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　冒頭　連合長崎宮﨑会長は「1945年8月9日、11
時2分、この長崎の地に、1発の原子爆弾が投下され
ました。一瞬にして7万人を超える人が亡くなり、多く
の苦しみ、悲しみをもたらしました。その一人ひとり
には、人生があり、家族があり、未来があり、希望が
ありました。それを一瞬にして、奪い取ったのです。
74年前、原子爆弾の下で何が起こっていたのか、平
和行動を通じて、見て、聞いて、感じてください。核
兵器は必ず無くすことができる。その思いを全国の地
域、職場、家庭に持ち帰ってください。」と挨拶されま
した。その後、連合 神津会長から、「世界の核軍縮を
進めていく上で、世界で唯一の核兵器被爆国・日本が

　８月８日（木）15：30から長崎県立総合体育館・メインアリーナにおいて、「連合2019平和ナガサキ集
会」を開催し、全国より3,370人の皆様が参加されました。

核兵器の廃絶に向けた世論形成に果たすべき役割は
極めて大きい。その中でも、私たち労働組合や本日ご
参加の平和団体の皆様が、国際的な運動をけん引して
いかなければなりません。本集会において、核兵器廃
絶や戦争のない世界にむけて、そして世界の恒久平和
に向け思いを共有し、運動につなげていくことをお互
いに誓いあいましょう。」と主催者代表あいさつがあり
ました。
　来賓として、長崎県中村法道知事、長崎市田上富久
市長、国際労働組合総連合（ITUC）アユーバ・ワバ会
長からそれぞれご挨拶をいただきました。

～語り継ぐ戦争の実相と運動の継続で
　　　核兵器廃絶と恒久平和を実現しよう～
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　「若者からのメッセージ」として、ナガサキ・ユース
代表団、高校生平和大使から、それぞれの立場での
報告と決意表明がありました。
　青年委員会　本田博士委員長が「ナガサキからの平
和アピール」を提起し、満場一致で確認されました。
　平和広島代表団（代表：連合広島　竹田　恵　事務
局長）からピースメッセージ、その後、次の平和行動
の地である根室へ平和の思いを託し、連合長崎宮﨑
辰弥会長から連合北海道 藤森敏弘政治センター幹事
長へピースフラッグリレーを行い、平和ナガサキ集会
を閉会しました。
　「平和ナガサキ集会」終了後は、「2020年核兵器不拡
散条約（NPT）再検討会議に向けたシンポジウム～核
兵器廃絶1000万署名に向けてキックオフ！～」を開催
しました。冒頭、神津会長の主催者あいさつから始ま
り、外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部軍備管
理軍縮課の今西課長から来年開催される核兵器不拡
散条約運用検討会議の準備委員会の模様や賢人会議

での議論の内容等をご説明いただきました。
　被爆者からの訴えは長崎平和推進協会　継承部会
員の奥村アヤ子様からお話いただきました。奥村様は
8歳で被爆し、家族全員を原子爆弾で亡くしました。
両親・兄弟を亡くしたつらい体験を涙ながらに語って
いただき、核兵器がこの世界からなくなってほしいと
訴えられました。
　その後、「核をめぐる最近の国際情勢」と題して、長
崎大学核兵器廃絶研究センターの吉田文彦センター長
の講演がありました。「今の世界の核兵器の状況は世界
の一人一人が100キロの爆弾を抱えているのと同じよ
うな状況。米ロ関係、米中関係、米国の「イラン核合意」
離脱など、国際状況は明るくはないが、悲観せず、市
民社会が核兵器禁止条約を活用しながら、核保有国
に圧力をかけていくことが重要」と話されました。
　最後に連合　山本副事務局長から「決意表明」をい
ただき、「For the Peace of World」の合唱で閉会しま
した。

「ピース・ウォーク」

連合長崎平和キャラバン隊出発式

万灯流し

被爆74年　連合2019　平和行動 in長崎
開会あいさつ

連合長崎　宮﨑会長
主催者あいさつ
連合　神津会長

来賓あいさつ
中村長崎県知事

来賓あいさつ
田上長崎市長

来賓あいさつ
国際労働組合総連合（ITUC）
アユーバ・ワバ会長

平和の泉清掃

万 灯 作 成

連合2019平和行動in広島



̶ 3 ̶
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高校生平和大使

平和広島代表団

平和アピールを読み上げる　本田青年委員長

長崎大学核兵器廃絶研究センター　吉田文彦センター長

フィナーレ　For The Peace Of World

ピースフラッグリレー

外務省報告　今西課長 被爆者の訴え　奥村アヤ子様
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ナガサキからの平和アピール
　

