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７月に公示・投開票が予定されている第23回参議
院議員選挙は、自己責任を強く求める社会の構築、格
差社会を生んだ新自由主義的政策の強行、労働者保護
ルールの改悪を許さないための選挙で、連合長崎の組
織力が問われる選挙です。
長崎選挙区では、立候補予定の大久保ゆきしげ参議
院議員の推薦を決定し、勝利に向けて全力で取り組み
を行っています。
また、比例区では、連合が９人の組織内候補予定者

の推薦を決定し、候補予定者の出身構成組織を中心に
勝利に向けた取り組みを行っています。
働く人や家族の生活を守るためにも、この選挙には
勝利しなければなりません。勝利するためには、長崎
選挙区、比例区とも組合員一人ひとりの集票拡大が必
要です。
連合は「STOP THE 格差社会！暮らし底上げの実現」
をめざしています。働く仲間の生活を守るのは、一人
ひとりの行動です。最後まで全力で頑張りましょう。

長崎選挙区立候補予定者「大久保ゆきしげ」と
連合組織内候補予定者９人の必勝をめざそう！

長崎選挙区
大久保 ゆきしげ

UAゼンセン
かわい たかのり

自治労
あいはら くみこ

自動車総連
いそざき 哲史

電機連合
石上 としお

日教組
神本 みえ子

基幹労連
とどろき 利治

ＪＰ労組
さだみつ 克之

情報労連
吉川 さおり

電力総連
浜野 よしふみ

比例区：連合組織内候補予定者長崎選挙区

第23回参議院議員選挙
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長崎県議会議員補欠選挙

清水　正明（しみず　まさあき）氏
長崎県議会議員長崎市区は、欠員が２名になったこ
とから、補欠選挙を7月12日（金）告示・7月21日
（日）投開票で行うことになりました。この補欠選挙
で連合長崎は、清水正明氏の推薦を決定しました。突
然の選挙ですが、各構成組織・各地協は当選に向けた
取り組みをお願いします。

○長崎県議会議員補欠選挙長崎市区
（2013年7月12日告示・7月21日投開票）
・清水　正明
（しみず　まさあき）
58歳　
組織内（自治労）
民主党：新人

雲仙市議会議員選挙

松尾　一茂（まつお　かずしげ）氏
11月19日任期満了に伴う、雲仙市議会議員選挙で、
連合長崎は諫早・島原地協が推薦要請を行った松尾一
茂氏の推薦を決定しました。各構成組織・各地協は当
選に向けた取り組みをお願いします。

〇雲仙市議会議員選挙
（2013年10月27日（日）告示・11月３日（日）投開票）
・松尾　一茂
（まつお　かずしげ）
60歳　
組織外
無所属：新人

ご協力ありがとうございました。
《佐々町議会議員選挙》

任期満了に伴う佐々町議会議員選挙は、６月11日（火）告示、６月16日
（日）投開票の日程で行われ、議員定数10に対し12人が立候補しました。
連合長崎が推薦した「阿部　豊　46歳：無新（自治労）」が当選を果たしま
した。佐世保地協、佐世保地協北松ブロックを中心に全組織・全組合員の絶大
なるご協力で選挙戦を勝ち抜くことが出来ました。ありがとうございました。

〈佐々町議会議員選挙開票結果（定数12）〉
阿部　　豊氏　46歳：無所属新人（自治労）822票　当選　２位

今後予定されている選挙日程（6月21日現在）
連合長崎推薦候補者全員の当選を目指そう！

（1）長崎県議会議員補欠選挙

選挙区 告示日

７月12日

連合長崎推薦　　　しみず　正明（しみず　まさあき）58歳
７月21日

投票日

長　崎　市

（2）市長選挙

市　名 任期満了

11月５日

告示日

10月13日

投票日

10月20日平　戸　市

（3）市議会議員選挙

市　名 任期満了

８月６日
11月５日
11月19日

告示日

７月14日
10月13日
10月27日

投票日

７月21日
10月20日
11月３日

壱　岐　市

平　戸　市

雲　仙　市
連合長崎推薦　　　松尾　一茂（まつお　かずしげ）60歳

「推薦決定！」
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■ 2013年度県政に関する研修会
2013年５月18日（土）15時からセントヒル

