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今年も壱岐地協の田植えを皮切りにアジア・アフリカ支援米活動が始まりました。梅雨入りと同時に晴れ間が
続く中、各地域協議会でもアジア・アフリカ支援田の田植えが行われ、本年から長崎地協、佐世保地協も参加、
６地協（７地区）での田植えとなりました。（5/30壱岐、6/7佐世保、6/14長崎・諫早、6/28島原、6/27五島
予定、6/28北松ブロ予定）
カンボジアの子どもたちの笑顔のため、今後も支援活動を力強く進めていきましょう。

連合長崎ボランティア活動連合長崎ボランティア活動
アジア・アフリカ支援米アジア・アフリカ支援米
連合長崎ボランティア活動
アジア・アフリカ支援米

今年も送るよ！各地協で田植え！

長崎地協
（6/14）

諫早地協
（6/14）

佐世保地協
（6/7）

壱岐地協
（5/30）
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幹事会

６）人権社会確立第29回全九州研究集会

７）長崎平和３団体2009年度第１回実行委員会

５．政策制度対策関係報告

１）公共サービス基本法成立について

６．政治活動対策関係報告

１）改革21との定例協議

２）第45回衆議院選挙に対する連合長崎の体制

について

７．労働者福祉・ボランティア活動報告

１）長崎県災害ボランティア連絡会（実地研修）

について

２）エコキャップ回収運動

３）アジア・アフリカ支援米礼状の到着について

８．連合本部関係報告

１）連合男女平等推進委員会委員長会議

２）連合2009年最低賃金学習会

９．連合九州ブロック関係報告

１）2009年度連合九州ブロック最低賃金担当者

会議

２）連合九州ブロック政治学習会

10．事業団活動報告

Ⅰ．労福協関係

１．長崎県労働者福祉協議会第27回定期総会

２．2009年度労福協全国研究集会

Ⅱ．労働金庫関係

１．第６回九州ろうきん長崎地区NPOフォーラム

日　時：2009年６月12日（金）13:30～

場　所：勤労福祉会館４F第２中会議室

小石会長は冒頭のあいさつの中で、特に「選挙日程

は不確定ではあるが、任期満了まで３ヶ月をきった。

政権交代に向けて全組織の結集をお願いしたい。」と

各構成組織に重ねて要請しました。

報告事項

１．活動経過報告

２．組織対策関係報告

１）連合長崎女性委員会第５回幹事会

２）長退連結成10年史編纂委員会設置及び第１

回編集会議

３．労働対策関係報告

１）第76回九州労働委員会連絡協議会

２）2009年度九州ブロック労委労協総会・研修会

３）公務労協2009人勧期方針地方担当者説明会

４．国民運動対策関係報告

１）狭山事件の再審を求める中央市民集会及び第

22回九ブロ狭山現地調査

２）平和３団体核兵器廃絶・平和中央集会

３）連合長崎2009年度第１回国民運動委員会

４）長崎平和３団体による朝鮮民主主義人民共和

国の核実験実施に抗議する緊急座り込み及び

要請行動

５）第38回部落解放共闘九州ブロック県民会議

2009年度連合長崎第９回執行委員会報告
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Ⅲ．全労済関係

