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第90回メーデー集会

県内各地で開催！

すべての働く者の連帯で、
自由で平和な世界と希望のもてる
安心で豊かな社会をつくろう！
県内各地10地区で第90回メーデー集会が開催され、
組合員・家族を含めてたくさんの皆さんが参加しました。
長崎地区メーデーは、4月27日
（土）
に開催され、各
政党をはじめ、中村県知事、田上長崎市長などたくさ
んのご来賓の方々にもご出席いただきました。メーデー
集会会場では、
「全国でも低位である長崎県の最低賃金
を引き上げ、未組織・非正規労働者を含むすべての働く
者に賃上げの波及効果を広げるよう闘うこと」
「
、核兵器
廃絶し、戦争のない平和な21世紀をめざして闘うこと」

を確認しました。また、今回の統一地方選挙での勝利
を夏に予定されている参議院選挙の勝利に結びつける
ことを確認し、候補予定者である
「白川あゆみ」
氏に決
意表明をいただきました。
最後に、志を同じくするすべての仲間との連携と連帯
で、
「働くことを軸とする安心社会」
を実現することを宣
言し、閉会をしました。地区によっては、その後、抽選
会やデモ行進を執り行ったところもありました。ご参加
いただいた皆様、ありがとうございました。

長崎地区メーデー 4月27日（土）10：30〜 出島ワーフ横三角広場 参加者：3,000人

決意表明をする白川あゆみ氏

佐世保地区メーデー 4月27日（土）10：00〜 島瀬公園 参加者：798人
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諫早地区メーデー集会

島原地区メーデー

4月27日（土）18：00 〜 諫早市役所前広場 参加者：350人

4月27日（土）10：00 〜 島原市 有明グリーンウェーブ 参加者：370人

大村地区メーデー集会

壱岐地区メーデー集会

4月25日（木）18：30 〜 シーハットおおむら さくらホール 参加者：280人

4月27日（土）14：00 〜 筒城浜ふれあいセンター体育館 参加者：140人

対馬地区メーデー集会

北松・平戸・松浦地区統一メーデー

4月25日（木）18：00 〜 厳原町清水ヶ丘グランド 参加者：180人

4月26日
（金）18：30 〜

下五島地区メーデー集会

上五島地区メーデー集会

4月26日（金）17：45 〜 福江港みなと公園 参加者：200人

4月26日（金）18：30 〜 新上五島町石油備蓄記念会館 参加者：103人
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松浦文化会館

参加者：272人

が開講！
「連合長崎寄付講座」
連合長崎は社会人予備軍である学生に「労働のあり方や現場の課題」
「行政と労働組合の役割」
、
を理解し
てもらうとともに、
「職業意識」を高めてもらうことを目的として
「連合長崎寄付講座」を長崎大学経済学部
で開講しています。4月11日のオリエンテーションを皮切りに寄付講座がいよいよ始まりました。講義室
には、今年も多くの学生が集まり、受講しています。
第2回目の講義からは実際の講義が始まり、毎週水曜日の午後に講義が行われています。今回の寄付
講座は、たびたび新聞・テレビ等のマスコミにも取り上げていただき、社会の中で「働き方」
や「ワークルー
ル」について注目が集まっていることを実感しています。第5回目になる5月15日には
「人口減少と県内定
着について」と題して中村知事にご講義いただきました。
今後も、全労済、九州労働金庫、長崎県弁護士会などの関係団体役員が講師となり、7月24日まで講
義を行います。最終回は連合本部の相原事務局長が来崎予定です。社会人予備軍である学生たちに
「働く
ことの意味」や「労働組合の必要性」などを伝えていけるよう、講師一同、頑張ってまいります。

「働くことをどうとらえるか」

「労働組合とは何か？〜労働組合の基礎知識」

宮﨑会長

南雲理事長

連合長崎

教育文化協会

「働くうえで知っておきたいワークルール」

「人口減少と県内定着について」

5月26日（日）／投票日 ６月2日（日）

連合長崎推薦予定候補者

草 野 勝 義

皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします！
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中村知事

髙藤事務局長

告示日

長崎県

連合長崎

島原市議会議員選挙

公労使共同で
ワーク・ライフ・バランスの推進を確認

Action36
共同宣言をする宮﨑会長と
労働局・経済４団体の代表の皆様

今回、連合が取り組むAction36の取り組みの一環と
して連合長崎においても
「時間を大切にする県、長崎
県！」の共同宣言を行いました。ご賛同いただいた団体
は、長崎県経営者協会・長崎県中小企業団体中央会・
長崎県商工会議所連合会・長崎県商工会連合会・長崎
県・九州経済産業局・長崎労働局、そして連合長崎の
８団体となります。政労使一体となって、いきいきと働
き暮らせる社会づくりのため、取り組みを進めていき
ます！

