
 

  
 県央地協は１２月 １日、燕三 

条地場産センターリサーチコア

において、代議員６７名（委任

１０名）、傍聴１７名、役員１９

名の計１０３名の出席で第２６

回年次総会を開催しました。 

主催者挨拶で宮口議長は、政

治課題、組織拡大、ディーセン

ト･ワークの３点について述べ、

最後に「連合や地協運動は、結

集するすべての構成組織・加盟

組合の皆さん一人ひとりの理解

と協力、率先した参加が必要。

その上で、地域に顔の見える連

合運動をともにすすめて行こう

   

」 

       と、運動への参加と協

 

          

 石田支局長より祝辞を受け

議事項では第１号議案 ２０１７年度活動方針

に

に繋がる

運

      

                        

力を呼びかけました。

 来賓挨拶ではまず、 

連合新潟 貝瀬副事務局長が、「連合新潟の今後の活動の

大きな柱には、働くことを軸とする安心社会の実現と、

１０００万連合を２０２０年までに実現させる組織拡

大の継続が挙げられている」とした上で、組織拡大、安

心社会の実現、先の県知事選挙をはじめとした政治課題

の３点について述べました。続いて、民進党県連の鷲尾

代議士、菊田代議士（ともに代理）、社民党三条支部協

議会 有坂代表、労働金庫加茂支店 中島支店長、総合生 

ました。 協新潟西支局

その後、２０１６年度活動報告などの報告事項、審

関する件、第２号議案 ２０１７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満場

一致で承認され、総会宣言の採択後、宮口議長による団結がんばろうで終了しました。  

県央地協は、２０１７年度も前年度の活動をベースに役員(裏面に掲載)一同、地域発展

 動を展開していきますので、各構成組織･単組の組合員の皆様からも、ともに県央地域を盛り立て

ていただくよう、地協活動への参加とご協力をよろしくお願いいたします。

三条市を皮切りに 2017年度 政策制度要請2016． 12． 16 はじまる 
  

ら

  ８月～１１月まで６回の政策委員会を重ね、各単 

詐欺につい

て

案件について、特に時間を割いて要請したのに

、燕市、弥彦村、田上町へ

の

    ンター メ 

 

楽

議事が承認され、最後に遠藤委員長の

ーズ

を

１２月 １日、三条市へ２０１７年度予算編成にかかわる政策制度要請を実施しました。地協側か

は、宮口議長をはじめ６名と地協推薦の三条市議２名が三条市役所を訪問し、市側は國定市長を

はじめ各部長から対応いただきました。  

組からの要望や地域住民の声を盛り込み、労働･雇

用対策、男女平等政策、交通運輸施策、医療体制な

ど１１分野７０項目の要請書を作成。 

地協からは長時間労働について、特殊

、小中学校等でのいじめの問題について、奨学金

制度について、引きこもりについてなどライフサポ

ートセンターとも関連させ、近年の社会問題化した 

対し、國定市長は時間のない中で地協からの説明項

目に一つひとつ丁寧に回答され、「三条が継続的に発展していくためにも、国はもとより県からの

指導もいただきながらすすめて

いく」といった見解を示されまし

た。 

後日

要請も実施しましたが、その様

子は次号で掲載します。 

 

 

              青年女性委員会は１２月 ９日、燕三条地場産セ

ッセピアにおいて第２４回総会を開催し、各単組より代議員 

･役員を含め５５名の出席がありました。主催者を代表し宮 

越副委員長は、１年間の活動への参加に対する御礼と県央地 

域を今後も盛り立てていただくことを挨拶で呼びかけました。

来賓の県央地協 渡辺事務局長は、「青年女性活動は元気に 

しくをモットーに気軽に各イベントに参加いただき、多く 

の方と交流をもって将来に向けて人脈を築いてほしい」、連

合新潟青年委員会 吉田副委員長は、今年度の青年委員会活動

の紹介と今後の活動への参加のお願いを挨拶で述べました。

その後、２０１６年度の活動･会計の経過報告、２０１７年度

活動方針に関 

する件などの 

音頭で声高ら 

かに団結がんばろうを行い、閉会しました。  

 青年女性委員会は２０１７年度も皆さんのニ

活動に取り入れながら取り組みをすすめます。こ 
 れまで同様、各構成組織･単組より各種活動への多

 数の参加、ご協力をよろしくお願いいたします。

2017年度 第1号 通算214号  
連合県央地域協議会（連合県央地協）  
〒955-0044 三条市南四日町1-15-8 
三条市勤労青少年ホーム(ソレイユ)内  