　1945年８月９日、原子爆弾の投下により、長崎は一瞬にして焼け野原になり多くの命を奪われた。

74年を経た今もなお、被曝の後遺症に苦しんでいる方々がいる。このような歴史が繰り返すことがあっ

てはならないにもかかわらず、核弾頭は世界に１万3,880発も存在し、私たち人類は核兵器の脅威に

さらされている。

　核兵器禁止条約が2017年7月に国連で採択された。戦後70年以上を経て成立した条約には人類の歴

史と苦難、それを克服しようとする英知と思想が込められているが、日本は未だに署名していない。日

本政府は唯一の戦争被爆国として、速やかに署名・批准の手続きを進めるとともに、条約の発効に向け、

核兵器保有国と非保有国との橋渡しの役割を担うことを強く要請する。

　いよいよ来年2020年に核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議が開催される。前回2015年ＮＰＴ再

検討会議では、核兵器保有国と非保有国との対立により最終文書の合意には至らなかった。2016年に

は米国大統領として初めてオバマ前大統領が人類最初の被爆地である広島を訪問し、核兵器のない世界

をめざす勇気を持つべきと演説し、核兵器廃絶への決意を表明した。

　しかし、トランプ大統領は中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約からの離脱を表明するなど、核兵器廃絶に

向けた流れを不透明なものにしている。私たちは平和を願う世界市民と連帯して、2020年ＮＰＴ再検

討会議では、最終文書の合意に至るよう働きかけ、なんとしてもＮＰＴ体制の弱体化を阻止しなければ

ならない。

　連合、原水禁、ＫＡＫＫＩＮの3団体は毎年、核兵器を保有する国の駐日外国公館に対して核兵器廃

絶に向けた要請行動を展開している。また、全国各地で原爆写真ポスター展を開催し、核兵器の恐怖と

非人道性を強く訴えている。2020年ＮＰＴ再検討会議に向けた「核兵器廃絶1000万署名」に全力で取

り組み、さらなる世論喚起と国際的な働きかけを強めていく。

　私たちは平和首長会議や国際労働組合総連合会（ＩＴＵＣ）はもとより、長崎大学や長崎外国語大学な

どの教育機関やＮＧＯとの連携を強化していく。これまでの運動を継続し、戦争の実相を次世代へ語り

継ぐ重要性を再認識するとともに、本集会の参加者をはじめ平和を願うすべての力を結集し、政府や国

際社会に核兵器廃絶と恒久平和の実現を目指していくことをここに宣言する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年８月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「連合2019平和ナガサキ集会」
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　連合長崎青年員会・女性委員会メンバーによる「ピースガイド」の案内で、
原爆落下中心地公園・平和公園内の８箇所のモニュメント・碑巡りを行いま
した。全国から約600名の方に参加いただきました。

「ピース・ウォーク」「ピース・ウォーク」

連合長崎平和キャラバン隊出発式

万灯流し万灯流し

「ピース・ウォーク」

　８月９日（金）19時から、原爆殉難
者慰霊奉賛会、城山連合自治会と連
携し、原爆犠牲者のめい福を祈る万
灯流しを行いました。全国から参加
した組合員・家族等が万灯に平和へ
のメッセージを書き込み、浦上川に
流し殉難者を弔いました。

万灯流し
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「ピース・ウォーク」

連合長崎平和キャラバン隊出発式連合長崎平和キャラバン隊出発式

万灯流し

　日本は世界で唯一の被爆国であり、広島と長崎から恒久平和を願い、８月５～６日に広島で開
催される「連合2019平和行動in広島」へ平和キャラバン隊を編成し、街宣行動を展開しています。
このキャラバン隊の出発式を８月３日（土）の12時30分から鉄橋（長崎市）で行いました。

