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第14期 （2015年度）活動経過報告（詳細）

【重点活動】

組織拡大・組織強化

１．組織拡大の必要性に対する意識改革と活動の定着化
（１）組織拡大が最重要課題であることの認識を深める取り組み

（２）目標・実践に対する進捗状況の確認とフォロー

　①　新任役員研修で意識啓発（70名）	 1月17日

　②　機関紙「あぷろうち」による意識啓発	

　

（３）集団的労使関係の職場・地域への重要性アピール

　①　ふれあいフェスティバルにおいてチラシ配布や機関紙「あぷろうち」による意識啓発	 5月～6月

２．すべての職場・地域での集団的労使関係の構築に向けた組織拡大行動の着実な実践
（１）“なんでも労働相談ダイヤル”の強化による未組織労働者の組織化

　①　労働組合の重要性認識の為の組織アドバイザーによる電話労働相談開始	 11月～

　②　全国一斉集中労働相談キャンペーン	 12月10日～11日

　③　全国一斉集中労働相談キャンペーン街宣行動	 12月5日～6日

　④　「パート・派遣・契約社員の労働相談駆け込みダイヤル」（12件）	 2月12日～14日

　⑤　「パート・派遣・契約社員の労働相談駆け込みダイヤル」PR街宣行動	 2月9日～10日

　⑥　組織化に向けた労働相談強化による広報【朝日・読売・上毛新聞、ぐんま広報、yahoo広告

　　　宣伝カーラッピング】	 3～6月

（２）産別・本部組織化専任チームとの連携強化による組合づくり

（３）企業内未組織労働者の組合員化への取り組み

　①　産別との対話行動（自動車総連、自治労、電機連合、JAM、UAゼンセン、基幹労連、運輸労連）	 3月～6月

（４）未加盟労組の産別加盟に向けた取り組み

　①　連合群馬ユニオン加盟から1組織が産別移行、1単組は移行への取り組み中

（５）地協と連携したターゲット企業訪問の取り組み

　①　組織アドバイザーによる未組織企業・未加盟労組への訪問活動	 通年

　②　1000万連合実現基礎データ収集	 12月1日～1月19日

（６）新たな「組織化ターゲット」づくり

　①　連合茨城・連合栃木との連携によるターゲット企業の組織化行動	 4月～

　②　中小企業家同友会との意見交換	 5月22日

３．「1000万連合」実現に向けた支援行動への取り組み
（１）組合結成と労使関係づくりを担うオルガナイザー育成支援

　①　労働相談基礎講習会・連合アドバイザー研修会（2名参加）	 2月9日～11日

　②　組合づくりオルガナイザー研修～基礎編～（1名参加）	 6月15日～17日

　③　組合づくりオルガナイザー研修～フォローアップ編～（1名参加）	 7月1日～2日

　④　連合新任アドバイザー講習会	 8月26日～27日

　⑤　関ブロオルガナイザー研修会（導入編）（5名参加）	 9月9日
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（２）産別への組合づくりに向けた支援

　①　やまひろ群馬工場労働組合結成	 2014年9月

　②　JAMとの企業訪問同行行動	 7月

（３）組織化後の労使関係づくり支援

　①　連合群馬ユニオン第16回定期大会（20名）　	 11月30日

　②　ユニオン加盟組織へ連合群馬組織拡大担当者を配置し体制見直し	 通年

【組織拡大の状況】

〈上部団体加盟〉

　♢東京パーツ労働組合（電機連合）

　♢群馬電機労働組合（電機連合）

　♢三和電機労働組合（電機連合）

　♢高齢・障害求職者雇用支援機構労働組合（政労連）

　♢カルチャー労働組合（UAゼンセン）

　♢榛桐会労働組合（UAゼンセン）※連合群馬ユニオンより移行

　♢ミート工房かわば労働組合（UAゼンセン）※連合群馬ユニオンと連携

〈組合づくり〉

　♢昌栄労働組合

　♢個人会員＋1名

４．労働運動のパワーアップに向けた組織強化の取り組み
（１）新任役員を中心とした連合運動の担い手の育成

　①　新任役員研修（70名）　　	 1月17日

（２）連合運動の底支えをする職員の育成

　①　毎月開催の事務局会議においてスキルアップ研修

　　　「連合の取り組み労働相談」「コミュニケーション手法（話し方教室）」「年金積立金はだれのもの」等	 通年

５．組織強化に向けた財政基盤の確立
（１）持続・発展可能な財政基盤の確立

　①　組織財政検討委員会	 　2月18日、5月12日

新任役員研修会

産別との意見交換

アドバイザーによる労働相談強化

組織拡大重要性のアピール

地域労働相談センター
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６．各種広報ツールの強みを活かした広報活動の充実
（１）各種広報ツールの点検