長崎で、長崎県石塚副知事を講師としてお招きし

「将来を見据えた今後の長崎県の取り組み」につ

いて研修しました。長崎県の未来を見据えた様々

な取り組みの説明が丁寧に行われました。

■ 2013年度連合長崎第１回政治学習会
2013年度県政に関する研修会に引き続き16時

からセントヒル長崎で、民主党から細野豪志幹事

長、高木義明衆議院議員、大久保ゆきしげ参議院

議員を招いて、政治学習会を開催しました。

細野幹事長からは「新生民主党が目指す改革政

党への道！」と題して、民主党政権時の政策等の

反省やこれからの民主党の方向性を詳しく話して

いただきました。その後、大久保ゆきしげ参議院

議員から決意表明が行われました。

《細野幹事長の講演》

４年前に政権を取り、皆さんは大きく期待を

していたと思います。その思いからすると政権

運営にいろんな反省点がありました。

①鳩山政権時の普天間の問題

政策は優先順位を考える必要がありました。

予算編成に大きなエネルギーを費やすことと

なり、結局は時間だけが経過し、問題が大き

くなりました。

②消費税問題

マニフェスト（政権公約）には書いていま

せんでしたが、共生社会をつくるための社会

保障政策は最重要政策と考えたため決断しま

した。

③医療政策

民主党は国民の立場、患者の立場にたった

政策を考えていましたが、自民党は医師会と

いうフィルターを通して医療をみていました。

このため医師会は自民党を支え続けました。

④財源問題

与党経験をした議員が極めて限られていた

ことなどから、全ての情報を得ることが出来

ず、財源に対する甘さが分かり消費税増税の

お願いをしなければならなくなりました。

今夏の参議院議員選挙は、ここが頑張りどこ

ろと考えています。

安倍政権が誕生して５ヶ月が経つが落ち着い

た運営をしています。この点は評価したいが６

年前の過去を反省し、本当に考え方を改めたの

かは、厳しい視線を向けざるを得ません。社会

保障制度に関しては、消費増税はお願いするが、

長期的な社会保障制度改革については取り組ま

研修会・学習会研修会・学習会を開催開催しましたしました！研修会・学習会研修会・学習会を開催開催しましたしました！研修会・学習会を開催しました！
～参加者の皆さん　ありがとうございました。～
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ないと言っていることに等しい。議員定数削減