連合長崎平和キャラバン隊出発式

本田　博士
（青年委員会・JP労組）

石垣　圭一
（基幹労連）

小川　祥子
（自治労）

廣崎　直美
（自治労）

増本　利恵
（連合長崎）

被爆74年　連合2019　平和行動 in長崎

鉄橋にて　宮﨑会長激励 平和キャラバン隊メンバーと女性議員の皆様

2019連合長崎
キャラバン隊メンバー

平和の泉清掃平和の泉清掃

万 灯 作 成

　７月27日（土）、平和の泉の
清掃を実施しました。暑い中の
行動となりましたが、組合員の
家族も含め70名の方が参加し
ました。
　平和の泉は、1969年、KAKKIN
（旧：核禁会議）の呼びかけに
よる国民カンパにより建設し、
長崎市に寄贈しました。清掃は、
以前はKAKKINが実施していた
ものを、1999年より連合長崎
が引き継いで毎年実施してお
り、今年で21回目となりました。
　参加者は、74年前の悲惨な
状況に想いを馳せながら、平
和の願いを込め、デッキブラ
シやたわしを使い、平和の泉
の中のコケなどの汚れを落とし
ました。また、泉の中のお賽銭
も拾い集めました。このお賽銭
は、きれいに洗い流し、後日
原爆資料館へ納めています。

平和の泉清掃
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「ピース・ウォーク」

連合長崎平和キャラバン隊出発式

万灯流し
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平和の泉清掃

万 灯 作万 灯 作 成
講話いただいた
山川富佐子様

　７月28日（日）、長崎電気ビルにて「万灯作成」を実施し、
組合員・家族の皆様、約80人が参加しました。
　この万灯作成の時には毎年、被爆体験講話があります。
今年は山川富佐子様にお話しして頂きました。山川様は3歳
の時に被爆。原爆で長兄を亡くされました。山川様自身は
被爆当時の記憶はあまりないそうですが、三兄が残した被
爆体験記や資料を通して、当時の様子や原爆の恐ろしさを
伝えていただきました。「戦争をして豊かになった国はない。
核兵器は人間が作り出したもの。人間が無くしていかなけ
ればならない」と強く訴えられました。
　その後、750個の万灯を作成。作成した万灯は8月９日
に平和への祈りを込めて浦上川に流しました。

万 灯 作 成

連合2019平和行動in広島

　８月７日第３回長崎地方最低賃金審議会が開催
され、2019年度長崎地方最低賃金が結審しまし
た。専門部会を３回開催するなかで、労働側は目
安（26円）＋２円を主張し、使用者側については
目安26円の主張を譲らず、金額の一致には至り
ませんでした。最終的に公益見解として目安＋２
円の28円の引き上げか示され、公・労側委員賛成、
使側委員反対で採決され結審し、長崎労働局長
へ答申しました。長崎県の最低賃金は10月３日か
ら+28円の790円になります。

790円で結審！
2019年

10月3日から
長崎県の
最低賃金は
790円

になります！

2019年度長崎県最低賃金
＋28円
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連合長崎 会長　宮﨑　辰弥
男女平等参画の推進は、多種多様な人たちで構成
される社会において、互いの価値観を認め合い、
安心して働き続け、安心して生活していくためには、
欠かせない課題です。そしてこの取り組みは、決し
て女性だけの問題ではありませんし、組織全体が
真正面から向き合わなければなりません。連合長
崎は各組織のトップリーダーとともに、一つひとつ
の課題をクリアしながら、着実に前進していきます。

地協・ブロック、構成組織のトップと個別に話し合いながら、
各組織の目標設定と目標達成に向けた具体的行動について
認識合わせを行います。

プラスプラス
ワン！行動ワン！行動
プラス
ワン！行動

自治労 執行委員長　松田　圭治
男女平等課題を自治労運動すべてに関わる課題とし
て捉え、全単組での取り組みを推進します。春闘
期を年間の運動サイクルのスタートと位置づけ、「雇
用主要求による男女平等の実現」、「地方・国への政
策要求による男女平等の法制度・社会環境の整備」、
「労働組合における男女平等参画」の実現をめざし
ます。