　①　機関紙「あぷろうち」発送先リスト点検	 1月

　②　機関紙「あぷろうち」やホームページ、フェイスブック、新聞広告の強化	 通年

　【広報活動】

機関紙「あぷろうち発行」

号 月 内　　容
231号 10月号 統一選挙に向けて、若手役員と北川会長との意見交換、スタビライゼーションなど
232号 11月号 第19回定期大会報告、ディーセントワーク、統一選候補者一覧など
233号 1月号 新年挨拶、地協紹介、青年・女性総会、労働者保護ルール改悪阻止集会など
号外 2月号 統一地方選挙推薦候補者紹介

234号 2月号 トータルライフアップ集会、労使共同セミナー、宮崎議員報告、コラム開始など
235号 3月号 子ども・子育て支援政策担当者学習会、キックオフ宣言1年、政治活動など
236号 4月号 中小労組春闘決起集会、連合古賀会長と対話、パートタイム労働法改正など
237号 5月号 暮らしの底上げ実現キャンペーン、公立保育所臨時職員組合結成など
238号 6月号 男女平等月間、ふれあいフェスティバル、民主党・議員懇との意見交換など
239号 7月号 格差・貧困の解消に向けて取り組み、平和沖縄、戦後70年特集、新人県議紹介など
240号 9月号 政策・制度要求と提言、平和広島・長崎、監督署との意見交換など

ホームページアクセス、フェイスブック閲覧件数（2015年8月現在）

月 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 計
HP 5,064 5,368 4,993 4,526 4,167 4,773 6,682 6,502 10,530 6,465 4,087 3,531 66,688
FB 990 1,836 3,933 2,566 1,951 3,454 2,355 6,551 6,309 5,338 5,898 3,362 44,543

マスコミへの記事・広告掲載件数（2015年8月現在）

各社 上毛 朝日 毎日 読売 産経 東京 ぐんま広報 YAHOO！ 計
記事 17 4 1 2 1 1 26
広告 7 1 4 1 1 14

（２）タイムリーな内容の充実強化

①　本部広報教育担当者会議（1名参加）	 6月15日

②　機関紙「あぷろうち（連載～安心して働きたい・暮らしたい～）」による重点課題提起	 通年

地域に根差した活動

１．地域に根差した顔の見える地協体制の構築
（１）地域協議会の設置の見直しと運動の体制構築

　①　地協再編準備委員会	 　2月10日、6月9日

　②　西毛ブロック活動検討委員会	 　2月28日、6月4日、8月21日、9月8日

　③　北毛ブロック活動検討委員会	 　3月3日、3月13日、4月27日、6月3日、6月27日、7月29日、9月2日

　④　地域協議会の果たす具体的な機能についての調査結果配付	 7月29日

フェイスブック

あぷろうち号外

あぷろうちコラム
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　⑤　関ブロ地協活動推進会議（18名参加）	 7月5日～6日

