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４月５日投開票の諫早市議会議員選挙・４月19
日投開票の西海市議会議員選挙において、連合長
崎・諫早地域協議会・長崎地域協議会推薦候補が全
員当選を果たしました。
諫早市議選では、地域や地区、政党・現職・新人

が激しくしのぎ合う厳しい闘いでありました。また
西海市議選においても定数減の中、少数激戦の厳し
い闘いでしたが、出身産別・構成組織・各地域協議
会の一致団結した力の結集により、見事全員当選を
果たすことができました。

各構成組織・地域協議会の力強いご支援・ご協力
に感謝申し上げます。
次はいよいよ衆議院選挙です。
これまで培ってきた組織力を更に磨き、総力を挙

げフル稼働していきましょう。
目指すは「政権交代」この１点です。
構成組織・各地域協議会のこれまで以上のご支

援・ご協力で、推薦候補への支援の輪を広げていき
ましょう。

宮崎博道諫早市議 林田　保諫早市議 松永隆志諫早市議

田添政継諫早市議 中野良雄西海市議 岩本利雄西海市議
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３）2008年度第９回九州労金長崎県本部運営委員会

４）第６回九州ろうきんＮＰＯ助成長崎地区審査委

員会

５）全労災長崎県本部第５回理事会

13．各種審議会関係

１）長崎産業保険推進センター平成20年度第２回

運営協議会

２）平成20年度長崎地方労働審議会

３）平成20年度第２回長崎県独立行政法人雇用・

能力開発機構運営協議会

４）全国健康保険協会長崎支部平成20年度第４回

評議会

５）平成20年度労働者派遣事業適正運営協力員会議

６）第８回長崎県市町合併推進審議会

７）（財）長崎平和推進協会平成20年度第２回理事会

８）長崎県労働者福祉事業団第76回理事会

９）長崎県県産品愛用運動推進協議会第６回委員会

10）長崎県緊急経済雇用対策連携会議

14．その他・産別報告等

１）基幹労連からの報告

・辻産業関係報告

審議事項

１．組織対策関係

１）2009年度連合長崎第１回組織拡大推進会議の

開催について

日　時：2009年５月７日（木）18：30～

場　所：長崎県勤労福祉会館２階会議室Ｂ

２．中小対策関係

１）連合長崎2009年度第１回地場産別代表者会議

の開催について

日　時：2009年４月28日（金）18：30～

場　所：長崎県勤労福祉会館２階会議室Ｂ

３．国民運動関係

１）2009年「第80回メーデー」の実施及び役員

派遣について

報告事項

１．活動経過報告

２．組織対策関係

１）３.８国際女性デー長崎集会について

２）九退連第７回定期総会

３）九退連第13回学習会

４）連合青年委員会第５回幹事会

３．労働対策関係

１）2009春季生活闘争・第45回衆議院選挙闘争勝

利！政策・制度要求実現！長崎地区決起集会

４．中小対策関係

１）2009春季生活闘争構成組織激励行動

５．最賃対策関係

１）平成20年度第８回長崎地方最低賃金審議会

６．国民運動関係

１）第37回部落解放共闘九州ブロック県民会議幹

事会

２）部落解放共闘九州ブロック県民会議第13回総会

７．政策制度対策関係

１）2009年度連合長崎第２回政策委員会

８．政治活動関係

１）諫早市長・市議選結果

９．労働者福祉・ボランティア活動報告

１）連合長崎アジア・アフリカ支援米発送式

10．連合本部関係

１）雇用と就労・（トブ太カンパ）に係る事業に関

する自立支援カンパ地方連合会担当者会議

２）第７回地方連合会事務局長会議

11．連合九州ブロック関係

１）連合九州ブロック政策担当者会議

２）第１回連合九州ブロック幹事会

３）連合九州ブロック臨時会長・事務局長会議

４）連合九州ブロック連絡会・青年委員会担当者会議

12．事業団体活動報告

１）2008年度第１回組織財政委員会

２）2008年度長崎県労福協第２回スポーツ・レク

委員会

2009年度連合長崎第７回執行委員会報告
日　時：４月16日（木）13：00～
場　所：勤労福祉会館１Ｆ多目的室

地　協

長　崎

諫　早

島　原

５月１日
10：00～
　５月１日

18：00～

５月１日
10：00～

4,000

500

500

尾上イベント広場

高城公園

島原市体育館

日　時 場　　所 規　模
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２）2009「平和行動in沖縄」への参加要請について

