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◇２０１０平和集会「陸に上がった軍艦」を上映しました。 

れれれんんんごごごううう  ８月３日（火）１８：３

０～燕三条リサーチコアで、

約２００名が参加し、２０

１０平和集会を開催し、映

画「陸（おか）に上がった

軍艦」を観賞しました。映

画監督の新藤兼人さん自身

の「海兵団二等水兵の実体

験証言」をもとに脚色され 

 『燕三条地域景況対策会議』に出席  
地場産業にも若干の景気回復感⇒雇用や処遇改善には至っていない。 ＜大勢の皆さんと映画鑑賞＞     ＜平和募金に協力を＞ 

た映画で、“戦争は人の命を 
効果のある具体的な雇用対策を要請！ 奪い家族の暮らしや全てを壊してしまう。二度と戦争を起こしてはいけないと思った”“もっと多く

の人たち、若い人たちにこそ見て欲しい映画”など感想が寄せられました。  燕市・三条の両市が主催をした「燕三条地域景況

対策会議」が８月１８日（水）に燕三条リサーチコ

アで開催されました。連合は労働者側の代表として

参加しています。一昨年の大変な景気後退を受け、

県央での開催を要請し、今回で４回目の開催となり

ます。 

上映終了後、会場で平和福祉募金をおこない、１２，０００円が集まりました。平和の運動に役

立て貰うため、広島と長崎の平和祈念資料館へ送らせていただきました。 

≪ お知 らせ ≫  

◎２０１１年度自治体への政策制度要請を作成のため、要望など募集中！ 
主催者として國定三条市長、鈴木燕市長及び両市

関係各課、商工会議所、商工会など業界団体、金融

機関（第四銀行）ハローワーク、県の関係機関、労

働側として連合から牧野議長他が出席しました。（連

合４名／全体２５名） 

  連合地協の役員で政策委員会を構成しており、２０１１年度自治体政策制度要請の 

作成に入ります。構成組織のみなさんからも、県央エリア５市町村に対しての要望 

（雇用や景気など労働政策・教育や医療・地域交通の整備・防災対策など）をお寄せ下さい。 

◎９月１６日（木） 「東芝ホームテクノ株式会社工場見学＆意見交換会」開催します！ 
連合から、連合組織の一例を挙げ「緊急雇用調整

給付金の利用状況は１５／２２（事業所）⇒９／２

２（事業所）であり「一昨年、昨年と比較し若干の

回復がみられるが、先行き不透明感が強く、雇用や

労働環境改善にまで結びついていない」「県央地場の

景況の回復をはかり、雇用不安を解消し、生活不安

解消へ結びつけなければならない」「各団体や組織が

縦割りではなく、燕三条両市で、もっと積極的かつ

具体的な情報やアイデア支援が必要」と提起しまし

た。各団体からも「燕三条の高い技術や特性を活か

し業績を回復したい」「助成制度を利用し、ロシアに

出品する。「行政には資金面融資枠の拡大をしてほし

い」などの声があがりました。 

  ２０１０役員研修会として、工場見学＆意見交換を予定しておりましたが、「東芝ホームテクノ

株式会社」様及び東芝ホームテクノユニオン・新潟東芝家電製造労組から受け入れの快諾をいた

だきました。９月１６日（木）１４：３０～（１４：１５受付）で開催します。連合地協の仲間

の企業を見学し意見交換などが出来るまたとない機会です。また２部では交流懇親会も予定して

います。奮って参加願います。（各単組へは案内発送済みです。募集は９月３日まで） 

◎９月１７日（金） 青年女性サマーパーティーを開催します。 

  県央地協青年女性委員会主催の「サマーパーティー」を燕三条ワシントンホテルで、９月１７

日（金）１９：００～（受付１８：３０）で開催します。「働く若い人たちが、職場や職種を超え

て楽しく交流しよう！」をモットーに例年開催しています。例年以上の１５０名程の参加を予定

しています。奮って参加願います。（各単組へは案内発送済みです。募集は８月３１日まで） 

◎９月２６日（日）「アジア・アフリカ救援米稲刈り」を開催します！ 
燕市・三条市の両市合同で、景気対策に向けて対

応をはかるため、共同声明が提案されました。   いつも多くのみなさんから参加いただいている「アジア・アフリカ救援米稲刈り」を９月２６

日（日）に計画しました。猛暑が続いていますが、春に植えた稲は元気に育っています。トン汁

やおにぎりも用意します。ご家族連れにも好評です。例年以上の参加をお待ちします。（案内は近