（２）地協機能第一ステップ活動の取り組み

　①　地協活動検討委員会	 5月19日、9月8日

２．地域で暮らす勤労者のためのサポート活動
（１）労働・生活相談体制づくり

　①　働く人の地域相談センター（前橋・高崎・太田地協事務所開設）　	 　12月4日～

　②　群馬県自殺対策連絡協議会（1名参加）　	 2月13日

　③　市民公開講座「生きる力は支える力～追い込まれた死をなくすために～」（3名参加）	 2月14日

　④　群馬県労働相談ネットワーク会議（1名参加）　	 3月16日

労働条件の底上げ

１．賃金・労働条件の向上に向けた取り組み
（１）春季生活闘争による労働条件の底上げ・下支えの取り組み

　①　春季生活闘争中央討論集会（1名参加）	 　10月30日～31日

　②　トータルライフアップ全県集会（340名）　	 1月17日

　③　トータルライフアップ地協学習会「労働者保護ルール改悪阻止について」	 1月～9月

　④　トータルライフアップ情報発信（全5回）	 2月～5月

　⑤　連合白書学習会（2名参加）	 1月7日

　⑥　春季生活闘争地方連合会担当者会議（1名参加）　	 1月15日

　⑦　群馬県経営者協会へ「2015春季生活闘争方針」を踏まえた要請書提出　　　	 2月10日

　⑧　中小労組春季生活闘争決起集会（154名）　	 3月20日

　⑨　連合春闘共闘推進集会（1名参加）　	 4月２日

　⑩　最低賃金全国担当者会議（述べ3名参加）	 2月16日、5月26日、7月29日

　⑪　関ブロ2015最低賃金担当者会議（2名参加）　	 5月29日

（２）雇用・労働環境の改善に向けた取り組み

　①　STOP THE	格差社会！労働者保護ルール改悪阻止行動

　　【本部】

　　　・議員会館前・国会前座り込み・路上集会（述べ4名）	 5月15日、8月23日、8月28日

　　【県内】

　　　・全国横断アピールリレー・タスキ引継（153名参加）　	 11月11日、13日

　　　・PR街宣行動　　	 11月12日～14日、5月11日～13日

　　　・PR街宣行動　県内アピールリレー　	 6月8日～11日

　　　・民主党合同駅頭チラシ・ティッシュ配布行動（8名）　	 5月29日

　②　労働局との意見交換（21名、21名）	 　12月3日、6月29日

　③　連合非正規労働センター担当者会議	 1月28日、8月26日

　④　全国雇用・労働担当者および雇用法制担当者合同会議（1名参加）	 2月24日

　⑤　質の高い公共サービス国際シンポジウム/2.24決起集会STOP	THE	格差社会（1名参加）	　2月24日

地協再編準備委員会 関ブロ地協活動推進会議
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　⑥　労働審判員との意見交換（15名、15名予定）	 	3月25日、9月28日

　⑦　連合中小担当者合同会議（1名参加）	 6月30日

　⑧　労働基準監督署との意見交換

　　　・中之条労働基準監督署（6名）	 7月8日

　　　・沼田労働基準監督署（5名）	 7月15日

　　　・太田労働基準監督署（11名）	 7月15日

　　　・桐生労働基準監督署（6名）	 7月24日

　　　・藤岡労働基準監督署（6名）	 7月28日

　　　・高崎労働基準監督署（10名）	 8月21日

　　　・前橋労働基準監督署（15名）	 8月27日

　⑨　2015ディーセントワーク世界行動デー（200名規模）	 10月9日

審議会等での意見反映

　①　群馬地方労働審議会（述べ10名参加）　	 　11月17日、3月17日

　②　職業能力開発審議会（述べ8名参加）	 　11月19日、3月16日、7月16日

　③　県介護労働懇談会（1名参加）	 11月26日

　④　県地域訓練協議会・群馬県地域ジョブ・カード運営本部（1名参加）　	 12月8日

　⑤　労働者派遣事業適正運営協力会議（7名参加）　	 12月12日

　⑥　平成26年度群馬県訓練計画専門部会（1名参加）　	 12月24日

　⑦　県産業教育審議会（1名参加）	 6月12日

　⑧　県インターンシップ推進協議会（1名参加）	 6月15日

　⑨　県若年技能者人材育成支援等事業連携会議（1名参加）	 6月16日

　⑩　労災保険審査参与会（2名参加）	 6月18日

　⑪　働き方改革推進本部（1名参加）	 7月14日

　⑫　トラック運送における取引環境・労働改善地方協議会（1名参加）	 7月31日

（３）働きに応じた適正な水準にまで最低賃金を引き上げる取り組み

　①　地域ミニマム

　　　2015連合群馬地域ミニマム金額の設定値
年齢 18歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳
金額 154,600円 160,000円 175,700円 191,300円 206,900円 222,500円

　　　※	2014年賃金実態調査の分析結果を基に、全産業・男女（52組合、4,116名）から第1十分位数を

基本とする金額を連合群馬地域ミニマム金額に設定

　②　2014年度群馬県特定（産業別）最低賃金改定審議会　（2回専門部会、1回労使会議）

　　【2014年度特定最低賃金（2014年12月27日発効】

鉄鋼業 一般機械 電気機器 輸送用機器
最低賃金額 828円 817円 815円 817円

引上額 13円 13円 13円 13円

引上率 1.60％ 1.62％ 1.62％ 1.62％

影響率 ―――― 6.10％ 9.52％ 6.40％

　　　※鉄鋼業の影響率はデーターが少ないため未算出

　③　最低賃金全国代表者会議（2名参加）　	 2月16日

　④　群馬地方最低賃金審議会（3回審議会、3回専門部会、1回労使会議）　	

【2015年度群馬県地域別最賃債金（2015年10月8日発効）】

地域別最低賃金
改定額 引上額 引上率 影響率
737円 ＋16円 2.22％ 3.35％
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（４）非正規労働者の処遇や労働環境改善に向けた取り組み