男女平等に関わる課題等の把握と各総支部、単組での運動
の推進を図るため、各総支部で青年女性を対象としたオル
グを実施します。

プラスプラス
ワン！行動ワン！行動
プラス
ワン！行動

プラスプラス
ワン！行動ワン！行動
プラス
ワン！行動

プラス
ワン！

　構成組織および連合長崎地域協議会のトップリーダーから、
今後の活動推進における宣言をお寄せいただきました。
　「プラスワン行動」は、「男女平等参画」に関して、この1年間
まずできることを書いていただいています。
　みんなで力を合わせて、男女平等参画・女性参画を推進して
いきましょう。

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動

自動車総連 議長　浦田　　智
自動車総連では女性組合役員も少しずつ増えては
いるものの、まだまだ少ないのが現状です。男女
が互いに尊重しつつ、女性組合員や女性組合役員
が自由にいきいきと活動ができる環境づくりを心掛
け、男性組合員の意識の醸成をはかります。

いろいろな組合活動に女性組合員も積極的に参加
していただき、意見交換や懇親の場を広げ交流を
深めていきます。

ＪＰ労組 議長　岩永　洋一
女性活動を活性化していくため「女性参画率の向上
～ 8００人の「結」～」を長崎連協統一のテーマとし、
そのための取り組みとして「活動への参加を増や
す」「女性役員育成」の取り組みを展開してきました。
引き続き、女性組合員が増えている現状を踏まえ、
女性組合員同士の交流を通じたネットワークづく
り、女性組合員の参画意識の向上、男性組合員の
意識の醸成をはかることとします。

ＵAゼンセン 支部長　小西　英二
「男女共同社会の実現と女性の参加・参画の推進」を
着実に実行していくには、男女共同社会の意味、女
性組合員の参加・参画の意味、これらの推進で何を
目指すのか、組合員一人ひとりがこのテーマに対し、
真剣に考え、かつて集める活動とされた運動を、集
まる活動にするための、機会を女性組合員に特化せ
ず、機会と均等を計りながら、男女共同社会の実現
をめざします。ただし、男女のいづれかが目標達成
のために、立ち止まることはしません。

「職場が原点　男女共同参画社会の実現に向けた女性の参加・
参画の推進」を運動の基本に掲げ、女性組合員比率に応じた
女性参画率を目標に、積極的に取り組みを進めていきます。

プラスプラス
ワン！行動ワン！行動
プラス
ワン！行動

・女性リーダー育成のための女性役員セミナー（学習会）を開
催します。
・各機関大会における女性代議員数２７％の達成に向け努力
します。
・女性役員配置率３０％の達成に向け努力します。

プラス
ワン！行動

プラスプラス
ワン！行動ワン！行動
プラス
ワン！行動

基幹労連 委員長　中川　俊紀
男女共同参画社会の実現に向け、会社の各種休暇
制度のさらなる充実と組合活動の活性化をはかる
べく、女性組合員の各種活動への参加率の向上は
もとより、日頃からの対話活動や職場説明会・職
場集会等を通じて、意見の集約、組合活動への反
映をおこなうなど、男女共同参画の取り組みを推進
していきます。

単組の取り組みとして「女性セミナー」を開催する予定にして
います。
実施にあたっては、子供もいっしょに参加出来るセミナーに
出来ないか検討しています。

プラス
ワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！

連合長崎連合長崎
男女平等参画男女平等参画 トップリーダー宣言トップリーダー宣言連合長崎
男女平等参画 トップリーダー宣言

プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！

プラスワン！

プラスワン！

プラスワン！プラスワン！

プラスワン！プラスワン！

プラスワン！

プラスワン！プラスワン！

プラス
ワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動
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プラス
ワン！行動

プラス
ワン！行動

プラス
ワン！行動

プラス
ワン！

中央で開催される「女性参画」に関するセミナー等、積極的
な男性職員の參加を図っていく。定期大会等の機関会議に
おいて女性参画率40％をめざします。

プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

プラス
ワン！行動

プラスプラス
ワン！行動ワン！行動
プラス
ワン！行動

今後も、連合や上部組織が開催する会議や行事に積極的に
参加し、意識高揚を図ります。

プラス
ワン！行動

電力総連 会長　本多　　毅

国公連合 議長　嶋　　三郎
男女ともに働きやすい職場を確立するため、職場
の現状と課題を抽出し、各種制度の整備及び職場
環境改善に向けて、人事院交渉を進めます。また、
国家公務員の女性活躍とワーク・ライフ・バランス
推進に向け、積極的に取り組みます。

