江町Ａ（西村山） 1660
15 大江町Ｂ（西村山） 1655
16 新庄エレメックス（最上） 1580
17 戸沢村職労（最上） 1565
18 ＹＥ（田川） 1549
19 ＪＰさいほくＢ（北村山） 1545
20 寒河江市職労（西村山） 1480
21 全労済最上（最上） 1418

ソフトボール
開催日　９月24日㈰
会　場　山形県総合運動公園「運動広場」

優勝　パナソニック山形工場

順　位 チーム名
優　　　勝 パナソニック山形工場（東南村山）
準　優　勝 水沢化学（田川）
第　３　位 フジタックイースト（西村山）
〃 置賜総合病院労組長井病院分会（西置賜）

ソフトバレーボール
開催日　９月24日㈰
会　場　山形県総合運動公園「アリーナ」

優勝　酒田市職労

順　位 チーム名
優　　　勝 酒田市職労（飽海）
準　優　勝 東北エプソンＡ（飽海）
第　３　位 東北エプソンＢ（飽海）
〃 ＹＥ（ヨロズエンジニアリング）（田川）

予選リーグ
Ａブロック 勝敗

１位 東北エプソンＡ 2－0
２位 SUMCO　Ａ 1－1
３位 戸沢村職労 0－2

７連覇達成！

Ｂブロック 勝敗
１位 東北エプソンＢ 2－0
２位 SUMCO　Ｂ 1－1
３位 ケミコン山形Ｂ 0－2

Ｃブロック 勝敗
１位 YＥ 2－0
２位 山形市職労 1－1
３位 長井市職労 0－2

Ｄブロック 勝敗 得点率
１位 酒田市職労 2－0
２位 スタンレー 1－1 1.167
３位 ケミコン山形Ａ 1－1 1.061
４位 水澤化学 0－2

決勝トーナメント
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　３年前に母が亡くなりました。相続
財産は自宅の土地建物と預貯金です。
相続人は私と弟。相続協議で弟は「何

もいらない」と言うので、実家を継いでいる私が全
て相続する内容で遺産分割協議書を結びました。そ
して、その協議書通りに法務局や銀行で手続きを済
ませました。
　先日、弟から「母の遺産のうち、預貯金だけを半
分にしよう」と言われました。その時は冗談のよう
に軽く言われたので聞き流しましたが、今後もし、
本気で分割協議のやり直しを迫られたらと思うと不
安です。
　この間、新たな遺産が見つかったわけではありま
せん。なぜ今さら弟が、そのような事を言い出したか
も不明です。弟から請求された場合には、要求通り遺
産を分けなければならないのでしょうか？

生活なんでも相談 Q&A

〈回答：設楽作巳弁護士〉

No.23

Q． 　共同相続人間で遺産分割協
議が適法に成立した場合は、
後日、相続人の一人から分割

を不満として再分割の請求があっても、これに応ずる必要が無いとする
のが一応の原則です。
　ただし、弟の方に遺産の評価について錯誤があって分割が成立した場
合は、遺産分割の無効を理由として再分割を請求することができること
になります。
　具体的には、仮に、遺産である土地建物が200万円、預貯金が1000万
円であるのに、弟が預貯金を10万円と錯覚したため、10万円位どうでも
良いという気持ちで分割協議に合意したような場合は、錯誤によって遺
産分割が無効ということになります。
　本問の場合は、このことが不明なので結論を出せませんが、上記のこと
を参照して、預貯金の半額を分与すべきかどうか判断して下さい。
　余計な事ですが、弟は全部放棄しているのだから、将来の事を配慮すれ
ば、話し合いに応じた方が良いと思うのですがどうでしょうか？

A．

　夫婦が離婚する場合、一方から他方に対する財産の給付
がいつも問題となります。婚姻生活中両者の協力で得た資
産については、これを精算するために財産分与の制度があ

ります。夫婦の一方に不貞行為があって、それが原因で離婚に至った場
合は、有責配偶者から他の配偶者に慰謝料を支払うことになります。
　本問の場合は、そのいずれでもないのですが、夫の方にかなりの収入
があって、妻の方は離婚後低収入のため生活困難という場合は、将来の
扶養を保障するため慰謝料名義で一定の財産の給付を請求することが可
能となります。
　そしてその額は、婚姻年数、双方の資産状況、離婚に至った事情など
を考慮して決められます。離婚後扶養の根拠として、月額10万円を10
年分認めた例（東京高裁平成１．11．12判決）や、精神病が原因で離
婚した場合につき、夫に月額２万円を妻の死亡に至るまで支払いを命じ
た例（札幌地裁昭和44．７．14判決）があります。
　あなたの場合、月額５万円が相当額か否か分かりませんが請求してみ
てください。拒否された時は家事調停を申立ててみてはどうでしょうか。

　夫婦生活20数年。不貞行為や家庭内
暴力はありませんが、お互い様々な不
満の積み重ねから、長年、家庭内別居

状態が続いています。子供達も独立したので、そろそ
ろ離婚に向けて話し合いを始めたいと思います。お
そらく夫も離婚に反対はしないと思います。
　問題は生活費です。私はパート職員で低収入のた
め、離婚後の生活が心配です。夫婦の預貯金は、子
供の教育費に消えたので、財産分与もゼロに近いで
す。借家住まいなので不動産も所有していません。
一方、夫はそれなりの給与収入があります。
　本件のように不貞行為などが無い場合には慰謝料
は求められないのでしょうか？求められない場合、
離婚後の生活費の一部負担（例えば家賃分として
月々５万円など）を求めることも出来ないのでしょ
うか？

Q． A．

労働者自主福祉運動の理念・歴史を学ぶ
　北部労福協主催の「第４回労働者自主福祉運動の理念・歴史講座」
が、今年は山形市の大手門パルズを会場にして、９月11日～12日の日
程で開催されました。北海道と東北各県から、事業団体若手職員や地
区労福協役員など約80名が参加。中央労福協アドバイザーからの労働
者自主福祉運動の歴史等々についての講演のほか、特別報告として
「山形県生協連60年の歩み」を県生協連の大友専務理事より報告いた
だくなど、山形県内の運動についても共有を図る事ができました。
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