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沖縄の「慰霊の日」である６月23日（土）より25

日（月）の３日間、連合長崎小石会長を団長に総勢

24名で、「連合2012平和行動in沖縄」に参加してき

ました。

沖縄は、今から67年前、太平洋戦争の末期、沖縄

に上陸した米軍と日本軍との「鉄の暴風」とよばれた

激しい地上戦が行われた結果、20数万人の尊い命が

犠牲になり、とくに民間人の犠牲者数は軍の強要によ

る自決者を含め、軍人の死者をはるかに上回り、海と

連合2012平和行動がスタート
連合2012平和行動in沖縄に連合長崎から24名が参加

緑の自然豊かな島は、無残にも焦土と化しました。

また、今年は沖縄が日本への復帰を果たしてから

40年という節目の年でもあります。

しかし、沖縄の現状は、国土面積のわずか0.6%に過

ぎない沖縄県に、全国の米軍基地の74%がいまだに集

中しており、この米軍基地があるが故に起こる事件・

事故などで県民の生命と生活が脅かされています。

連合長崎からの参加者は、このような現実を目の当

たりにする中で、「連合2012平和沖縄集会」、「米軍
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今年も６月23日（土）～24日（日）の平和行動in沖縄を皮切りに、広島・長崎・根室の平和４行動が

展開され、連合長崎も積極的に参加します。

皆さまのご参加をお待ちしております！

【平和行動in広島】 ８月４日（土）～８月６日（月）

○核兵器廃絶2012平和ヒロシマ大会（８月４日）

○平和シンポジウムin広島、被爆路面電車乗車学習会、ピースウォーク（８月５日）

○平和の鐘打鐘式（８月６日）

【平和行動in長崎】 ８月７日（火）～８月９日（木）

○核兵器廃絶2012平和ナガサキ大会（８月７日）

○平和シンポジウムin長崎、ピースウォーク（８月８日）

○万灯流し（８月９日）

【平和行動in根室】 ９月８日（土）～９日（日）（予定）

○学習会、平和ノサップ集会　等

※連合長崎派遣団は９月７日（金）～10日（月）で行動予定

【連合長崎平和ボランティア活動】

○平和の泉清掃（７月21日）

○万灯作成（７月28日）

基地の整理・縮小」と「日米地位協定の抜本改定」を

求める行動(集会・デモ行進)へ全国の仲間と参加し、

米軍基地問題の解消をめざし、基地の整理縮小と日米

地位協定の抜本的見直しを求めて、粘り強く平和運動

を推進することを確認しました。

また、例年のこととして連合長崎からの参加者は、

連合長崎独自のフィールドワークを実施し、戦跡を巡

ることによって沖縄戦がもたらした惨劇と非人間性の

実相を強く心にきざみ、鎮魂と不戦の誓いを新たにし、

今後の広島、長崎、根室集会の成功のため努力するこ

とを確認し３日間のすべての行動を終了しました。

最後に、今回の沖縄行動に参加されたみなさん大変

お疲れ様でした、また参加させていただいた構成組

織・各地協に対し心より御礼申し上げます。

2012平和行動に参加しよう！2012平和行動に参加しよう！2012平和行動に参加しよう！2012平和行動に参加しよう！2012平和行動に参加しよう！
「願う」平和から「叶える」平和へ　～つながろうＮＩＰＰＯＮ！～



６月18日に連合は「社会保障・税一体改革に関する３党合意についての連合事務局長談話」を発信するとと

もに連合の組織内議員および推薦議員に対して、参考資料として発信しました。
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2012年６月18日

