
 １２月２日（火）燕三条地場産センターにて、代議員６８名（委任

７名）、傍聴１５名、役員１９名の出席で、第２４回年次総会を開催し

ました。宮口議長は「構成組織の多くが課題を抱える中、連合運動へ

の理解と協力をいただき心から御礼を述べたい。期せずして、総会開

催日と衆院選の公示日が重なった。働く

め

者、地域の暮らしの安心のた

ことに繋がる。連合推薦

にもこの選挙を勝ち抜こう！」と挨拶。 

来賓として、連合新潟牧野事務局長は、「地協活動の活性化は構成組

織のみなさんの参加の度合いによる。ぜひ支えてほしい」「衆議院選挙

の勝利が、労働法の改悪にブレーキをかける

 候補の勝利を期そう！」と挨拶しました。

 続いて労金三条支店齋藤支店長、総合生協中央支局伊與部支局長か

ら祝辞を受けました。途中で、選挙戦に入った鷲尾、菊田両候補の支援御礼の挨拶、来春４月の県

議選に出  馬予定の高倉さかえ県議と藤田

！」と１年間の活動への参加に対する御礼を延べました。 

博史三条市議の出席もありました。

 報告事項の承認、審議事項の第１号議案 ２０１５年度活動針に関する件、第２号議案 ２０１

５年度予算に関する件、第３号議案 役員の交代に関する件が承認されました。 
構成組織や単組においては、組織内の組合活動や日業業務負荷が増大し、連合の運動、地協の活

動への参加が難しい現状ですが、それぞれの組合活動や地域の労働環境の課題について、情報交換

や改善に向けての取り組みを進めるためにも、何卒、一層の連合活動への参加をお願い致します。 

 

１２月５日（金）燕三条地場産セ

ンターに於いて「青年女性委員会第

２２回総会」を開催しました。 
総会議長に東芝ホームテクノユニ

オンの片岡さん、副議長に井関新潟

労組の樋口さんが選出され、委員会

を代表して、鴫原副委員長が、「３月

に＜学ぼう、労基法初級講座＞と題

して学習会を開催した。就業規則や

賃金、休暇など、当たり前のことで

も知らないことが本当に多い。有意

義だった」「スポーツ交流会（ボウリ

ング大会）や、サマーパーティーは、

参加人数は減少したが、企画から運

営まで楽しくやれた。気軽に参加できるように工夫したい。産別や単組を超えた交流で仲間づくり

をしていこう  
続いて、県央地協の佐藤事務局長は「みなさんが入社した会社に、たまたま組合があった。これ

が組合とのキッカケだと思う。でも組合がない大勢の同世代の若者が、ブラック企業、ブラックバ

イトなどの現場で働いている実態もある。みなさんの世代は仕事の負荷が大きい大変な世代だ。青

年女性活動を通して仲間をつくろう！そして行動に参加することで、その楽しみや充実感を実体験

して、職場や生活に活かしてほしい」と挨拶し、連合新潟青年委員会の山田副委員長は「各イベン

トへの青年女性層の参加減少は大きな問題。それでも次代を担う青年女性への期待は大きい。企画

や運営を工夫する必要がある。活動の活性化を

はかろう！」と呼び掛けました。 
提出議案について審議し、すべて承認されま

した。２０１５年度も大勢のみなさんの青年女

性委員会の活動への参加に期待します。また、

各構成組織の青年女性部の企画や活動とも情報

交換や連携をお願いします。         

 

2014． 12． 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第  1 号 通算 197 号 
日本労働組合総連合会新潟県連合会 

県央地域協議会 
（連合県央地協） 

〒955-0044 三条市田島2丁目22-36 

℡ 0256-32-6363 Fax0256-32-6490 

れれれんんんごごごううう

すべての働く者の連帯で「安心社会」を切り拓こう！ 

運動への参加と組織の「拡大」をすすめ、地域活動を広めよう！ 

＜交代されたみなさん お疲れさまでした＞ 

＜宮口議長＞ 2015 年新春賀詞交歓会 

日 時 １月８日（木）１８：３０～

会 場 ジオ・ワールドビップ  

三条市旭町2-8-57   

電話0256-35-1143） 

主催：県央地区労福協 

●加茂市、田上町への政策制度要請 
日程調整中  

●単組代表者会議 
議題：２０１５春季生活闘争関連他 

  ２月下旬を予定しております。



〈選挙結果〉 

 2015 年度連合県央地協役員 －よろしくお願いしますー 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４７回衆議院選挙 鷲尾、菊田候補当選（比例） 