に取り組みます
「時間を大切にする県、
長崎県！」
本県においては、
年間総労働時間が全国平均より長く、
年次有給休暇の取得率が低調な状況にあり、
年齢や
性別に関わらず、
誰もがいきいきと暮らし、
働くことができる地域づくりを進めるためには、
ワーク･ライフ･バランスを
推進し、
県内に魅力ある職場を作り出していくことが重要です。
私たち、
県内の労使団体と行政は、
平成２２年１１月にワーク･ライフ･バランス
（仕事と生活の調和）
の実現を目
指した
『長崎県7者宣言』
で長時間労働の改善を始めとして年次有給休暇の取得促進や仕事と生活の調和のと
れた働き方を推進することを宣言し、
その後も、
「ながさき働き方改革推進協議会」
として、
その取り組みを継続的
に行ってきました。
また、
若者の県外流出、
急速に進む少子高齢化といった喫緊の課題に対応し、
若者をはじめとした人材の県
内定着と優秀な人材の確保を進めるため、
県内企業の採用力強化に向けた主体的な取組を促すとともに、
長崎
県働き方改革推進支援センターの専門家による支援や誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度
（Ｎぴ
か）
のさらなる取得拡大など県内企業における職場環境の改善に取り組んでいます。
平成３１年４月からは、
「働き方改革関連法」
が順次施行され、
「働き方改革」
への取組が本格化する中、
私た
ちは、
いきいきと働き暮らせる社会づくりのため、
長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進等、
すべての人
にとって
「働く時間」
「生活する時間」
「休息する時間」
のそれぞれの価値を高めていくことに取り組みます。

平成31年3月28日

「ながさき働き方改革推進協議会」
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第19回統一地方選挙

最後までの
ご支援・ご協力に感謝
第19回統一地方選挙は、前半戦となる長崎県議会選挙は４月7日に、後半戦と
なる各市長選・市議会・町議会選挙は4月21日に投開票が行われました。連合長
崎が推薦（支持）した候補者は、県議選は12人中10人、市議町議選は24人中22人、
そして長崎市長選は現職の田上候補の当選という結果になりました。推薦候補全
員の当選とはなりませんでしたが、県議選では２議席増やすことができ、この間
の地協・構成組織の役員・組合員、OB・家族等の献身的な活動に感謝申し上げます。
この結果を次の島原市議選・夏の参議院議員選挙につなげていきましょう。

開 票 結 果
●長崎県議会選挙
（定数46）

野口 達也
（無所属・現） 当選・７ 位 04,671票

★長崎市区
（定数14）

五輪 清隆
（国 民・現） 当選・14位 04,118票

中村 泰輔
（国 民・新） 当選・1 位 14,953票

井上 重久
（国 民・現） 当選・20位 03,806票

赤木 幸仁
（立 憲・新） 当選・6 位 11,825票

木森 俊也
（国 民・現） 当選・24位 03,624票

深堀

浩
（国 民・現） 当選・9 位 09,534票

梅原 和喜
（国 民・現） 当選・25位 03,612票

坂本

浩
（社 民・現） 当選・12位 07,673票

中里 泰則
（社 民・現） 当選・31位 03,208票

★西彼杵郡区
（定数２）

西田 実伸
（国 民・現） 当選・34位 03,137票

饗庭 敦子
（国 民・新） 当選・2 位 07,761票

●佐世保市議会選挙
（定数33）

★諫早市区
（定数４）

柴山 賢一
（国 民・現） 当選・3 位 03,331票

山口 初實
（国 民・元） 当選・4 位 08,604票

山下 隆良
（国 民・現） 当選・10位 02,906票

★佐世保・北松浦郡区
（定数９）

永田 秀人
（社 民・現） 当選・17位 02,565票

宮島 大典
（無所属・元） 当選・1 位 23,068票

古家

山田 朋子
（国 民・現） 当選・5 位 08,024票

久野 秀敏
（国 民・現） 当選・22位 02,451票

堤

小野原 茂
（国 民・現） 当選・23位 02,442票

典子
（社 民・新） 当選・9 位 07,059票

★大村市区
（定数３）

馬場 義郎
（社 民・新） 次点・34位 01,725票

牧山 大和
（立 憲・新） 次点・4 位 06,244票

●大村市議会選挙
（定数25）

★島原市区
（定数２）
楠

勉
（社 民・現） 当選・20位 02,533票

大典
（無所属・元） 次点・3 位 06,111票

★五島市区
（定数１）

吉田

博
（立 憲・新） 当選・15位 01,267票

水上

亨
（無所属・現） 当選・20位 01,073票

村上 信行
（社 民・現） 次点・26位 00,739票

山田 博司（無所属・現）
（支持）当選・１位 10,574票

●時津町議会選挙
（定数16）

●長崎市長選

山口 一三
（国 民・現） 当選・6 位 00,685票

田上 富久
（無所属・現） 当選・１ 位 86,319票

●長与町議会選挙
（定数16）

●長崎市議会選挙
（定数40）

内村 博法
（国 民・現） 当選・無投票

山谷 好弘
（立 憲・新） 当選・２ 位 05,827票

西田

健
（国 民・新） 当選・無投票

池田 章子
（社 民・現） 当選・３ 位 05,533票

安部

都
（社 民・現） 当選・無投票
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