社会保障・税一体改革に関する３党合意についての談話

日本労働組合総連合会

事務局長　南雲　弘行

１．６月15日、民主党、自由民主党、公明党は、「社会保障・税の一体改革に関する確認書」に合意した。

政府案に対して一部修正、および継続協議・検討となった項目はあるものの、いわゆる「ねじれ国会」

のもとで３党が合意したことは、改革を一歩でも進めるためのものとして連合は受け止める。

２．確認・合意された社会保障制度に関する主な内容は、①持続可能な社会保障制度の確立、社会保障制

度改革国民会議の設置などを盛り込んだ社会保障制度改革推進法案を一体改革法案とともに今国会で成

立させる、②政府提出の社会保障改革関連５法案について修正を加え今国会で成立させることである。

社会保障関連法案の修正で、幼保一体化施設である「総合こども園」創設が見送られ、社会保険の適用

拡大の対象者、施行時期が後退したことは残念である。今後新たに設置される社会保障制度改革国民会

議において、少子化対策、社会保険、高齢者医療、生活保護について検討が行われる。政府・与党が

「社会保障・税一体改革」でめざした「全世代支援型」の社会保障制度の構築に向け、丁寧な議論を行い、

国民合意の下で改革を進めることを強く要望する。

３．税制改革については、消費税の段階的引き上げにあたり、社会保障の安定財源化、中小事業者などの

価格転嫁対策の強化、低所得者対策の実施などについて合意に至ったことは、連合が求める改革の方向

性と合致している。一方で、低所得者対策として複数税率の導入についても検討することや、所得税や

資産課税の累進性強化については2013年度税制改正で措置することなど、政府案から一部修正・先送り

が行われた。引き続き、所得再分配機能の強化を含めた税制抜本改革の実現に向け、与野党で建設的な

議論を行う必要がある。

４．少子高齢化が急速に進行するなかにあって、社会保障と税の一体改革は待ったなしである。国会での

与野党の真摯な議論を通じ、これらの法案の早期成立を求める。

連合は、引き続き「働くことを軸とする安心社会」をめざし、「新21世紀社会保障ビジョン」「第３次

税制改革基本大綱」で掲げた連合の考え方を政府・与野党に働きかけるとともに、各職場・地域で運動

を展開し、その実現に全力で取り組んでいく。

以　上

６月18日 連合事務局長談話を発信
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◆日　時　６月２日（土）14:00～15:15

◆場　所　県議会改革21会議室

◆出席者　連合長崎　小石会長ほか４人

改革21 12人

◆連合長崎からの要請等

《要請》

h「未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育

費国庫負担制度の堅持を求める意見書」県議

会採択への協力依頼

h「地方財政の充実・強化を求める意見書」採択　

h「チェックオフ条例制定」に対する対応　　

h「県による住宅リフォーム助成制度の創設」

《要望》

h通年議会のシステムが理解されていないの

で、選挙区での懇談会開催時に説明をお願い

したい。

連合長崎 政策制度関係活動報告連合長崎 政策制度関係活動報告連合長崎 政策制度関係活動報告

◆日　時　2012年６月２日（土）16:00～

◆場　所　ホテルセントヒル長崎

◆参加者

民主党…山田正彦・高木義明・福田えりこ

宮島大典・川越孝洋・大久保潔重

渡辺敏勝　（７人）

連合長崎…小石会長ほか

副会長５人・事務局５人（11人）

◆内　容

①各政策制度に対する民主党の方向性について（国

会議員から説明）

Ⅰ社会保障と税の一体改革　　　　福田えりこ

Ⅱ環太平洋経済連携協定（TPP） 山田正彦

Ⅲエネルギー政策　　　　　　　　高木義明
Ⅳ公務員制度改革　　　　　　　　大久保潔重
Ⅴ選挙制度改革　　　　　　　　　川越孝洋・

宮島大典

※意見交換　Ⅰ～Ⅴの説明に対する質疑応答を
行った。

②次期国政選挙（参議院・衆議院）への対応につ

いて

Ⅰ参議院と衆議院（各選挙区）の現時点での情
勢分析

国会議員からの情勢報告と連合長崎からの依頼

県議会改革21との（６月議会前）定例会議

長崎県選出国会議員との意見交換会



－６月は男女平等月間です－

2012年度連合長崎・男女平等月間「学習会」を開催2012年度連合長崎・男女平等月間「学習会」を開催2012年度連合長崎・男女平等月間「学習会」を開催
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連合は、1991年男女平等参画推進計画を決定し、