　①　連合10.29労働者派遣法の改悪阻止を求める国会前座り込み行動（2名参加）	 2014年10月29日

２．労働安全衛生対策の推進
（１）職場における労働災害防止の取り組み

　①　政労使実務担当者会議（15名）	 　12月18日

　②　労働局安全衛生労使専門家会議（3名参加）	 　1月21日

　③　労災保険審査参与会（述べ6名参加）	 　12月17日、2月24日、3月19日

　④　安全衛生セミナー（101名）	 6月13日

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の取り組み

　①　メンタルヘルスセミナー（91名）	 8月22日

　②　ライフサポートぐんま地域出張相談会（計3件）	 12月13日、3月14日、6月13日

３．若者の雇用・就労環境の改善に向けた取り組み
（１）将来の勤労者への就労感

　①　伊勢崎商業高校への講師派遣（講師1名　7クラス281名対象）　	 　12月15日～17日

　②　群馬県教育委員会へ「学校における労働教育のカリキュラム化の推進に関する要請」行動　	 3月2日

　③　太田東高校公開みらい学グループ討議への講師派遣（21名）	 　5月23日

　④　政策フォーラム「地域の活性化には地域企業の活性化が不可欠」へ参加枠拡大	

（２）県、労働局と連携した若者雇用促進

　①　県地域産業を担う人材育成・確保研究会（1名参加）	 10月30日

　②　県若年技能者人材育成支援等事業連携会議（1名参加）	 1月20日

　③　若者雇用促進連携会議（1名参加）	 1月21日

　④　地域若者サポートステーション事業推薦団体選定委員会（1名参加）	 　2月12日

　⑤　若者就職支援事業企画提案審査会（1名参加）　	 2月19日

　⑥　これからの地域産業を担う人材育成・確保研究会（1名参加）	 　5月21日

労働者保護ルール改悪阻止行動

労基署との意見交換（吾妻）

民主党合同駅頭行動

太田東高校公開みらい学

安全衛生セミナー

伊勢崎商業高校出前授業
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政策・制度要求

１．政策・制度立案に向けた取り組み
（１）政策立案に向けた取り組み強化

　①　子ども・子育て支援地協政策担当者学習会（33名）　	 2月28日

　②　看護・介護現場で働く仲間との意見交換（15名、15名）	 3月20日、7月6日

　③　	原案について討議：男女平等参画推進委員会（持ち回り）、政策委員会、社会貢献委員会、

　　　雇用労働委員会、議員懇幹事会	 　　　6月26日　～7月12日

　④　政策フォーラム（230名）	 7月25日

　⑤　群馬県知事へ「2016年度政策・制度要求と提言」提出	 8月25日

　⑥　「2015年度政策・制度要求と提言」地協での取り組み結果

地協名 市町村名 提出日 回答日 地協名 市町村名 提出日 回答日
前　橋 前橋市 12/22 1/29

渋　川
渋川市

12/25
1/15

高　崎 高崎市 11/25 5/19 吉岡町 1/23

桐　生
桐生市 3/6 3/25 榛東村 1/8
みどり市 3/6 3/23

藤　岡
藤岡市

12/10
1/30

伊勢崎
伊勢崎市

12/18
1/22 神流町 未回答

玉村町 1/15 上野村 未回答
太　田 太田市 12/16 1/15

富　岡

富岡市

12/18

1/20

沼　田

沼田市 12/15 2/23 甘楽町 1/27
みなかみ町 12/17 1/29 下仁田町 1/19
片品村 12/15 未回答 南牧村 1/19
川場村

12/17
2/17 安　中 安中市 10/29 11/2

昭和村 未回答

吾　妻

中之条町

11/5

12/15

館　林

館林市 11/13 12/18 東吾妻町 12/26
千代田町

11/18
12/18 高山村 3/18

大泉町 1/22 長野原町 12/16
邑楽町 12/10 嬬恋村 12/5
明和町

11/13
12/22 草津町 12/15

板倉町 12/24

　⑦　連合社会保障講座（1名参加）　	 11月7日～8日

　⑧　地方共助社会づくり懇談会in群馬（2名参加）　	 11月21日

　⑨　政策アドバイザー　群馬大学　小竹氏、フリーアナウンサー・新木氏　契約期間1月～12月

　⑩　連合政策担当者会議（1名参加）	 1月27日

　⑪　連合子ども・子育て政策担当者会議（1名参加）	 1月27日

　⑫　関ブロ政策担当者会議	 2月20日

　⑬　連合税制フォーラム（1名参加）　	 2月25日

　⑭　連合政策・制度中央討論集会（3名参加）　	 5月18～19日

　⑮　連合「労働教育の推進に関するシンポジウム～学校で、職場で、社会で～」（1名参加）　	 5月12日

　⑯　連合「安心と信頼の医療と介護2015中央集会」（1名参加）　	 5月23日

