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第２７回定期総会

新議長に海津武彦さん(電機連合)が就任

( )

連合県央地協は１２月３日、
三条市・千翔において第２７
回定期総会を開催し、各単組
より代議員など９８名の出席
がありました。
冒頭、宮口議長は「連合運
動における地域組織の重要性
が一層高まっている。連合新
潟や地協運動は役員や事務局
だけでなく、結集するすべて
の産別・加盟組合の積極的な
参加が必要だ。一人ひとりの
組合員が『私たちは連合です』
を認識して、働く者の目線に
立った地域に顔のみえる連合運動をすすめていこう」
挨長主
拶 催
と主催者あいさつ。 来賓として牧野連合新潟会長、
す左者
ると挨
菊田衆議院議員、高倉民進党第２区総支部県議会議
海新拶
津役を
員、有坂社民党三条支部協議会代表、宇佐美労働金
新員す
議をる
庫三条支店長、石田総合生協新潟西支局長より祝辞
長代宮
表口
を受けました。
し議
報告事項では、２０１７年度活動報告・会計報告・会計監査報告、審議事項では、２０１８～１
９年度運動方針、２０１８年度予算のほか、２０１８～１９年度役員選出については、これまで３
期６年務められ今総会で退任する宮口議長(基幹労連)の後任として、
海津副議長 兼 燕支部長(電機
連合)を新議長とする新体制(裏面)が全会一致で承認。新役員を代表して海津新議長より「これま
での活動を継承し、しっかりと運動の推進のかじ取りをし
県央地区労福協
していく。役員が力をあわせ、組織力を活かしながら構成
2018 年 新春賀詞交歓会 単組の組合員一人ひとりの多くの参加感が得られるような
活動に務めていきたい」と力強いあいさつがありました。
と き １月１１日（木）
続いて、その宮口議長と２００８年度より５期１０年歴
１８:３０～
任いただいた中山副議長 兼 加茂支部長（ＪＰ労組）への
ところ ジオ･ワールドビップ

退任役員表彰とあいさつ。そのほか６名の退
任される皆さんからもあいさつをいただき、
会場全体でこれまでの感謝を伝えました。
その後、
「連合の組織力・政策力・発信力
にいっそう磨きをかけ、すべての働く者のた
めの労働運動を力強く展開しよう」などとい
った総会宣言(案)が発表・採択され、
海津新議長の音頭による団結がんばろうで締めくくりました。
第２部の交流懇親会には８４名が参加。鷲尾衆議院議員の祝辞と乾杯でスタートし、それぞれの
課題や春季生活闘争の情報交換などで交流を深めました。 今年度も各組織より、連合の様々な取り
組みにより一層ご参加いただけますよう、よろしくお願いいたします。
１２月 ８日、青
年女性委員会は燕三
条地場産センターリ
青年女性委員会が第２５回総会を開催
サーチコアにおいて、
第２５回総会を開催し、各単組より代議員･役員を含め５３名の出席がありました。
主催者あいさつで遠藤委員長はまず、今年度１年間の活動へのご協力に対する御礼を述べ、「今
回、新たな役員体制となるが、引き続き各種イベント
に参加いただき、委員会を盛り立てていただきたい」
と出席者へ呼びかけました。続いて来賓として駆けつ
けた県央地協 渡辺事務局長と連合新潟青年委員会
小野事務局次長より祝辞を受けました。
その後、２０１７年度の活動と会計の経過報告、議
事では２０１８年度の活動方針と予算、宮越新委員長
をはじめとした２０１８～１９年度の役員体制が承認
され、新役員の自己紹介後、新委員長が代表し今後の
活動に臨む決意表明と協力依頼がありました。次に４
主催者あいさつをする遠藤青年女性委員長
名の退任役員があいさつし、
これまでの労をねぎらい、
新委員長の団結がんばろうで
2018～2019 年度 連合県央地協青年女性委員会 役員体制
閉会しました。
青年女性委員会は２０１８
委員長
宮越 勇人
自治労・三条市職員労組連合会
年度も組合員の皆さんから多
副委員長
山口友里子
日教組・新教組県央支部
数参加いただけるイベントの
〃
佐藤 一気
電力総連・東北電力労組三条支部
開催をめざします。これまで
事務局長
神田 滉貴
基幹労連・三星金属工業労組
同様、各種活動へのご協力を
事務局次長 山崎 嘉也
ＪＡＭ・三條機械製作所労組
よろしくお願いいたします。

宮越勇人さん(自治労)を委員長に選出

委 員

関谷

彩

日教組・新教組県央支部

退任役員

〃

頓所沙也香

自治労・燕市職員労組

〃

栗山 智行

ＪＰ労組・ＪＰ労組三条支部

遠藤康博さん(前委員長)