現在、実行期間を2006年11月から2012年10月の

６年間とする「連合第３次男女平等参画推進計画」の

取り組みを進めています。連合本部、構成組織・単組、

地方連合会の統一目標を①運動方針に男女平等参画を

明記する、②女性組合員比率の女性役員を配置する、

③女性役員ゼロ組織をなくすとし、２年ごとに進捗状

況を点検してきましたが、目標達成は非常に厳しい状

況が浮き彫りになりました。2012年11月以降の参画

推進に向けた取り組みについては、中央において「ポ

スト『第３次男女平等参画推進計画（仮称）』」を策定

中です。

また、連合は2004年から６月を「男女平等月間」

と設定し、職場や社会から男女差別をなくす取り組み

や、男女平等課題が労働組合の取り組みの中心となる

ことの推進に向け、全国統一行動として、全国の仲間

とともに取り組むこととしています。

これを受けて、連合長崎女性委員会では、６月16

日（土）に長崎県勤労福祉会館において学習会を開催

し、77名（女性43名、男性34名）が参加しました。

講師にワーク・ライフ・バランスコンサルタント吉

岡和佳子様を招き、「ワーク・ライフ・バランスと働

きやすい職場環境」というテーマでご講演いただきま

した。吉岡様は長崎新聞社の両立支援担当者として、

長崎県内で初となる厚生省の子育てサポート認定「く

るみん」マークの取得に携わり、また自らも仕事と子

育ての両立を実践されています。自らの経験を基に、

ワーク・ライフ・バランスを実践するためのちょっと

した心がけやメリット等についてお話しいただき、

「自らが実践して、職場のロールモデルになってほし

い」と呼びかけました。参加者からは、「実生活に基

づいたお話で、自分もできることから実践していきた

い」等の感想が多数寄せられました。

【長崎市男女共同参画推進センター　アマランス】の派遣講座について
アマランスでは、男女共同参画の推進に関わる研修会や学習会等に、無料で講師を派遣しております。

是非、各組織等での学習会においても積極的にご活用ください。

詳細については、お電話でご相談ください。お待ちしております。

長崎市男女共同参画推進センター　アマランス

〒850-0874 長崎市魚の町５－１　　TEL 095-826-0018 FAX 095-826-2244
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五島地協でボランティア活動！五島地協でボランティア活動！五島地協でボランティア活動！

　五島地協では、恒例のクリーンキャンペーン行動を、６月９日（土）多くの組合員及び家族の参加（50名程度）
で行いました。
　梅雨に入り、天気が心配でしたが好天に恵まれ、五島市主催のバラモンキング大会コースを重点に約2時間の
クリーンキャンペーン行動を行いました。
　参加者は、全員心地よい汗をかきボランティア活動に参加したことに満足感をただよわせていました。

　青年委員会は、６月９日（土）「おおむら夢ファームシュシュ」において、レクリエーションを開催し、親子での
参加を含め41名が参加しました。
　午前中は、シュシュの手作り体験教室「レインボー教室」に参加しました。「レインボー教室」とは、ウインナー
作り、パン作り、シュークリーム作りなど、様々な手作り体験ができる内容で、初めてのウインナー作りにはしゃ
いだり、思い思いの形のパンを作って楽しみました。
　お昼からはバーベキューの後、ビンゴ大会を行いました。数字を読み上げるたびに、参加者からは一喜一憂す
る声が上がり、子供も一緒になり懇親を深めることができました。

年委員会は、６月９日（土）「おおむら夢ファームシュシュ」において、レクリエーションを開催し、親子
を含め41名が参加しました。

青年委員会レクリ青年委員会レクリエーションーション青年委員会レクリエーション

心地よい汗をかきました。
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エコキャップ回収実績報告エコキャップ回収実績報告

