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連合長崎2019春季生活闘争討論交流集会を開催
今こそブレイクスルー！
すべての労働者の処遇改善と働き方の見直し！
１月19日
（土）、ホテル矢太樓において、約100人の
仲間が集まり「2019春季生活闘争討論交流集会」
を開

の2019春季生活闘争の取り組みと2019年地域ミニ
マム運動」について提起を行いました。
基調講演Ⅱとして、九州ろうきん長崎支店の垣内様

催しました。
主催者を代表して連合長崎 宮﨑辰弥 会長のあいさ

と全労済長崎支所の尾辻支所長に、人生を豊かに楽し

つの後、連合本部の大久保暁子 労働条件局・中小労

くすごくため、また万が一の病気や災害に対する備え

働対策局局長から
「2019連合白書」について基調講演

のため、ろうきん・全労済をどのように活用すればよ

を受けました。内容としては、
①月例賃金の引き上げに

いかについて、ご講演いただいた後、二つの分散会に

こだわり、賃上げの流れを定着・継続させていく、②

分かれ各組織の方針の確認、取り組みの報告を行いま

賃上げの上げ幅のみならず、
「働きの価値に見合った水

した。

準」を追求していく、
③取引の適正化を推進し、サプラ

集会の最後には、連合長崎 北川淳 副事務局長がガ

イチェーン全体で生み出した付加価値の適正配分を実

ンバロー三唱を行い、
「2019春季生活闘争」
の勝利へ

施の３点が挙げられました。また、本年４月には「時

向け参加者全員で意思統一をはかるとともに、連合長

間外労働の上限規制」
と「年５日の年次有給休暇の取得

崎2019春季生活闘争のスタートを切りました。連合

義務」が導入されることから、労組として職場点検を

長崎は、
「 底上げ・底支え」
「格差是正」と「すべての労

するとともに、法律の内容を上回る労働条件を追求し

働者の処遇改善と働き方の見直し」
の実現を推し進め

ようと提起されました。

ていきます！

その後、連合長崎の古川副事務局長から
「連合長崎

挨拶をする
連合長崎 宮﨑会長

（基調講演Ⅰ）
連合本部 大久保局長

̶1̶

方針の提起をする
古川副事務局長
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連合長崎・連合長崎地協2019年新年交歓会を開催

〜統一地方選・参議院選に向けて気持ちを一つに〜

連合長崎と連合長崎地協は、
共催で１月８日
（火）
18時30分から長崎市の「ホテルニュー長崎」において
「2019新年交歓会」
を開催しました。
当日は、
県議、市
議、町議、友好団体等の来賓の皆様、構成組織役員の参
加者を含め約250人が参集する盛大な新年交歓会と
なりました。
冒頭、宮﨑会長のあいさつ（別記）
の後、今年予定さ
れている長崎市長選挙で連合長崎が推薦を決定した
「田上富久長崎市長」に推薦状を手交し、挨拶をいただ
きました。また、多くの来賓の中から代表して、西岡秀
子国民民主党長崎県連代表代行、
坂本浩社民党長崎県
連合幹事長、山田勝彦立憲民主党長崎県連合代表、上
田裕司長崎県副知事、金成真一長崎労働局長、劉亜明
中国駐長崎総領事からあいさつを受けました。

続いて恒例の鏡割り、
上田順一長退連会長の音頭で
乾杯が行われ、
アトラクションとして中国の伝統芸能
である「変面」の披露があり、会場は大いに盛り上がり
ました。
会の終盤には、
今年予定されている統一地方選挙・
参議院議員選挙の連合長崎推薦予定候補者にそれぞ
れ決意表明をいただきました。
最後に酒井隆長崎地協
議長の音頭でガンバロー三唱を行い、
2019年新年交
歓会を終了しました。
連合長崎、
連合長崎地協は、
2019年も構成組織の皆
様と一丸となって各種取り組みを行ってまいります。
各構成組織の皆様のご支援、
ご協力をよろしくお願い
いたします。