各構成組織相互の職場の現状を知ることが重要であ
ることから、女性組合員セミナーを開催し、情報・課
題の共有や意見交換等により、相互理解を深めます。

情報労連 議長　上田　洋一

プラスプラス
ワン！行動ワン！行動
プラス
ワン！行動 ・女性の幹事を役職につける

・フード連合として、女性参画推進委員の役職を新しく作り
役員を立てる

フード連合 議長　二見　秀人
フード連合・長崎地区協では、現在12名の役員（う
ち１名女性）です。3年間のうちに、女性を３名にし
たいと思います。そして、３名の女性でフード連合
として何らかの取組を行い、女性中心の活動を行い
たいと思います。最終的には、女性議長を出した
いと思っています。

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

電機連合 議長　川田　隆往
男女が共に仕事も生活も大切にしながら、いきいき
と働き続けるための環境整備に取り組み、これま
で整備してきた両立支援制度を気がねなく利用でき
る職場にするため、仲間と支えあう意識・職場風
土の醸成に取り組みます。

職場に活動を根付かせるため、活動内容など定期
的に機関誌やニュースで周知します。

女性活躍推進法が施行され女性の活躍を求める社
会の要請は一層強まっています。育児・介護と仕事
の両立が困難で退職する働く仲間が多くなると、
企業にとっても損失が大きく働く者の継続就業を促
進していかなければなりません。育児・介護に関連
する支援制度の充実や職場の理解・意識の高揚を
図り、男女が共にいきいきと働くことのできる職場
や社会の実現に取り組みます。

プラスワン！

男女が互いに尊重しつつ役割と責任を分かち合い、
性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮す
ることができる男女平等参画社会の実現をめざしま
す。このため、男女平等参画の必要性の浸透を図り、
男女がともに参加し行動することで組織の充実・発
展につなげます。

職場における男女平等参画の課題について、議論
する「労使で話し合う場」の充実をめざします。

連合長崎
男女平等参画 トップリーダー宣言

全水道 執行委員長　樫本　　洋
私たちの職場は、圧倒的に男性の職員が占めてお
り組合員も女性の割合が1割程となっています。そ
の少ない女性の意見を反映できるよう、これから
男女が共に働きやすい職場環境を目指して運動を
進めていきます。

プラスワン！行動

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

プラスワン！行動

全労金 支部長　宮川　大資

プラスワン！行動

プラスワン！行動

全労金九州労金労組長崎支部では、2018年10月
に「第３次男女平等参画推進計画」を策定しました。
本推進計画では、女性役員比率に関して、これま
でよりも高い目標を設定し、女性の意見をより反映
出来る体制をめざしています。誰もが労働組合活
動に参画しやすい環境を整備するとともに、誰もが
対等・平等に働き続けることが出来る労働環境確
立のための取り組みを進めます。

女性組合員比率の８割を目標に女性役員を選出
する。

プラスワン！行動

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

産別や連帯する各種団体が主催する集会に積極的
に参加してもらいます。

プラスワン！行動

長崎県教職員組合は、女性役員比率30％をめざし
とりくみをすすめています。また、女性部を機軸と
しながら、教育研究活動とも連携を強め、男女の
自立・平等・共生をめざす教育実践を深めていき
ます。さらに教職員のワーク・ライフ・バランスを
回復するためにも、男性の働き方を見直し、女性
参画をすすめていきます。

日教組 中央執行委員長　山下　和英

プラスワン！

プラスワン！

プラスワン！

プラスワン！プラスワン！

プラスワン！プラスワン！

プラスワン！

プラスワン！プラスワン！

プラスプラス
ワン！行動ワン！行動
プラス
ワン！行動

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

女性も男性もそれぞれが持つ個性や能力を活かす
ことができ、そして共に仕事と家庭生活の両立が
できる社会の実現を目指して、男女がいきいきと働
ける職場環境の整備、充実に取り組みます。　

次期役員改選期に向けて、執行部役員の女性登
用率の向上を図ります。また、女性やファミリー
での参加がしやすいレクレーションを企画し、実
施します。

自治労連 議長　松本　勝尋

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

組織を活性化させ、社会を前進・発展させていく
ためにも女性の組合活動への参加が必要不可欠で
す。組合活動への参加率を向上させるためにも、
女性が参加しやすいイベントの企画や、職場環境
の改善に取り組みます。

