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　希望を胸にご家族おそろいで、新年をお迎えのこ
とと、心よりお慶び申し上げます。
　昨年を振り返ると、富岡製糸場と絹産業遺産群の
「世界遺産登録」やゆるキャラグランプリにおける
「ぐんまちゃんの優勝」など、県内では明るいニュー
スが駆け巡りました。
　一方では、自然の猛威による予期せぬ災害が各地
で発生し、県内でも記録的な大雪による雪害など、
大きな打撃を受ける結果となってしまいました。
　また、まじめに働く者、生活者にとっては、物価
の上昇など生活環境は厳しい状況が続いています。
　さらには、年金・医療・介護・子育てといった将
来不安は拭えない状況にあります。

　この様な中、連合群馬は、昨年10月に開催した
第19回定期大会で確認された７つの柱からなる活
動方針を踏まえ、勤労県民の先頭となり「すべての
県民が安心して暮らせる社会」を実現させるため、
取り組みを展開しています。
　中でも、我々が求める政策実現に向け、働く仲間
の声を議会に届けるべく、２月の渋川市議会議員選
挙、続く、４月の統一地方選は、地方における方向
性を左右する大切な選挙であり、推薦候補予定者の
全員当選を成し遂げなくてはなりません。
　引き続き、連合群馬に結集する、産別・単組、地
域協議会が一体となり、企業間格差や非正規労働者
の処遇改善、少子・超高齢化や社会保障の充実、労
働者保護ルールの改悪阻止など、山積する課題の克
服に向け、最大限の力を発揮し、１つ１つ着実に前
進していきます。
　連合群馬の諸活動に対するご理解・ご協力をお願
い申し上げるとともに、組合員の皆様とそのご家族
の健康とご多幸を心からご祈念申し上げ、新年のあ
いさつといたします。
　ともに頑張りましょう!!

　明けましておめでとうございます。
　皆様には健やかなる新春を迎えられたことと、心
よりお慶び申し上げます。
　また、日頃から群馬の労使関係の安定にご理解、
ご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
　アベノミクスは、第三の矢経済成長戦略で足踏み
状態となり、第一の矢の異次元の金融緩和に逆戻り
です。
　政府は消費増税延期と衆議院解散という経済人に
は理解し難い挙に出ました。
　経済成長を伴わないマネーゲームで株高と円安が
もたらされただけです。株は上がれば売られ、永遠
に上がることはありません。
　また、企業の海外進出は進んだ今、嘗て外貨を稼
いだ液晶テレビや半導体等はなく、円安でも輸出が
増えません。反対に、円安による弊害が出ています。
　群馬県では富岡製糸場と絹遺産群の世界遺産登録、

群馬県初の富岡製糸場の国宝指定、ぐんまちゃんの
ゆるキャラグランプリ第一位など明るいニュースも
ありました。
　今年は群馬県も連合群馬も無論群馬県経営者協会
も飛躍の年にしたいものです。
　お互い会員数や組合員数を増やし組織のパワーを
発揮し、更に労使関係の安定がはかれればと思いま
す。
　結びに、本年が皆様にとりまして実り多い年とな
りますよう祈念申し上げ、新年の挨拶といたします。

活力ある一年にしよう

会　長　　北川　秀一

（一社）群馬県経営者協会

会　長　　児玉　三郎
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地域社会の担い手として共に行動！ 地
議長から決意のコメント！
協総会終了し新たにスタート

前橋地協議長　鈴木　克志
【"笑顔"】で取り組む今期の諸活動
　労働組合・労働運動の原点は(団結・連帯・相互扶助の精神)、果た
すべき役割は(勤労者の地位・生活の向上)であり、構成単組組合員の
声を聴きながら、人が集い信頼され期待される組織活動をめざします。

高崎地協議長　横山　隆
　地域で働く仲間の皆さんはもとより、全ての市民・生活者が
安心して暮らせる社会の実現を目指し、諸活動を展開していき
ます。そのうえで、第18回統一地方選における、推薦候補者
全員の当選に向け、構成組織の総力を結集して取り組みます。