　⑰　中央労福協　奨学金に関するアンケート調査	 7月14日～8月18日

　⑱　本部事務局長談話フェイスブックへの掲載

　⑲　社会保障制度に関する政策担当者会議（1名参加）	 9月18日

審議会等での意見反映

　①　県医療介護総合確保懇談会委員会（1名参加）	 10月24日

　②　ぐんま緑の県民税評価委員会（述べ3名参加）	 11月10日、3月17日、8月17日

　③　県子ども・子育て会議（述べ2名参加）	 11月13日、2月4日

　④　県育児いきいき参加企業・優良企業表彰選考会（1名参加）	 1月8日

　⑤　高齢介護施策推進協議会（述べ2名参加）	 12月18日、3月13日



34

　⑥　県少子化対策推進県民会議（述べ2名参加）	 2月9日、8月6日

　⑦　産業振興基本計画策定委員会（1名参加）	 3月18日

　⑧　県産業振興基本計画策定委員会（述べ2名参加）　	 3月18日、7月1日

　⑨　県地域医療介護総合確保懇談会（述べ1名参加）	 4月30日

　⑩　群馬協会けんぽ評議会（述べ5名参加）　	 10月20日、11月26日、12月22日、2月5日、3月23日

（２）県民のニーズ把握

【県民意識調査実施と回収結果】　　
調査期間 2015年1月～5月
依頼数 10,854（組織内4,902　組織外5,952）
集計数 11,381（組織内5,433　組織外5,948）昨年比　+527名
回収率 全体104.9％
男女比率 男性55.5％　女性44.5％

２．政策実現に向けた取り組み
（１）議員懇との連携

　①　西毛ブロック議員懇会議（10名、８名）　	 11月13日、6月17日

　②　議員懇県予算学習会（37名）　	 2月13日

　③　東毛ブロック議員懇学習会（21名）	 2月16日

　④　議員懇県議との意見交換（17名）　	 6月1日

　⑤　議員懇臨時総会・学習会（42名）	 7月12日

　⑥　執行委員会において県議会報告（3回述べ6名）	 通年

（２）地協・議員懇との連携

　①　構成組織や地協において学習会「年金積立金はだれのもの？私たちの年金があぶない！！」（2産別12地協）

	 11月、2月

　②　	「年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書」（決議）の採択に向

けた取り組み状況

担当
地協

提出先
市町村名

提出日
(年月日)

種類
請願・陳情

連携
議員懇

審議結果
(年月日)

県連合 群馬県 2015/2/9 請願 黒沢県議 審議未了、2015/4/29

前　橋 前橋市 2014/11/16 意見書
細野･丸山･三森･宮
田･角田･藤江市議

採択、2014/12/16

高　崎 高崎市
2014/12/15
（本会議）

意見書 高橋・林市議 採択、2014/12/15

伊勢崎 伊勢崎市 2014/12/11 意見書 矢島市議 採択　2014/12/16
沼　田 沼田市 2014/11/25 意見書 高柳市議 採択、2014/12/12
安　中 安中市 2014/12/10 意見書 土屋・柳沢市議 採択、2014/12/22
館　林 館林市 2014/11/21 請願 渡辺市議 不採択、2014/12/18

桐　生 桐生市 2014/12/16 議員提出議案
園田・小滝

周藤・井田市議
採択、2014/12/16

桐　生 みどり市 2014/11/14 請願 伊藤市議 採択、2015/3/20
伊勢崎 玉村町 2014/11/17 陳情書 石川町議 趣旨採択、2014/12/11
沼　田 みなかみ町 2014/11/25 陳情書 高柳市議 趣旨採択
館　林 大泉町 2014/11/21 請願 都丸・津久井町議 採択、2014/12/15
吾　妻 中之条町 2014/11/17 請願 関町議 採択、2014/12/25

　③　生活困窮者自立支援制度及び子どもの貧困対策に対する各首長への要請行動	 ７月15日～8月31日

　④　生活困窮者自立支援制度地協学習会（全12地協）	 7月



35

　⑤　「まち・ひと・しごと創生（地方創生）」の推進組織に参加する地協役員の関ブロ政策

　　フォーラムへ参画（6名参加）	 9月24日

政治活動

１．組合員の政治意識高揚に向けた取り組み
（１）政治活動の重要性の理解向上に向けた取り組み強化

　①　青年委員会　県議との座談会（31名）　	 11月22日

　②　女性委員会　県議とのグループディスカッション（29名）　	 11月22日

　③　民主党青年部と青年委員会の意見交換会（16名）	 11月22日

　④　第4回政治アンケート結果と政治活動について機関紙「あぷろうち」1月・2月号周知　　

　⑤　第5回政治アンケート展開　　　	 1月

　⑥　若手議員と青年委員会スポーツ交流会（88名）	 6月21日

　⑦　国政報告会ならびに政治意識・政治知識向上に向けた学習会（130名）	 8月22日

　⑧　国会議員連載や新人県議会議員紹介等、機関紙「あぷろうち」への掲載	 通年

　