構成組織の皆さま 御礼申しあげます。本当にありがとうございました。 
 

突然の解散により師走の１２月選挙となりましたが、構成組織におかれては、諸課題を抱え大変

な中、急な支援要請に対応していだだき感謝申しあげます。 

選挙区当選の３区黒岩さんをはじめ、小選挙区は僅差でしたが、鷲尾さん、菊田さん、西村さん

の３名が比例当選し、新潟県全体では４名の衆議院議員が誕生しました。本当にありがとうござい

ました。 

各議員と、働く者・生活者目線での政策実現に向けて一層連携をしていきます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 〈わしお候補〉 当選(比例) 70,487 票       〈菊田候補〉当選(比例) 74,073 票  

 

  候補者名 政党 得票数   候補者名 政党 得票数 

 比当 西村ちなみ 民主党 84,573  比当 菊田まきこ 民主党 74,073

１ 当選 石崎徹 自由民主党 92,656 ４ 当選 金子恵美 自由民主党 77,137

区  町田 明広 日本共産党 20,037 区  西沢博 日本共産党 13,957

 比当 わしお英一郎 民主党 70,487   森ゆうこ 生活の党 47,420

２ 当選 細田健一 自由民主党 70,589 ５ 当選 長島忠美 自由民主党 81,176

区  渡辺英明 社会民主党 11,801 区  服部耕一 日本共産党 12,993

  五位野和夫 日本共産党 11,434   うめたに守 民主党 62,766

 当選 黒岩たかひろ 民主党 82,619 ６ 当選 高鳥修一 自由民主党 83,638

３ 比当 斎藤洋明 自由民主党 74,319 区  高橋ミキ子 日本共産党 12,315

区  伊藤誠 日本共産党 11,214      

連合県央地協役員体制

役　職 氏　名 産　別 単組名

議　長 宮口　貴章 基幹労連 三星金属工業労働組合

副議長 海津　武彦 電機連合 富士通フロンテック労働組合 燕支部長

　〃 中山　正寿 ＪＰ労組 ＪＰ労組三条支部加茂分会 加茂支部長

　〃 仲畠　秀樹 電力総連 東北電力労働組合三条支部

事務局長 佐藤　春男 ＪＡＭ コロナ労働組合三条支部

事務局次長 庭山　　徹 ＪＡＭ 北越工業労働組合 燕支部事務局長

幹　事 川本　良隆 電力総連 ユアテックユニオン県央分会

　〃 片山　栄子 電機連合 パナソニックエコソリューションズ労働組合

　〃 安達　義幸 ＵＡゼンセン アークランドグループ労働組合

　〃 猪股　　幸 日教組 新教組県央支部

　〃 狩野　芳明 日教組 高教組県央支部

　〃 梅田　浩徳 自治労 燕市職員労働組合

　〃 近藤　拓哉 自治労 田上町職員組合連合会

　〃 鶴巻　昌浩 自治労 新潟県職員労働組合南蒲原支部

　〃 小林　　孝 交通労連 中越交通労働組合

　〃 渡辺　克磨 運輸労連 全日通三条地域協議会

　〃 捧　　良介 私鉄総連 越後交通三条支部

　〃 本間　忠晴 ＪＰ労組 ＪＰ労組三条支部

　〃 桑原　宏治 ＪＡＭ 三條機械製作所労働組合

　〃 青柳　秀隆 ＪＡＭ 井関新潟労働組合 青年女性委員長

会計監査 山崎　賢一 ＪＰ労組 ＪＰ労組西蒲原支部

　〃 星野　和彦 全労金 新潟県労働金庫労働組合三条支部

連合県央地協青年女性委員会役員体制

役　職 氏　名 産別名 単組名

委員長 青柳　秀隆 ＪＡＭ 井関新潟労働組合

副委員長 長部　　賢 日教組 新教組県央支部

　〃 中村　春菜 自治労 三条市職員労働組合連合会

　〃 鴫原　弘納 電力総連 東北電力労働組合三条支部

事務局長 佐藤　秀行 電機連合 東芝ホームテクノユニオン

事務局次長 富岡　晃一 ＪＡＭ 三條機械製作所労働組合

委　員 神田　滉貴 基幹労連 三星金属工業労働組合

　〃 池田清太郎 日教組 新教組県央支部

　〃 松宮　由佳 自治労 燕市職員労働組合

　〃 遠藤　正人 ＪＡＭ 永田精機労働組合

　〃 皆川　隆幸 ＪＰ労組 ＪＰ労組西蒲原支部

　〃 斉藤　　大 ＪＰ労組 ＪＰ労組三条支部

　〃 遠藤　康博 ＪＡＭ コロナ労働組合三条支部

　〃 横山奈緒子 ＪＡＭ コロナ労働組合三条支部