中央本部などで開催されているセミナーへの参加を
積極的に行います。

運輸労連 執行委員長　山口　裕志
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プラス
ワン！行動

プラス
ワン！行動

プラス
ワン！行動

プラス
ワン！

プラスワン！行動

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラス
ワン！行動

プラス
ワン！行動

プラス
ワン！行動

プラス
ワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！

連合長崎
男女平等参画 トップリーダー宣言

ＪＲ連合 議長　久木﨑　功

連合ながさきユニオン 執行委員長　髙藤　義弘

五島地協 議長　釘本　和則
私たちは、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任
も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能
力を十分発揮することができる「男女平等参画」の
実現に向けて、意識の高揚や具体的な環境整備に
取り組んでいきます。

女性が参画しやすい雰囲気、環境整備を強化し、
五島地域の活動に女性の参画率を向上させること
を積極的に推進します。五島地域協議会では、現
在女性幹事が０人であり、今年度より女性幹事の一
人を実現する。

女性の良さと男性の良さをお互いに理解しつつ、女
性も男性もいきいきと働ける環境づくりに取り組み
ます。

連合や上部組織が開催する学習会等にも参加し、
他組織との交流を図ります。

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

私鉄総連 議長　田尻　正行

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

長崎地協 議長　酒井　　隆
男女がそれぞれ共感しあい、誰もが働きやすい社
会への実現に向けて、長崎地協構成組織と連携し、
女性が参加しやすい取り組みを展開します。

女性が参加しやすい環境づくりのために、行事毎
での「託児所」を設置する。

諫早・島原地協 議長　大木　　豊
「職場における男女平等参画」「組合活動における男
女平等参画」を進めるために、女性の要望を取り入
れたい。そのためには構成組織から「女性幹事」を
積極的に選出してもらえるように、働きかけ等を
行っていきます。

幹事会、定期大会などに、女性の参加がしやすい
ように、構成組織・単組に対して、お願いしていき
ます。

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

大東・壱岐・対馬地協 議長　谷口　　誠
「職場における男女平等参画」「組合活動における男
女平等参画」をすすめるために、地域協議会として
はもっと女性の意見を取り入れたい。そのためには
構成組織から積極的に「女性幹事」を選出していた
だけるように、働きかけ等を行っていきたいと思い
ます。

　連合は、性別や年齢、雇用形態などを問わず、多様な働
く仲間が結集して、すべての働く者のために個性と能力を
発揮する活力に満ちた労働組合をめざしています。
　女性役員比率の数値目標の達成のみが運動の目的では
ありません。女性や若者、非正規労働者も労働運動の主体
的な担い手になるとともに、すべての働く者が自ら参加し
たいと思う魅力ある労働運動を展開してこそ、組織は強固
となり、社会的影響力も高まります。女性は労働運動の活
性化を担う重要な存在であります。女性の積極的かつ自発
的な参画と、男女平等参加を組織全体の取り組みとする
リーダーの指導力の発揮をお願いします！

次回の定期総会の大会役員には、女性議長を選出
していただけるように構成組織に対してお願いし
ます。

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

セラミックス連合 執行委員長　坂田　行央
「男女平等参画」についてですが、単組として組合
員数が減ってきている中で、男女平等の組合活動、
女性組合員の参画意識の向上を進め、将来に向け
た女性役員の育成を目指します。

・女性の意見を述べる機会を作る為、執行委員会
への出席を求める。
・役員改選での女性役員の選出を目指す。

男女平等参画の推進は、これまでも・これからも
重要課題でありますので、組合員に周知・取り組み
を進めてまいります。私鉄総連は、比較的、女性
が少ないのですが、今後も働きやすい職場環境の
改善や様々な取り組みに対して、参加しやすくなる
よう積極的に取り組みます。

昨年できなかった学習会を開催します。

JR連合では、女性組合員の比率が上がっています
が、女性特有の意見を聞く立場にある女性役員が
少ない状況です。現在の女性役員を大事にしつつ、
新たな女性役員の創出に継続して取り組みます。