日中に発送） 

連合として、不当解雇や有給休暇不付与などの相

談事例を挙げ、労働基準法、契約法の順守の徹底と、

非自発的離職者支援を要請しました。今後も雇用・労働行政に対して積極的に提言していきます。  
 

＜燕三条地域景況対策会議＞  



都道府県名

北海道 678 (667) 平成21年10月10日
青　森 633 (630) 平成21年10月1日
岩　手 631 (628) 平成21年10月4日
宮　城 662 (653) 平成21年10月24日
秋　田 632 (629) 平成21年10月1日
山　形 631 (629) 平成21年10月18日
福　島 644 (641) 平成21年10月18日
茨　城 678 (676) 平成21年10月8日
栃　木 685 (683) 平成21年10月1日
群　馬 676 (675) 平成21年10月4日
埼　玉 735 (722) 平成21年10月17日
千　葉 728 (723) 平成21年10月3日
東　京 791 (766) 平成21年10月1日
神奈川 789 (766) 平成21年10月25日
新　潟 669 (669) 平成20年10月26日 ※

富　山 679 (677) 平成21年10月18日
石　川 674 (673) 平成21年10月10日
福　井 671 (670) 平成21年10月1日
山　梨 677 (676) 平成21年10月1日
長　野 681 (680) 平成21年10月1日
岐　阜 696 (696) 平成20年10月19日 ※

静　岡 713 (711) 平成21年10月26日
愛　知 732 (731) 平成21年10月11日
三　重 702 (701) 平成21年10月1日
滋　賀 693 (691) 平成21年10月1日
京　都 729 (717) 平成21年10月17日
大　阪 762 (748) 平成21年9月30日
兵　庫 721 (712) 平成21年10月8日
奈　良 679 (678) 平成21年10月17日
和歌山 674 (673) 平成21年10月31日
鳥　取 630 (629) 平成21年10月8日
島　根 630 (629) 平成21年10月4日
岡　山 670 (669) 平成21年10月8日
広　島 692 (683) 平成21年10月8日
山　口 669 (668) 平成21年10月4日
徳　島 633 (632) 平成21年10月1日
香　川 652 (651) 平成21年10月1日
愛　媛 632 (631) 平成21年10月1日
高　知 631 (630) 平成21年10月1日
福　岡 680 (675) 平成21年10月16日
佐　賀 629 (628) 平成21年10月1日
長　崎 629 (628) 平成21年10月10日
熊　本 630 (628) 平成21年10月18日
大　分 631 (630) 平成21年10月1日
宮　崎 629 (627) 平成21年10月14日
鹿児島 630 (627) 平成21年10月14日
沖　縄 629 (627) 平成21年10月18日

全国加重平均額 713 (703)

前年度の金額と同じとなる。

※ 括弧書きは、平成20年度地域別最低賃金額
※ 新潟と岐阜は、平成21年度の改定は行われなかったため、

最低賃金時間額【円】 発効年月日

平成21年度地域別最低賃金改定状況平成21年度地域別最低賃金(現行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県 最低賃金 

  ６６９円 ⇒６８１円（１２円アップ）へ答申 
  

  

８月２３日（月）新潟県地方最低賃金審議会が新潟労働局長に最低賃金の改定答申を行いました。 

審議会は労働側５名（連合の構成員から選出）経営側５名 公益側５名で構成され、昨年は残

念ながら新潟県は改定がありませんでした。（未改定は他に岐阜県） 

改定には、県内の景気や経済環境、物価動向などが大きく影響しますが、労働側だけでなく、

県民レベルでの改善に向けた声の拡大が重要です。全国平均は７１３円（現在）ですが、連合

は当面８００円を求めています。だれでも時給１，０００円を！生活できる賃金を！が目標です。 

下図の流れで１０月中旬頃を目途に決定します。（現在は答申の段階です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