　恒例の写真教室を、本年は初めての離島地区開催となる五島市で開催します。

　写真教室は、実際に写真を撮り、講師（お馴染みの郡山貴三先生）の講評を受けながら、

写真談義を行います。

　ぜひ、構成組織の広報担当や写真クラブの方などの技術向上のお役にたてればと思い

ます。初心者も大歓迎です。たくさんの方の参加をお待ちしています。

日　時：2012年９月1日（土）　10:00～15:00

場　所：五島市福江町界隈（会場は調整中）

内　容：①写真撮影の基本とテクニック

②写真撮影の実技

③その他

申込み：開催の告知文書は各構成組織に送付していますので、各構成組織を経由して連

合長崎（担当：松井）まで申し込みをお願いします。

その他：①本年からデジタルカメラだけの利用になります。（フィルムの現像は不可）

②船・飛行機・宿　等の手配は参加者各自でお願いします。

　連合長崎では、年間を通じて行うボランティア活動（福祉・環境ボランティア）の一

環として、ペットボトルの蓋を回収しリサイクル業者に引き取っていただき、その売

却益にて途上国の子どもたちにワクチンを送る活動と、Co2削減活動を併せて行って

います。

　今回は2011年６月～2012年４月までに回収したキャップ3,811.5kg分の売却益

34,300円を納付しました。

〈回収実績〉　2011年  6月　581.5kg　　　　　2011年  7月　430.0kg

　　　　　　2011年  9月　710.0kg　　　　　2011年11月　710.0kg

　　　　　　2011年12月　630.0kg　　　　　2012年  4月　750.0kg

〈寄 付 先〉　世界の子どもにワクチンを日本委員会

〈寄付金額〉　34,300円（20円／ひとりあたりのワクチン代）

〈これまでの実績〉

　　　　　　2010年３月　　26,360円寄付

　　　　　　2011年５月　　37,680円寄付

2012写真教室2012写真教室
～初めて離島地区で開催～

エコキャップ回収実績報告エコキャップ回収実績報告エコキャップ回収実績報告

2012写真教室
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　長崎県男女共同参画センターは、従来から家庭や職場等、男女

に関わる相談対応を行っていますが、今般、ストレスや悩みを抱

える男性に対する相談体制の充実を図るために、男性専用の相談

窓口を新たに設置しました。この相談窓口では、家族や夫婦関係、

子育てや介護、職場や地域での人間関係など、のストレスや悩み

の相談が行えます。相談費用は無料ですので、ストレスや悩みが

ある男性の利用をお勧めします。

　○設置場所　　長崎県男女共同参画推進センター（男女共同参画室内）

　○日　　時　　毎月２回　第２・第４水曜日　

　　　　　　　　受付時間　18時30分～20時30分

　○相 談 員　　男性相談員（１名）

　○実施内容　　電話相談、面談（予約制）

　○電話番号　　095-825-9622（専用）

　○費　　用　　無料

男性相談窓口の開設！男性相談窓口の開設！男性相談窓口の開設！

　現在、九州電力では原子力発電所全６基の停止が続いているため

今夏の供給力が不足することが予想されます。このため、廃止予定し

ていた火力発電所の運転再開、他電力会社からの融通等、対応可能な

あらゆる供給力対策を実施いたしておりますが、電力需給は非常に

厳しい見通しです。つきましては、大変なご不便をお掛けしますが、

下記のとおり節電へのご協力をお願いいたします。

【節電へのご協力のお願い内容】

○７月２日（月）から９月７日（金）の平日（８月13日から15日を除く）の９時から20

時について、「一昨年比▲10％以上」の節電にご協力をお願いいたします。

○また、上記期間・時間帯以外につきましても、みなさまの生活に支障ない範囲での節

電に、引き続きご協力をお願いいたします。

今夏の節電へのご協力のお願い今夏の節電へのご協力のお願い今夏の節電へのご協力のお願い