伊勢崎地協議長　根岸　慎一
　労働組合の活動の原点である「相互扶助の精神」のもと
「安心・安定社会の実現」がより実感できるよう伊勢崎地
協の各構成単組役員・組合員で協力しあい、加えて各団体
や議員懇ともさらに連携を深め諸活動に取り組んでまいり
ますのでご理解ご協力をお願い申し上げます。

館林地協議長　山崎　晴樹
　今期の活動を新たな幹事会体制で、「確かな未来へ」
をキーワードに、館林地協の地域性や独自性を活かし
ながら、地域で働くすべての勤労者、生活者の運動と
して魅力ある地域を目指し、未来を切り開く活動の展
開をいたします。

桐生地協議長

堀内　利之
　ニューフェイスの多
い地協でありますが、
地協加盟組織・各団体
の協力を得て、今期活
動目標の「働く仲間の
結集で、安心・安定社
会！」に向け取り組み
ます。とりわけ、第
18回統一自治体選挙
に於いては地協推薦候
補者の必勝に向け議員
懇との連携を深め取り
組んで行きます。

沼田地協議長

宮下　昌文
　各構成単組の仲間
の皆さんに協力いた
だきながら、地協の
将来を見据えつつ、
利根沼田地域で働く
すべての皆さんが、
安心して暮らせる地
域社会を実現するた
め、この一年も元気
良く!!諸活動に取り
組んでまいります。渋川地協議長

渡辺　春彦
　新たに議長に就任しました渡辺で
す。羽鳥前議長の後を受け、かなり
のプレッシャーではありますが、ま
ずは一年しっかり頑張ります、宜し
くお願いします。
　活動では２月の渋川市議選で、篠
田・南雲両候補の当選に向けて全力
で取り組み、４月の県議選金子候補
の選挙戦に弾みを付けて行きます。
フェスティバルでは地協統合もふま
え合同で行うことも視野に入れてお
ります。地協統合について一年間事
務的なことも含め、３地協でじっく
り検討して行きます。

太田地協議長

松浦　武志
　太田地協は、殆どの
役員が新しくなる中で
活動をスタート致しま
した。そんな中で、連
合群馬の掲げる「すべ
ての県民が安心して働
ける地域社会の実現」
に向けて役員全員と地
域の皆さんと共に支え
合い助け合いながら、
地域に根差した地協活
動を推進していきます。
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※地協四役はHPをご覧ください。

安中地協議長　桺澤　孝司
　安中地協として最後の年にふさわしい活動を幹
事会役員が中心となり、構成単組役員・組合員の
理解と協力を頂きながら全力で推進していきま
す。
　また、４月の統一地方選挙候補者の勝利に向け
全員で取り組みます。

富岡地協議長　伊藤　誠
　この１期1年は、ふれあいフェスティバルを柱
に各種活動にて地域との関わりを深めつつ、来期
の地協統合も視野に入れながら16構成組合、18
名役員幹事、3100名組合員が連携し、一体感を
もって前進していきます。

吾妻地協議長

町田　一夫
　吾妻なりの活動拡大
〜充実への協議を積み
上げてきた、多くの先
輩諸氏に培って戴いた
『吾妻地協の自信〜この
地域でも先進の取り組
みが出来るんだ！』を
胸に、皆様が納得のい
く次のステップをお示
しして行きます。

藤岡地協議長

朝倉　宙
　レスポンスの良い細
やかな活動を！
　来年度の西毛３地協
統合以降も藤岡地区に
地協の存在感を示せる
よう、役員幹事一体とな
り活動を進めてまいり
ます。小さな地協だから
出来るレスポンスの良
い細やかな活動を信条
に取り組みますのでご
協力お願いいたします。

女性委員会第14回総会青年委員会第14回総会
　昨年11月22日、前
橋市総合福祉会館に
おいて第14回総会を
開催し、12産別から
31名が参加しまし
た。

　総会では、「男女平等参画社会の実現に向け
た取り組み」、「次代を担う人材育成」「連合群
馬のスケールメリットを生かした仲間づくり」
など、向こう１年間の活動方針と役員体制を
確認しました。また、今春施行される統一地
方選（県議選）の推薦候補予定者を紹介し、
全員の当選に向けて意思統一をしました。
　総会終了後は、議員懇談会会員の県議会議
員と少人数での座談会形式で「議員として普
段どのような活動をしているのか」、「若者の投
票率が低いままだとどんな事が起きるか」な
ど青年組合員の質問に、議員がそれぞれの立
場で丁寧に答えていました。