１．全労済長崎地区推進委員会

11．各種審議会関係報告

１）第２回長崎県地域基金事業協議会

２）平成21年度第１回長崎県バス対策協議会

12．その他

１）「にっぽん子育て応援団」へのサポーター登

録の呼びかけ

２）「連合エコライフ21」2009年度の取り組み

について

３）ノーマイカーデーの実施について

13．産別・地協からの報告

１）佐世保地協：

「雇用と就労・自立支援カンパ」・「アジア・

アフリカ支援田田植え」実施報告

５月23日実施 カンパ額14,083円

田植え：６月７日実施 37名参加

２）大東地協：

「雇用と就労・自立支援カンパ」実施報告

５月27日実施 カンパ額3,000円

３）「アジア・アフリカ支援田田植え」実施報告

長崎・諫早地協：6月14日実施予定

審議事項

１．組織対策関係

１）連合長崎役員推薦委員会の設置について

①委員数：10名

②委員選出：各5部門から2名ずつ委員長は

第1回開催時に委員の互選で選出予定

③委員会の設置：第10回執行委員会におい

て、委員の氏名確認

第１回を７月下旬とし、以後随時開催、そ

の後規約に則り、立候補の告示・受付を行い、

次期、地方委員会において選挙・決定予定。

２．労働対策関係

１）「確かめよう！私の労働・社会保険」ならび

に「今こそ政策と政治の転換を」チラシ・テ

ィッシュ街頭配布行動について

①日　時：2009年７月１日（水）18:00～

②場　所：浜の町アーケード（大丸前）

③参加者：連合長崎執行委員・長崎地協役員

④内　容：チラシ２種類・ティッシュ配布

３．国民運動対策関係

１）部落解放共闘長崎県民会議フィールドワーク

①日　時：2009年７月４日（土）9:00～

②場　所：黒崎・崎戸・横瀬浦

③参加者：50名程度

④参加費：１人1,000円（小学生以下無料）

⑤内　容：キリシタン・炭鉱史跡・遺構の人

権フィールドワーク

⑥集合場所：長崎県営バス長崎営業所8:50集合

（八千代町）

２）就職差別撤廃に向けた要請書の提出

①日　時：2009年６月18日（木）14:00～

②提出先：長崎県・労働局

③対　応：部落解放共闘会議三役

３）2009連合長崎平和行動の取り組みについて

①ピースウィーク

(1)期　間：８月４日（火）～９日（日）実施

(2)行　動：
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(ア)街頭宣伝行動

(イ)原爆に日に地域と職場で黙祷

(ウ)「平和の鐘」サイレン自治体要請

②「平和の泉」清掃

(1)日　時：2009年８月１日（土）

9:00～11:30

(2)場　所：平和公園「平和の泉」

(3)参加要請：青年・女性中心

③「万灯」作成

(1)日　時：2009年７月25日（日）

9:00～15:00

(2)場　所：長崎電気ビル大ホール（城山）

(3)参加要請：構成組織

④平和キャラバン隊出発式

(1)日　時：2009年８月３日（月）12:20～

(2)場　所：県庁前広場 12:20

市役所西側広場 12:40

(3)参加要請：構成組織

４）2009「平和行動in長崎」について

①日　時：2009年８月７日（金）～９日（日）

②場　所：長崎県立総合体育館・原爆資料館など

③内　容：

７日（第1日目）

(1)「核兵器廃絶2009平和ナガサキ大会」

◇会　場：長崎県立総合体育館メインアリーナ

◇時　間：15:30～18:00

◇規　模：4,000名

◇主　催：核兵器廃絶2009平和ナガサキ

大会実行委員会

◇動員計画：県内2,500名

８日（第２日目）

(1)ピースウォーク

◇時　間：9:30～11:30

◇会　場：原爆落下中心地公園・平和公園

◇要　領：モニュメント・慰霊碑めぐり

◇主　催：連合

(2)「平和シンポジウムin長崎」

◇時　間：14:00～16:00

◇会　場：長崎原爆資料館大ホール

◇主　催：核兵器廃絶2009平和ナガサキ

大会実行委員会

◇規　模：400名

◇テーマ：「2010年核拡散防止条約(NPT)

再検討会議での実効ある合意

形成を目指して」

９日（第３日目）

(1)万灯流し

◇時　間：19:00～20:00

◇会　場：浦上川（松山陸上競技場内）

◇主　催：連合長崎

◇内　容：原爆殉難者慰霊奉賛会・自治会・

市民団体と作成した万灯を流

します。

５）2009連合平和行動in広島参加要請

①日　時：2009年８月４日（火）～６日（木）

②場　所：広島市内

③要請数：15名

④参加費：構成組織・地協負担

⑤内　容：

４日（第１日目）
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(1)「核兵器廃絶2009平和ヒロシマ大会」

◇時　間：16:00～18:35

◇会　場：広島県立体育館

◇主　催：中央・広島実行委員会

◇規　模：6,500名

５日（第２日目）

(1)平和シンポジウム

◇時　間：9:30～11:00

◇会　場：広島県民文化センター

(2)ピースセミナー

(3)被爆路面電車乗車学習会

(4)ピースウォーク

６日（第３日目）

(1)｢平和の鐘｣打鐘セレモニー

☆３日～６日（通し）

(1)平和キャラバン

(ア)要請数：５名（青年・女性委員会）

(イ)参加費：連合長崎

６）2010年NPT再検討会議に向けた取り組みに

ついて

①核兵器廃絶1,000万人署名の取り組み

(1)期　間：2009年７月～10月31日

(2)目　標：県内組合員1人10筆

②核兵器廃絶1,000万人署名の取り組み方法

(1)器材署名簿ほか実行委員会にて印刷配布

(2)連合長崎構成組織への要請

◇長崎県独自の活動として取り組みを進める。

◇各地協においても署名活動を展開

③その他の取り組み

◇地方議会での意見書の採択要請

４．政策制度対策関係

１）2009年度第３回政策委員会

①日　時：2009年６月30日（火）18:00～

②場　所：勤労福祉会館２階小Ａ

③議　題：

(1)再要求書への回答について

(2)2010～2011政策制度「要求と提言」

学習会について

(3)公契約条例制定推進委員会の設置について

(4)2010年度要求書の策定について

２）第11回環境フォーラムの開催について

①日　時：2009年７月17日（金）13:30～17:30

②場　所：ステーションホテル小倉

③主　催：ライフスタイルを見直す環境会議

(連合・中央労福協・労金協会・

全労済)