会長あいさつ
明けましておめでとうございます。
してサプライチェーン全体で生み出した付加価値
年頭にあたりまして、
特に皆さんと共有したい
の適正配分と働き方とのつながりにも目を向けた
２点に絞ってごあいさつ申し上げます。
「取引の適正化」
に取り組んでいくことになりま
その一つは、
連合長崎運動の強化と組織への結
す。特に、今年は、
連合が３月６日を
「36の日」
に制
集についてです。
定し、時間外労働縮減に向けた全国的なキャンペ
あらためて私が、
大事にしたい想い、
それは、
私
ーンを展開していくこととしています。
「長崎から
たち労働組合の活動の原点は「職場」そして
「組合
は、過労死を出さない」
その思いを込めて、
取り組
員」であるということです。
みます。
連合長崎は、５万人組合員です。一人ひとりの組
今年は、統一地方選挙と参議院議員選挙が施行
合員が集まって、各単組、産別があり、地協ブロッ
される12年に一度の政治決戦の年になります。
今
クがあり、そして連合長崎があります。一人一人の
の安倍一強政治は、国の基本にかかわる基本政策
組合員の支えがあってこそ、
連合長崎は活動する
を数の力で、国会での議論も不十分なまま一方的
ことができます。
に成立させてしまっています。この流れを何とし
今職場や現場で何が起きているのか、
そこで働
ても変えなければなりません。各組織が支援する
いている人はどのような悩みを抱えているのか、 比例組織内候補の全員当選と、
長崎選挙区「白川あ
労働組合として、何かできないのか、
それぞれの組
ゆみ」さんの勝利のために、連合長崎の総力を結集
織や連合長崎がもつネットワークを活用しながら
して戦い抜きたいと思います。
解決することができないのか、皆さんと一緒に前
その前哨戦となる、統一地方選挙は、まさに重要
に進んでいきたいと思います。
です。各候補者選対と支援組織が持てる力を十分
大きな二つ目は、
すべての働く人の雇用と生活
発揮し、推薦候補者全員の当選を勝ち取りましょ
をまもるための活動についてです。
う。政治を変えることは並大抵のことではありま
生活改善という意味では、
2019春季生活闘争
せん。５万人組合員とその家族を信じて、
希望ある
「底上げ」
「底支え」の取り組みを継
は、これまでの
未来のために、
今日、
この瞬間から勝つための行動
続し、
「賃金はあがるもの」
との常識を取り戻す、そ
を展開していきましょう。
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九州各地から結集し、
「米軍基地の整理・縮小」
と
「日米地域要諦の抜本的見直し」
を求める！
１月26日
（土）、大分県玖珠町メルサンホールで開催
大分県玖珠町メルサンホ ルで開催
された「米軍基地の整理・縮小と日米地位協定の抜本
的見直しを実現するシンポジウム」に連合長崎から37
人が参加しました。
大分県の日出生台演習場では、米軍が沖縄で行って
いた県道104号線越えの実弾砲撃演習を本土５ヶ所に
移転した1997年以降、米軍による実弾砲撃訓練が行
われています。過去の実弾射撃訓練を振り返ると、夜
間・早朝訓練の実施や民間人に砲弾を発射させた事
件、米軍現地指揮官への協定内容の未周知など数々の
問題事象が生じています。例年、玖珠川の河川敷で開

講師の屋良朝博氏

催されるこの集会ですが、今年は訓練がないためホー
ルにてのシンポジウムとなりました。
基調講演では、フリーランスライターの屋良朝博氏
から「安全保障と沖縄」と題してご講演いただきまし
た。政府が国民に説明をしている「沖縄に米軍基地が
あるのは地理的優位性があるから」というのは本当な
のか？など、素朴な疑問から、安全保障について考え
ました。基地の問題を沖縄だけの問題とせず、これか
らも学習し、国民共有の課題であるとして取り組みを
進めていきます。大雪の中での開催でありましたが、
参加された皆様ありがとうございました。

地位協定の抜本的見直しを求めて団結ガンバロー

思いよ届け！ 〜アジア・アフリカ支援米発送式 開催〜
１月10日（木）
、雨の中ではありましたが、アジア・
アフリカ支援米の発送式を長崎市役所前広場で執り行
い、たくさんの皆様にお越しいただきました。今年は
連合長崎各地協・ブロックで収穫したお米が1,990㎏、
皆様のカンパから購入したお米が1,020㎏、全部で
3,010㎏のお米を、アフリカのマリ共和国・カンボジ
アのくっくま孤児院・長崎県内の子ども食堂
（５か所）
と長崎フードバンクシステムズに届けます。加藤副市
長はじめ各級議員の皆様、来賓の皆様、ご参加いただ
きありがとうございました。

▲

▲子ども食堂ネットワークに
お米を贈呈

たくさんの方に参加いただきました
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2019年連合長崎 地域協議会・ブロック連絡会議 役員紹介 （2019年2月1日現在）
地域協議会名

長 崎 地 域 協 議 会

長崎地域協議会
西彼北部ブロック連絡会議
諫 早・島 原 地 域 協 議 会

諫早・島原地域協議会
島原ブロック連絡会議
大東・壱岐・対馬地域協議会

議

長
酒井

事務局長

書

記

隆

宮本 晃好

草野いづみ

（基幹労連）

（電力総連）

（ユニオン）

田川 秀光

小嶋

（基幹労連）

大木

豊

隆

（自治労）

入江 良美

池田多佳子

（日教組）

（交通労連）

（ユニオン）

田尻 正行

本多 克己

（私鉄総連）

（ＪＰ労組）

谷口

川本 良美

川本 文子

（ユニオン）

（ユニオン）

誠

（自治労）

大東・壱岐・対馬地域協議会
壱岐ブロック連絡会議

山川 秀光
（自治労）

（自治労）

大東・壱岐・対馬地域協議会
対馬ブロック連絡会議

鶴岡幸太郎

大塔 克彦

（ＪＰ労組）

（自治労）

菊永 昌和

鴨川 博明

大田 昌枝

（自治労）

（基幹労連）

（ユニオン）

家本 泰輔

金子 圭史

（基幹労連）

（自治労）

釘本 和則

高井良芳行

大島 鶴恵

（ＪＰ労組）

（ユニオン）

（ユニオン）

伊藤 正義

松岡

佐世保地域協議会

佐世保地域協議会
北松ブロック
五 島 地 域 協 議 会

五島地域協議会
上五島ブロック

（自治労）

森

琢也

貢

（自治労）

地協のニュースも連合長崎のホームページに掲載をしています。
ぜひ、
各地協の活動に注目ください！
連合速報へのご意見・ご感想はこちらまで → r-masumoto@nagasaki.jtuc-rengo.jp
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