２．選挙活動の推進
（１）統一地方選挙をはじめとする地方選挙への取り組み

　①　第1回産別・地協代表者会議情報共有　　	 1月21日

　②　機関紙「あぷろうち」11月・2月・3月号号外（計105,100枚）

　③　期日前投票促進チラシ配付、期日前投票日・場所一覧配付　　　	 3月～４月

　④　棄権防止・投票促進運動、フェイスブックや機関紙「あぷろうち」への掲載

　⑤　近隣地方連合との連携、候補者紹介関ブロ版機関紙配付　　

（２）群馬県知事選挙をはじめとする首長選挙への取り組み

　①　館林市長選挙　安樂岡候補者との政策協定締結　　	 2月9日

　②　高崎市長選挙　富岡候補者との政策協定締結　　	 1月31日

　③　群馬県知事選挙　大澤候補者との政策協定締結　　	 6月11日

（３）「働く者」の立場に立った政治勢力の拡大

　①　新人議員への政治方針等の説明（計7名）　　	 　随時

　②　民主党との意見交換（16名）	 　5月18日

　③　民主党「岡田克也代表との意見交換」（2名参加）	 6月14日

群馬県知事提言

教育委員会申入れ

看護・介護現場で働く仲間との意見交換

政策フォーラム

子ども・子育て政策担当者会議
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【資料編】
選挙区 候補者名 推薦組織 得票数 当落 備考

第47回衆議院議員選挙（2014年12月2日公示、14日投開票）
1区 宮崎　岳志 連合群馬 49,862 北関東比例当選 推薦
3区 長谷川嘉一 連合群馬 49,494 落選 支持
5区 小林　人志 連合群馬 23,590 落選 支持

渋川市議会議員選挙（2015年2月1日告示、8日投開票）
篠田　徳寿 基幹労連 1,725 当選 推薦
南雲　鋭一 JEC連合 1,389 当選 推薦

第18回統一地方選挙【群馬県議会議員選挙】（2015年4月3日告示、12日投開票）

前橋市区
本郷　高明 日教組 9,132 当選 推薦
小川　　晶 前橋地協 14,885 当選 推薦

高崎市区
後藤　克己 自治労 14,878 当選 推薦
角倉　邦良 高崎地協 10,995 当選 推薦

桐生市区 井田　泰彦 桐生地協 10,934 当選 推薦
伊勢崎市区 加賀谷富士子 伊勢崎地協 8,884 当選 推薦

太田市区
黒沢　孝行 自治労 10,748 当選 推薦
あべともよ 太田地協 13,745 当選 推薦

渋川市区 金子　　渡 渋川地協 10,773 当選 推薦
富岡市区 矢野　英司 富岡地協 7,221 次点 支持

第18回統一地方選挙【市・町議会議員選挙】（2015年4月19・21日告示、26日投開票）

高崎市

林　　恒徳 自治労 3,212 当選 推薦
高橋美奈雄 JR総連 3,953 当選 推薦
中島　輝男 政労連 2,937 当選 推薦
石原　康弘 運輸労連 1,450 落選 推薦

桐生市
周藤　雅彦 自治労 2,514 当選 推薦
小滝　芳江 桐生地協 2,431 当選 推薦

太田市
石倉　　稔 自動車総連 4,679 当選 推薦
八木田恭之 自治労 3,568 当選 推薦
久保田　俊 電機連合 2,386 当選 推薦

沼田市 高柳　勝巳 JP労組 1,075 当選 推薦

安中市
小川　　剛 化学総連 3,284 当選 推薦
柳沢　浩之 JR総連 1,366 当選 推薦

みどり市 伊藤　正雄 情報労連 913 当選 推薦
中之条町 関　　常明 吾妻地協 432 当選 支持

第18回統一地方選挙【市長選挙】（2015年4月19日告示、26日投開票）
高崎市 富岡　賢治 高崎地協 120,473 当選 推薦
館林市 安樂岡一雄 館林地協 無投票 当選 推薦

群馬県知事選挙（2015年6月18日告示、7月5日投開票）
大澤　正明 連合群馬 359,074 当選 支持

（４）法令遵守を徹底した取り組みの展開

　①　連合政治研修会（1名参加）	 11月26日

　②　コンプライアンス学習会（183名参加）　	 2月14日

　

民主党青年部と青年委員会意見交換 コンプライアンス学習会 国政報告・政治意識・知識向上学習会
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支え合い、助け合う社会づくり