④要請数：10名

⑤費　用：産別負担

⑥内　容：

基調講演・DVD上映・活動報告・パネル

ディスカッション・特別講演

５．政治活動対策

１）北松浦郡佐々町長及び町議会議員選挙組織外

候補の推薦について

①選挙日程

◇告　示：2009年６月16日（火）

◇投票日：2009年６月21日（日）

◇当該地協佐世保地協

②佐々町長選推薦候補者氏名

◇古庄剛（ふるしょう　つよし）
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62歳（無所属新人）

③佐々町議選推薦候補者氏名

◇川副善敬（かわぞえ　よしひろ）

④佐世保地協からの推薦申請を受け、本執行

委員会で決定、必勝を期す。

６．労働者福祉・ボランティア活動関係

１）2009年度第１回ボランティア委員会の開催

について

①日　時：2009年６月29日（月）18:30～

②場　所：勤労福祉会館２Ｆ小Ａ会議室

③議　題：

(1)2009年度ボランティア活動の具体的な

取り組みについて

(2)連合長崎ボランティア指針について

(3)その他

７．人事関係

１）長崎県独立行政法人雇用・能力開発機構運営

協議会委員

①委員氏名

小石　隆（連合長崎会長：再任）

佐竹明彦（連合長崎副事務局長：再任）

②任期：2009年６月１日～１年間

２）長崎県総合計画懇話会委員

①委員氏名

小石　隆（連合長崎会長）

②任期：委嘱の日から計画策定まで

３）長崎平和推進協会理事

①理事氏名

谷頭　肇（連合長崎副事務局長：新任）

②任期：2009年4月1日～2010年3月31日

４）長崎県地方最低賃金審議会委員

①委員氏名

佐竹明彦（連合長崎副事務局長：再任）

田端康弘（電力総連：再任）

林　厚志（電機連合：再任）

中嶋照治（自治労全国一般：再任）

太田　清（運輸労連：新任）

②任期：2009年4月1日～2010年3月31日

５）2009年度長崎県労働者生活協同組合・全労

済長崎県本部役員選挙（理事・監事）の連合長

崎推薦理事について

①理事氏名

高石哲夫（三菱重工労働組合長崎造船支部）

太田　清（運輸労連長崎県連合全日通県支部執行委員長）

柏木茂紀（長崎県退職者団体連合事務局長）

谷頭　肇（連合長崎副事務局長）

②任期：2009年8月1日～2011年7月31日

８．その他

１）まき網漁船「第11大栄丸」の沈没事故に関

する改革21の申し入れ

２）まき網漁船「第11大栄丸」の沈没事故に関

する請願署名について

３）第10回執行委員会について

①日　時：2009年７月16日（木）13:30～

②場　所：長崎県勤労福祉会館１F多目的室



　６月３日（水）13:30～セントヒル長崎で第27回労福協定期大会が開催されました。当日は、80名の代議
員と役員14名が参集し、2008年度の活動経過・決算報告、2009年度の活動方針・予算が提案され、満場一致
で可決されました。
　その後、研修会が開催され、元長崎新聞論説員「本田貞勝」氏による「坂本龍馬」をテーマに「龍馬の長崎」の
講演がありました。

第27回労福協定期大会開催第27回労福協定期大会開催第27回労福協定期大会開催

　部落解放共闘長崎県民会議（議長:小石隆連合長崎会長）は、６月18日（木）長崎県（人権・同和対策課）と長
崎労働局に対し、未だにあとを絶たない就職差別の実態があるとして、九ブロ統一行動として就職差別撤廃
への対策の強化について要請を行いました。
　特に本年は、連合が行った組織内企業にも実態があったアンケート調査報告書を手渡し、根絶に向けて、連
合としても部落解放共闘会議と一緒になり取り組みを強化するので、県・労働局についても更なる努力を行
うように申し入れを行いました。
　また、就職差別事実が九ブロ管内の長崎の件数が極端に少なく、未だに実態が出てきていないのではない
かなど、十分な実態把握を行うように重ねて要請しました。

県と労働局に就職差別撤廃要請！

〈長崎労働局〉〈長崎労働局〉 〈長崎県〉〈長崎県〉〈長崎労働局〉 〈長崎県〉
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第８回フォトコンテスト応募者募集中

ノーマイカーデーの推進
　　　　（７月７日～９日県下一斉実施日）

公共交通機関を利用して
エコの推進！

マイバック・マイはしの推進

できるところから
エコの推進！

クールビズの推進

ノーネクタイ・室温の適正化・
休み時間の消灯の推進！

ジャンル : ◇人物　◇風景　◇花・植物・生物　◇その他

● 募集期間 ： 2009年５月７日（木）～８月31日（月）※当日必着

● 応募資格 ： 連合長崎組合員及びその家族、退職者

● 送 付 先 ： 連合長崎事務局（〒850-0031  長崎市桜町９－６）

　☆詳しい応募要領は、連合事務局・各産別にお問い合わせください。

　応募票を必ず写真の裏に貼ってください。

「連合長崎第８回フォトコンテスト」応募票

「連合エコライフ21」「連合エコライフ21」
推進！

「連合エコライフ21」
推進！

タイトル ジャンル

男　　・　　女

組 合 員 　・　 そ の 家 族

組合員ＯＢ

年　

齢

応
募
者

性　

別
氏 　 名

組 合 名
職場連絡先TEL

（　　　 ）　　　　－

（〒　　　 －　　　　　 ）　　TEL　（　　　　　  ）　　　　 　－

自 　 宅

T E L
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