についても、高木義明議員が苦労していますが、

「０増５減」というまやかしのような主張を行っ

ています。私たちは80削減（選挙区30削減・比例

区50削減）という法案を国会に提出しています。

民主党の政策は生活者、納税者、消費者、働

く人の立場に立ちます。これに加えて定数の問

題、地域主権改革もしなくてはならないと考え

ています。

加えて改革政党としてつくっていかなければ

ならないことがあります。

①共生社会

総理は「誰かに寄りかかる心を捨てること

からわが国はスタートすべき」と発言してい

ます。いろいろな思いを込めたと思いますが、

やや違和感を覚えました。経済的にも自立を

出来ることが望ましいことは間違いありませ

ん。しかし、いろいろな環境で苦しんでいる

人たちもいます。困ったときに寄りかかって

もいいんです。それが政治のメッセージと思

います。しかし、逆に自分が寄りかかられた

ときは、何かしてあげる必要があります。こ

れが民主党が考える共生社会です。

②経済成長

経済は良くなって喜んでいる人もいますが、

それが働く皆さんにとって将来持続するもの

になっているのか、さらに言うなら後輩や子

ども、孫まで持続できるような財政状況か、

皆さんに考えていただきたい。

③安全保障

自民党と維新をみていて、保守政党とは思

えません。戦時中も含めてわが国がやったこ

とは全て正しいとするのは、保守ではなく、

私は国家主義と呼びます。立憲主義の理念も

ないがしろにされつつあります。この自民党

の憲法案は、いつの国のどこの憲法かと私は

言いたい。この大きな流れに待ったをかけな

ければなりません。

■ 2013年度連合長崎第２回政治学習会
今夏の第23回参議院議員選挙から、インター

ネットを利用した選挙活動が行えるようになり

ました。（インターネット選挙の解禁）このこと

から、インターネット選挙対策について連合政

治センターから片山氏を招いて、学習を行いま

した。

★主なポイント（インターネット選挙運動の原則）

①ウェブサイト（ホームページ、ブログ、フェ

イスブック、ＬＩＮＥ、ツイッター等）は、

誰でも合法的に使用できる。簡単にいうと電

子メール以外は全部該当し告示日以降選挙期

間中は「〇〇候補者の名前」を書くことがで

きる。

②電子メールでの送信は、候補者、政党（確認

団体を含む）は可能だが、第三者（有権者）

は罰則をもって禁止される。メールを受け取

った者が他の者（有権者）に転送することは

新たな送信行為であるから違法である。第三

者の電子メール送信は禁固２年・罰金50万

円以下、公民権停止となる。

③電子メールやウェブサイト上の記事を紙に印

刷して頒布する（他人にばらまく）ことは法

定外文書の頒布に該当するので違法である。

頒布を目的とせず自分用に印刷することは合

法である。

…公職選挙法の基本を変えずにネット選挙を

解禁したので、印刷後は従来通り。



― 5 ―

今年も6月23日（日）～24日（月）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５日（月）

○被爆路面電車乗車学習会、ピースウォーク

○連合2013平和広島大会

○ピース・キャンドル

８月６日（火）

○広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式（広島市主催）

○「平和の鐘」打鐘式

【平和行動in長崎】

８月８日（木）

○連合2013平和長崎集会

８月９日（金）

○原爆死没慰霊平和祈念式（長崎市主催）

○ピースウォーク、万灯流し

【連合長崎平和ボランティア活動】

○「平和の泉」清掃

７月27日（土）9：00～11：00（平和公園内　平和の泉）

○万灯作成

８月４日（日）9：30～15：00（電気ビル大ホール）

【平和行動in根室】 ９月14日（土）～15日（日）

○研修会、平和ノサップ集会　等

※連合長崎派遣団は９月13日（金）～16日（月）で行動予定

2013平和行動に参加しよう！2013平和行動に参加しよう！2013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！～

2012沖縄

2012広島

2012長崎（万灯流し）

2012根室
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　恒例の写真教室を、本年は佐世保市で開催します。

　今年の写真教室は、自分で撮った写真の講評だけでなく（講師はお馴染みの郡山貴三

先生）、パソコンでの画像処理方法等についても講義を受けたいと考えています。

　構成組織の広報担当や写真愛好家の皆さん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 ： 2013年９月７日（土）10：00～15：00

場　　所 ： 佐世保市労働福祉センター（佐世保市稲荷町2－28）

内　　容 ： ①写真撮影のスキルアップ　　

②パソコンでの画像処理方法

③その他

参加資格 ： 連合長崎組合員およびその家族、退職者

参 加 費 ： 無料

申 込 み ： 開催の告知文書は各構成組織・各地協に送付していますので、各構成組織・

各地協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使用するカメラはデジタルカメラだけ。

②交通機関・宿　等の手配は参加者各自で行い、費用も参加者負担。

～今年は佐世保で開催～～今年は佐世保で開催～で開催でででででででででででででででででででででででで～今年は年年 保保保保保保保保保保今今今今 催催催催催催はは年年 佐佐佐佐佐佐佐佐 保保保保保保保保 催催催催催催～～今今今今今今 世世世世世世はははは年今年今年今年今年年 でででで保保保保 催催催は佐は佐佐佐はは～今年は佐世保で開催～

2013写真教室2013写真教室2013写真教室