１．平和運動の推進に向けた取り組み
（１）核兵器廃絶と世界の恒久平和の推進

　①　平和沖縄派遣団（12名）　	 6月23日～25日

　②　平和広島・親子派遣団（18名内子ども6名）	 8月5日～7日

　③　平和長崎派遣団（10名）	 8月8日～10日

　④　平和根室派遣団（7名）	 9月11日～14日

　⑤　平和学習会（178名）	 6月6日

　⑥　平和パネル展（ららん藤岡、群馬県庁）	 8月4日～7日、8月19日～21日

　⑦　恒久平和を願う折鶴作成（50,822羽）	 2月～6月

　⑧　高校生1万人署名（896筆）、１万本えんぴつ運動の取り組み（4,165本）	 2月～6月

　⑨　ふれいあいフェスティバル平和コーナー強化	

　⑩　北方領土返還要求署名、県企画部国際戦略課へ提出　　	 2014年10月1日

　⑪　核兵器廃絶1000万署名の展開（248枚、4031筆分本部へ提出3月31日)	 8月22日～3月31日

　⑫　北方領土返還要求全国大会（1名参加）　	 2月7日

　⑬　北方領土返還要求県推進連絡総会（1名参加）　	 5月9日

２．自然災害時の対応への取り組み
（１）災害発生を想定した取り組み

　①　ぐんまボランティアフォーラム（1名参加）	 2月11日

　②　災害ボランティア積立運営委員会（1名参加）　	 2月13日

　③　災害ボランティア設置・運営研修（1名参加）　	 2月19日

　④　労福協栄村復興支援ボランティア（27名参加）	 2月21日～22日

　⑤　ボランティア市民活動支援センター運営委員会（1名参加）　	 3月13日

　⑥　群馬県災害時救援ボランティア連絡会議（1名参加）	 7月2日

　⑦　市町村社協地域防災力強化研修（1名参加）	 7月6日

　⑧　労福協震災復興支援「南三陸」ボランティア（18名参加）	 9月10日～13日

（２）東日本大震災を中心としたボランティア情報の発信継続

　①　福島県産「りんご購入支援」（220箱）	 10月30日～12月10日

　②　福島県産「桃購入支援」（820箱）	 5月20日～7月10日

３．人権・連帯活動に向けた取り組み
（１）連合愛のカンパ活動の取り組み

　①　連合群馬「愛のカンパ」助成支援

　　（NPO法人はたおと、大利根マロニエ会、フォレストぐんま21、特別助成：いのちの電話）	 8月

　②　ぐんまいのちの電話継続支援に向けた論議	 5月13日

　③　ぐんまふれあいフェスティバルや、街頭行動の取り組み（カンパ集約額1,013,310円）	 通年

　④　連合連帯活動担当者会議（1名参加）　	 1月9日

（２）人権運動の推進

　①　狭山事件再審を求めるビラ配布行動（20名参加、17名参加）	 2014年10月23日、5月22日

　②　難病連請願署名（44,482筆）　　	 11月12日～1月16日

　③　難病連請願署名　難病連へ提出　　	 2月10日

　④　部落解放中央共闘会議総会（1名参加）	 2月24日

　⑤　部落解放共闘幹事会（1名参加）　	 4月30日
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　⑥　人権啓発講座実行委員会（1名参加）　	 5月18日

　⑦　連合人権学習フィールドワーク（1名参加）　	 6月5日

　⑧　人権学習会（1名参加）	 6月13日

　⑨　人権啓発講座実行委員会（1名参加）	 6月19日

　⑩　部落解放東日本研究集会（1名参加）	 7月2日～3日

（３）各種団体との連携

　①　新春労使共同セミナー（410名）	 1月21日

　②　青年海外協力隊へ上州手振りうどんを寄贈	 2月7日

　③　あしながＰウォーク10へミネラルウォーターを寄贈	 11月9日

　④　勤福フェスティバル（4名参加）	 11月22日

　⑤　県消費者大会（1名参加）	 10月30日

　

４．持続可能な社会の実現に向けた環境保全
（１）連合エコライフ21の推進

　①　環境保全ボランティア・森林整備（赤城神社西　31名、50名規模）	 7月11日、10月3日

　②　緑の募金の取り組み（カンパ額60,772円）	 5月24日、5月31日

　③　我が家の環境保全コンテスト実施	 5月～6月

　④　労福協　海外植林ボランティア（1名参加）	 　11月6日～10日

　⑤　県地球温暖化対策推進部会（述べ2名参加）　	 11月19日、1月27日

　⑥　連合環境フォーラム（1名参加）	 6月26日

　

５．地域に根差した顔の見える運動
（１）連合群馬ふれあいフェスティバル開催に向けた取り組み

　①　	メーデーを起源とした取り組みとして、来場者用チラシ配布、主催者挨拶意思統一

　②　	地域の学校・保育園、幼稚園等との連携（他団体も含め、21団体・5校新たに連携）

　③　行政・労働相談コーナーを設置（4件相談）

　④　連
Go！

合群馬ふれあいフェスティバル（全体で40,600人来場）

5月24日
（日）

桐生 伊勢崎 沼田 館林 渋川 藤岡 富岡 安中 吾妻
3,000人 4,000人 2,500人 2,300人 2,000人 3,000人 4,000人 3,000人 1,300人

5月31日
（日）

前橋 高崎 太田
3,500人 9,000人 3,000人

　⑤　フェスティバル総括会議	 7月14日

ふれあいフェスティバル（沼田） ふれあいフェスティバル（藤岡） 森林整備　赤城神社西

平和沖縄派遣団 平和広島・親子派遣団
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女性や若者の連合運動への参画促進