TEL 0256-32-6363  FAX 0256-32-6490 
e-mail : rengousk@fancy.ocn.ne.jp  

URL : http://rengo-kenoh.net/  
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連合県央地協 2017 年度役員 

 

              毎年、県内の地域持ち回りで実施さ 

 

１９日 で

合新潟･齋藤会長が、

 

 

ル

2017 年度役員

ーク（働きがいのある人間らしい仕事）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

れる連合新潟主催のディーセント･ワ 

世界行動デー新潟集会が過日の１０月

、今年度は県央地域の地場産センターリサーチコア 開催され、県央地域の労組を中心にお

よそ１５０名の参加がありました。 

 集会ではまず、主催者を代表して連  

 

政府が９月に設置した働き方改革実現会議や、その中で論 

議されている同一労働同一賃金について、１０月１日より 

２２円アップし７５３円となった新潟県最低賃金などにつ 

いて挨拶で触れ、開催地地協挨拶で県央地協･宮口議長は、

参加に対しての御礼を述べた後、大々的に報道された大手 

広告会社の過重労働を例に挙げ問題提起。リレートークで 

は、連合新潟の細川女性委員から男女格差や安倍政権の成 

長戦略の一つである女性の活躍推進などについて、諸橋副 

事務局長からは新潟県最低賃金審議会委員の立場から審議 

会の経過など報告がありました。終盤には、県央地協･仲 

畠副議長が「働くことを軸として安心と希望につながる社

会をつくろう」などといった集会アピールを提案し、連合 

新潟･牧野事務局長の、がんばろう三唱で閉会しました。 

その後、会場から国道８号線を折り返すコースでアピー

ウォークが行われ、県央地協青年女性委員の音頭で参加 

者は「総実労働時間を短縮しよう」「安心の社会保障制度を確立しよう」などと声を張り上げ、市民

に我われの取り組みをアピールしました。 

連合県央地協青年女性委員会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連合新潟が県央地域で 
集会 ディーセント･ワーク

役　職 氏　名 産別名 単組名

委員長 遠藤　康博 ＪＡＭ コロナ労働組合三条支部

副委員長 宮越　勇人 自治労 三条市職員労働組合連合会

　〃 大澤　雄太 日教組 新教組県央支部

　〃 佐藤　一気 電力総連 東北電力労働組合三条支部

事務局長 皆川　隆幸 ＪＰ労組 ＪＰ労組西蒲原支部

事務局次長 神田　滉貴 基幹労連 三星金属工業労働組合

委　員 小林　靖裕 日教組 新教組県央支部

　〃 本間　優子 自治労 燕市職員労働組合

　〃 斎藤　　大 ＪＰ労組 ＪＰ労組三条支部

　〃 本間　陽子 全労金 新潟県労働金庫労働組合燕支部

　〃 山崎　嘉也 ＪＡＭ 三條機械製作所労働組合

　〃 坂口　花菜 ＪＡＭ コロナ労働組合三条支部

役　職 氏　名 産別名 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新潟支部 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

　〃 中鉢　和寿 電力総連 東北電力労働組合三条支部

　〃 梅田　浩徳 自治労 燕市職員労働組合

事務局長 渡辺　　治 連合新潟

事務局次長 西川　志郎 ＪＡＭ 遠藤工業労働組合 燕支部事務局長

幹　事 長谷川雄也 電力総連 ユアテックユニオン県央分会

　〃 片岡　　翔 電機連合 東芝ホームテクノユニオン

　〃 安達　義幸 ＵＡゼンセン アークランドグループ労働組合

　〃 松尾　和浩 日教組 高教組県央支部

　〃 猪股　　幸 日教組 新教組県央支部

　〃 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 越後交通労働組合三条支部

　〃 鶴巻　　仁 自治労 加茂市役所職員労働組合

　〃 早川　恭弘 自治労 新潟県職員労働組合南蒲原支部

　〃 丸山　竜一 自治労 弥彦村役場職員組合

　〃 高橋　明也 ＪＡＭ 三條機械製作所労働組合

　〃 小出　　久 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 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

　〃 田村　憲雄 全労金 新潟県労働金庫労働組合三条支部

三条支部特別役員 佐藤　春男 ＪＡＭ コロナ労働組合