〃

高橋 健太

ＪＰ労組・ＪＰ労組西蒲原支部

皆川隆幸さん(前事務局長)

〃

木歩士亮太

全労金・新潟県労働金庫労組三条支部

〃

高野 好美

ＪＡＭ・コロナ労組三条支部

本間優子さん(前委員)
斉藤 大さん( 〃 )

〃

上野 和貴

ＪＡＭ・コロナ労組三条支部

ご尽力に感謝申し上げます
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電機連合・富士通フロンテック労組新潟支部
ＪＡＭ・遠藤工業労組
電力総連・東北電力労組三条支部
自治労・県職労南蒲原支部
連合新潟
日教組・新教組県央支部
ＪＰ労組・ＪＰ労組三条支部加茂分会
電力総連・ユアテックユニオン県央分会
電機連合・東芝ホームテクノユニオン
ＵＡゼンセン・アークランドグループ労組
日教組・高教組県央支部
自治労・田上町職員組合連合会
自治労・燕市職員労組
交通労連・中越交通労組
私鉄総連・越後交通労組三条支部
運輸労連・全日通三条地域協議会
ＪＰ労組・ＪＰ労組三条支部
ＪＡＭ・三條機械製作所労組
ＪＡＭ・コロナ労組
基幹労連・三星金属工業労組
自治労・三条市職員労組連合会
ＪＡＭ・コロナ労組
ＪＰ労組・ＪＰ労組三条支部
全労金・新潟県労働金庫労組三条支部

― ２年間よろしくお願い申し上げます ―
退任役員
宮口 貴章さん（前議長
中山 正寿さん（前副議長・加茂支部長
笠巻 吉光さん（前副議長
長谷川雄也さん（前幹事
鶴巻
仁さん（前幹事
早川 恭弘さん（前幹事
丸山 竜一さん（前幹事
遠藤 康博さん（前幹事・青年女性委員長

基幹労連・三星金属工業労組）
ＪＰ労組・ＪＰ労組三条支部加茂分会）
自治労・燕市職員労組）
電力総連・ユアテックユニオン県央分会）
自治労・加茂市職員労組）
自治労・県職労南蒲原支部）
自治労・弥彦村職員組合）
ＪＡＭ・コロナ労組三条支部）

今後のご活躍をご祈念申し上げます

各自治体へ2018年度予算にかかわる政策制度要請
昨年度も６回の政策委員会を重ね、各単組からの要望も盛り込み作成した２０１８年度予算にか
かわる要請書を各自治体の首長へ提出する政策制度要請を以下のとおり実施しました。

燕 市 要請日時：１２月 ８日（金）１３:１５～
出席者 ＜連合側＞ 海津議長など７名、中島燕市議
＜市 側＞ 鈴木市長など数名
労働行政･雇用対策、保育施設･子育て支援など１１の
大項目について細部５７項目を要請。鈴木市長は、この
地域の産業カレンダーの年間休日日数(１０５日)について、「改善しないと採用ができず人手不足
を助長する企業も出てくる。経営団体とも継続的に協議していく」との見解を示しました。

三条市 要請日時：１２月 ８日（金）１４:３０～
出席者 ＜連合側＞ 海津議長など６名、杉井･酒井三
条市議
＜市 側＞ 国定市長など数名
１１の大項目について細部６７項目を要請。国定市長
は、奨学金制度の拡充等について、「授業料の無償化ともリンクするので、状況を見守りながら進
める」との見解を示しました。

弥彦村 要請日時：１２月１２日（火）９:３０～
出席者 ＜連合側＞ 西川副議長(燕支部長)など５名、
板倉弥彦村議
＜村 側＞ 小林村長ほか数名
１０の大項目について細部４４項目を要請。小林村長は、
大規模災害発生時の対応について、「県の会議に職員を派遣し勉強や訓練をしているが、引き続き
取り組みを進めていく」との見解を示しました。

田上町 要請日時：１２月１８日（月）１５:００～
出席者： ＜連合側＞ 海津議長など３名、笹川田上町議
＜町 側＞ 佐藤町長、小日向副町長
１０の大項目について細部４５項目を要請。佐藤町長は高齢者
世帯などをねらう特殊詐欺について、「この地域の加茂や田上で
も事件が発生した。住民へ啓発し被害の撲滅に取り組む」との見解を示しました。
各自治体からは後日、文書回答をいただき、各単組へも会議等でご提供します。加茂市について
は、年明けの早い段階で要請できるよう依頼中です。