１．あらゆる分野における男女平等参画社会の実現に向けた取り組み
（１）第3次男女平等推進計画達成に向けた課題の抽出と対応強化

　①　男女平等参画推進状況調査	 11月～1月

　②　女性委員長による構成組織への講演「男女平等参画による春闘の取り組み」	 5月15日

（２）女性の労働問題解決に向けた取り組み

　①　働く女性の活躍促進に関する要請を群馬労働局雇用均等室長へ要請（3名）	 6月2日

　②　女性のための全国一斉労働相談に向けた駅頭でのチラシ配布	 6月6日

　③　女性のための全国一斉労働相談に向けた学習会（10名）　	 　6月3日

　④　女性のための全国一斉労働相談（相談４件）　　　	 6月11日～12日

　⑤　「働く女性のための法律が変わりました！」フェスティバルでのチラシ配布	 5月24日、5月31日

　⑥　議員懇女性議員と女性委員会との意見交換ならびに男女平等月間チラシ配布　	 6月6日

２．男女が共に担う仕事と生活の調和に向けた取り組み
（１）男性の育児参加促進に向けた取り組み

　①　青年スポーツ交流会で家事を題材にした競技での啓発（88名）	 6月21日

　②　男性の育児参加推進に向けた「イクメン養成講座」（40名規模）	 9月26日

（２）働く女性の活躍促進に向けた取り組み

　①　関ブロ女性会議（4名参加）	 11月28日～29日

　②　ぐんま女性活躍推進プロジェクト（1名参加）	 11月14日

　③　ぐんま女性活躍大応援団実行委員会（述べ2名参加）	 6月26日、9月14日

　④　3.8国際女性デー「はたらく女性の活躍促進セミナー」（132名）	 3月7日

　⑤　厚生労働省「働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために」執行委員・地協役員配付　	 3月

　⑥　連合「女性が仕事を通じていきいきと活躍できる社会へ」執行委員・地協役員配付　	 3月

　⑦　男女平等月間セミナー（129名）　	 6月6日

　⑧　産別からの職場点検活動・周知活動　　	 6月

　　　・改正パートタイム労働法に沿った就業規則・労働協約の職場点検

　　　・改正次世代法に沿った就業規則・労働協約等の職場点検

　　　・男女雇用機会均等法・育児・介護休業法解釈通達の周知

　⑨　はたらく女性のための自分磨きセミナー～ハンドメイドとアンチエイジング～（32名）	 9月12日

３．次代を担う人材育成
（１）次代を担う人材育成の場としての青年・女性委員会活動の推進

　①　青年委員会第14回総会（31名）/　女性委員会第14回総会（29名）	 11月22日

　②　青年委員会と県会議員との座談会（31名）	 11月22日

　③　青年委員会と民主党青年部との意見交換会（9名）　	 11月22日

平和パネル展 平和長崎派遣団 平和根室派遣団
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　④　古賀連合会長とニューリーダーの直接対話（24名）　　	 4月4日

　⑤　青年委員会スポーツ交流会（88名）	 6月21日

　⑥　青年委員会　青年の政治意識向上に向けた取り組み（11名規模）	 9月17日

その他の活動

【群馬高退連】

　①　第22回総会・学習会「年金制度の改正による給付額の変動について」（71名）　	 11月25日

　②　政策・制度「社会保障制度等に関する要求」他を前橋市へ要請（6名）　	 12月22日

　③　学習会「介護保険制度・報酬改定の課題」（82名）	 5月15日

　④　関ブロ2015退職者連合代表者会議（2名参加）　　	 5月21日～5月22日

　⑤　囲碁・将棋大会（25名）	 7月14日

　⑥　全国組織代表者会議（1名参加）	 7月14日

　⑦　退職者連合第19回定期総会（3名参加）	 7月15日

　⑧　2015全国高齢者集会・国会請願デモ（6名参加）	 9月15日

　⑨　2015年尾瀬交流会（70名規模）	 10月14日～15日

【労福協】

　①　労福協福祉リーダー塾　終了式（1名参加）　	 2014年10月17日

　②　労福協リーダー塾・卒塾生の集い（3名参加）	 6月23日

　③　労福協福祉リーダー塾　前期（1名参加）、後期（1名参加）	 6月26日～27日、9月4日～5日

　④　労福協勤労者福祉セミナー	 2月28日、9月26日

　⑤　労福協交流研修会（7名参加）	 7月31日

　⑥　労福協ライフサポート学習会（1名参加）	 8月7日～8日

【国際】

　①　第12次海外視察団ベトナム（11名）　　　	 2014年10月8日～12日

　②　関ブロ海外視察団（2名派遣	ベトナム）	 9月13日～18日

ＫＮＴ４７　古賀会長対話行動

国際女性デー　安中市長講演

女性委員会　均等室へ要請

青年委員会　県議と座談会

ハンドメイドとアンチエイジング講座

高退連　前橋市へ要請 海外視察団　ベトナム 労福協交流研修会