日　時：6月23日（火）～25日（木）

場　所：沖縄

参加者：20名程度募集

３）核兵器廃絶・平和中央集会開催について

日　時：5月23日（土）～24日（日）

場　所：東京

４）「人権侵害救済法」（仮称）の早期制定を求める

署名の取り組み

・団体・個人署名の取り組みを行います。

・締め切り6月末

・署名用紙後日配布

４．政策制度対策関係

１）県に対しての６分野９項目の再要求を提出します。

２）2010年度政策制度・構成組織集約について

・５月末までに構成組織からの要求の集約を行い

ます。

３）公契約推進委員会の設置について

・公契約条例制定に向けて九州ブロックが重点ブ

ロックとなり、政策委員会の中で、委員構成

や進め方のついて論議いただき執行委員会に

報告を行います。

４）連合長崎・長崎県公務労協第45回衆議院選挙

勝利・公共サービス基本法・公契約条例早期

制定長崎県集会の開催について

日　時：2009年５月12日（火）18：30～

場　所：長崎県勤労福祉会館２階講堂

５．労働者福祉・ボランティア活動関係

１）雇用と就労・自立支援カンパ活動の取り組みに

ついて

・連合が３月より開始したカンパ活動について、

連合長崎として、構成組織ごとの集約と、広く周

知活動を中心とした行動を展開していきます。

・各地域協議会において、同様な取り組みを実施

していただきます。

・直加盟組織に対して、カンパ活動の要請を行います。

・長崎地協と共催で下記の周知街宣行動を展開し

ます。

日　時：４月27日（月）18：00～

場　所：大丸前

２）ふれあいスポーツ交流会の日程変更について

当初予定した春開催を以下のとおりに変更します。

日　時：2009年11月１日（日）10：00～

場　所：三菱重工総合体育館

６．教育・文化・レク活動関係

１）第８回フォトコンテストの実施について

・例年恒例のフォトコンテストを下記のとおり開

催します。

募集期間：2009年５月７日（木）～８月31日（月）

そのほかについては開催要領のとおりです。

※例年開催する写真教室についても本年度も

開催します。

詳細が決まり次第、お知らせと参加者募集

を行います。

７．連合九州ブロック関係

１）人権社会確立第29回全九州研究集会の開催に

ついて

日　　　時：2009年５月29日（金）～30日（土）

場　　　所：佐賀市：佐賀県総合体育館

参加要請組織：自治労・基幹労連・ＪＰ労組・

情報労連

８．人事関係

１）2009年度長崎地方最低賃金審議会委員について

〈連合長崎推薦者氏名〉

①林　厚志：電機連合西九州地連事務局長

②田端康弘：電力総連会長

③中嶋照次：全国一般特別執行委員

④田中賢治：基幹労連・連合長崎

⑤佐竹明彦：全国一般・連合長崎

任期：2009年４月１日～2010年３月31日

大　東

大　東
（東彼）

佐世保

佐世保
（北松）

五　島

上五島

壱　岐

対　馬

　５月１日
18：00～
　５月１日

13：30～
　５月１日

10：00～
　５月１日

18：30～
　５月１日

17：45～
　５月１日

18：00～
　５月１日

13：00～
　4月25日

18：00～

350

150

2,000

380

300

200

300

250

大村市民会館

城山公園野外音楽堂

島瀬公園

江迎町文化会館

五島市役所前

新上五島石油備蓄
記念会館

石田町野外活動趣味
施設

今屋敷児童公園
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２）労働者派遣事業適正運営協力員（長崎労働局）

（留任）

①田中賢治：連合長崎事務局長

②佐竹明彦：連合長崎副事務局長

③渡邉昭吉：ＵＩゼンセン同盟長崎県支部長

④黒崎勝幸：全国一般長崎書記長

⑤内田浩一：九電労組長崎支部副委員長

⑥速見勝義：全港湾長崎県支部委員長

（新任）

⑦浦本和明：連合長崎副事務局長

⑧高藤義弘：基幹労連長崎県本部事務局長

９．その他

１）杉乃井ホテル利用のお願い

２）ハウステンボス支援のお願い

３）連合長崎事務局ゴールデンウィーク休日の連絡

体制について

・緊急連絡先

田中事務局長携帯　　090-4474-3144

谷頭副事務局長携帯　090-9582-4908

訃報等の連絡：

連合長崎　ＦＡＸ095-826-8950

緊急の場合：

谷頭副事務局長　ＦＡＸ095-892-2717

４）第８回執行委員会について

日　時：2009年５月15日（金）13：30～

場　所：勤労福祉会館１階多目的室

５）第９回執行委員会について

日　時：2009年６月12日（金）予定

この用紙は再生紙を使用しています。

③入賞は、１人１賞とします。
④応募作品については、返却いたしません。
⑤最優秀賞、優秀賞等の作品については、原版
（ネガ、ポジ）をお借りすることがあります。
⑥応募規定に違反したとき及び入賞決定後、
主催者が類似又は二重応募作品と認めた場
合は、入賞を取り消します。

●審 査 員
委　員　郡山貴三（プロカメラマン）
委　員　小石　隆（連合長崎会長）
委　員　桝田憲二（県労福協事務局長）

●　 賞
最　優　秀　賞（１点）（３万円相当賞品）
優 　 秀 　 賞（２点）（１万円相当賞品）
連合長崎会長賞（１点）（１万円相当賞品）
ジ ャ ン ル 賞（４点）（１万円相当賞品）
入 選（15点）（１千円相当クオカード）
※「入賞作品」にも賞品を授与します。

●入賞発表 機関紙「連合長崎速報」発表。
●そ の 他 入賞作品等については、連合長崎

定期大会会場での展示や、連合長
崎の各種印刷物に使用する場合が
あります。

●募集期間 2009年５月７日（木）～８月31（月）
※当日必着

●応募資格 連合長崎組合員及びその家族、組
合員ＯＢ

●送 付 先 連合長崎事務局
（〒850-0031 長崎市桜町９－６）

●題　　材 テーマは自由
①花、植物、生物
②人物（集合写真、ポートレート、スナップなど）
③風景（山、川、空、都市、庭園など）
④その他

●作　　品 デジカメ写真可
①サイズ：サービス判（Ｅ判、Ｌ判、２Ｌ判）

またはキャビネサイズ
②作　品：カラー、白黒（いずれもプリント。

スライド不可）
③出　品：１人３枚まで（３枚以内の作品で組写

真構成も可。ただし、組写真の場合
はテープなどでつないでください。）

●応募規定（応募票は各構成組織に送付済）
①応募票（私製複製可）は、各作品の裏面に
必ず貼付してください。
②入賞作品の版権は、主催者に帰属すること
とします。

連合長崎第８回フォトコンテスト実施要領

※なお、本年度も写真教室を開催予定です。日程が決定次第通知いたします。