集会やレクリエーション等への女性参加率向上を図
るために、積極的な声掛けを行います。

プラスワン！行動

プラスワン！行動プラスワン！行動プラスワン！行動

佐世保地協 議長　菊永　昌和
男女平等課題を佐世保地協の重要課題の一つと捉
え、地域組織、労働組合と連携し、男女平等推進
を通年運動として取り組みます。

「連合佐世保地協の定期総会に女性代議員１０％の
選出をめざす」を目標に取り組みます。

プラスワン！

プラスワン！

プラスワン！

プラスワン！プラスワン！

プラスワン！プラスワン！

プラスワン！

プラスワン！プラスワン！

プラス
ワン！行動

プラスワン！行動

プラスワン！行動
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「ピース・ウォーク」

連合長崎平和キャラバン隊出発式

万灯流し

被爆74年　連合2019　平和行動 in長崎

ピースフラッグリレー（広島から長崎へ）

広島への派遣団とキャラバン隊折り鶴を献納しました

「平和の鐘」打鐘式にて 広島でのピースウォーク

平和の泉清掃

万 灯 作 成

　８月４日（日）～６日（火）に開催された「平和行動
in広島」には、連合長崎から宮﨑会長以下14人が
参加しました。
　４日（日）は現地で結団式を行い、５日（月）には、
「原爆資料館の見学」「ピースウォーク」、「連合
2019平和ヒロシマ集会」「2020年核兵器不拡散
条約再検討会議に向けた平和シンポジウム」へ参
加しました。集会では、高校生平和大使から決意
表明、連合長崎　宮﨑会長からのピースメッセー
ジ、平和アピール採択がありました。シンポジウム
では箕牧智之様の被爆体験証言と、北広島町原爆
被害者の会長として米国を訪問し、海外で原爆の
非人道性を訴えた経験等をお聞きしました。後段
は最終日の６日（火）は「広島市原爆死没者慰霊式
並びに平和祈念式（広島市主催）」と連合長崎が連
合広島に1995年に寄贈した「平和の鐘打鐘式」に
参加しました。

連合2019平和行動in広島連合2019平和行動in広島連合2019平和行動in広島



̶12̶

「ピース・ウォーク」

連合長崎平和キャラバン隊出発式

万灯流し

被爆74年　連合2019　平和行動 in長崎

平和の泉清掃

万 灯 作 成

　連合長崎は、長崎選挙区に立候補した「白川あゆ

み」氏の推薦を2018年3月15日に決定し、組織内

比例候補とセットで勝利に向けて全力で取り組みま

した。自民党現職候補と接戦を戦いましたが、約

34,000票の差で惜敗しました。

　各構成組織・各地協・各組合員の皆さんには、

公示前および選挙期間中に、総力を結集したご支援・

ご協力をいただきました。心から感謝申し上げます。

★選挙結果

　白川あゆみ　　224,022票　　惜敗

連合2019平和行動in広島

長崎選挙区　白川あゆみ　候補　惜敗！

ご支援・ご協力
ありがとうございました！

第25回参議院議員選挙

　連合が推薦した組織内候補10人も、それぞれの出身構成組織を中心に勝利に向けた取り組みを行った結果、

8人の方の当選を勝ちとりました。皆さんのご支援・ご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。

★選挙結果

　＜国民民主党＞　　　　　　　　　　　　　　　　　  全国　　  （県内）

　　田村　ま　み　　（ＵＡゼンセン）　当選　　　260,324票（1,854票）

　　いそざき哲史　　（自動車総連）　　当選　　　258,507票　（861票）

　　浜野よしふみ　　（電力総連）　　　当選　　　256,928票（2,698票）

　　石上　としお　　（電機連合）　　　惜敗　　　192,586票（1,329票）

　　田中　ひさや　　（ＪＡＭ）　　　　惜敗　　　143,467票（3,072票）

　＜立憲民主党＞　　　　　　　　　　　　　　　　　  全国　　  （県内）

　　岸　　まきこ　　（自治労）　　　　当選　　　157,848票（3,188票）

　　みずおか俊一　　（日教組）　　　　当選　　　148,309票　（410票）

　　小沢まさひと　　（ＪＰ労組）　　　当選　　　144,751票（3,077票）

　　吉川　さおり　　（情報労連）　　　当選　　　143,472票（1,894票）

　　森屋　たかし　　（私鉄総連）　　　当選　　　104,339票　（827票）

比例区　連合組織内候補の選挙結果