　昨年11月22日、前橋
市総合福祉会館におい
て第14回総会を開催し、
８産別から26名が参加
しました。
　総会は、２年間の活
動報告を行うとともに、向こう１年間の活動
方針・役員体制を参加者全体で共有しました。
　総会終了後に今春施行される統一地方選
（県議選）の連合群馬推薦女性候補予定者であ
る、あべともよ・小川あきら県議と加賀谷富
士子氏を交えて群馬で働く女性について３つ
をテーマに意見交換会を行いました。
　「生活基盤を考えて仕事を選ぶとおのずと地
元になると思うが、Iターンのように群馬を選
んで就職した場合、生活を支援する制度（子育
てなど）の充実が必要」、「県が進めるキャリア
アップは女性起業家や管理職コースなどがほと
んど。もっと一般の人がスキルアップできる場
があるといい」などの意見が出されました。

政
治
を
身
近
に

　
　
座
談
会
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
う
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　11月11日、前橋市中央イベント広場にて「STOP 
THE 格差社会！暮らしの底上げ実現」キャンペー
ン第３弾として、労働者保護ルール改悪阻止「全国
縦断アピールリレーin群馬」結集集会を産別・地
協・議員懇など153名が参加し開催しました。
　アピールリレーは労働分野の規制緩和、私たち働
く者を保護するルールの改悪阻止に向け、９月25日、
東日本ルートは北海道、西日本ルートは沖縄を皮切
りに、全国47都道府県をリレーアピールし広く世
論喚起を行うものです。
　この日は東日本ルートの北陸ブロックから関東ブ
ロックへの引継ぎが行われ、連合福井から連合群馬

へタスキと横断幕
などが引き渡され
リレーが行われま
した。
　集会では、はじ
めに連合福井「山

岸会長」から連合群馬「北川会長」へタスキが引継
がれ、各代表からは「労働者保護ルールの改悪阻止」
に向けた我々の主張が訴えられ参加者全員の意思統
一をはかりました。
　集会の最後には連
合群馬櫻井副会長の
発声により「ガンバ
ロー三唱」を行い、
集会終了後は前橋市
内をシュプレヒコー
ルを上げながらのア
ピールウォークを行
いました。
　11日からの３日間は群
馬県内各地にて広くア
ピールを行い、13日の夜
には連合栃木にタスキを
引き継ぎました。

労働者保護ルール改悪阻止に向けて！

必ずチェック最低賃金！　使用者も　労働者も
　群馬県内で働く労働者の最低賃金額が改定されました。最低賃金は、２つ以上の適用条件がある場合は、
最低賃金額の高いものが適用されます。

地域での相談体制を強化することで、相談者の話をより親身に聞き、
信頼関係を構築させ、専門家への導きから解決がはかれるよう充
実させ、働く仲間への支援を強化します。

群馬県最低賃金 製鋼業 一般機械器具製造業 電機機械器具製造業 輸送用機械製造業

721円／時間 828円／時間 817円／時間 815円／時間 817円／時間

平成26年10月５日
（発効日）

平成26年12月27日
（発効日）

働く人の地域相談センター３カ所で開設
面談でより親身に

前橋
エリア：前橋・伊勢崎・渋川・沼田・吾妻
前橋市野中町361-２　前橋地協内

高崎
エリア：高崎・藤岡・富岡・安中

高崎市東町80-１　高崎地協内

太田
エリア：太田・桐生・館林

太田市浜町66-49　太田地協内

毎週木曜日
10：00〜17：00

（原則予約制）
☎0120-154-052

集会に参加した議員懇メンバー

連合福井よりタスキの引継ぎ▲
連合栃木へ▼
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謹 賀 新 年
今年も元気一杯頑張ります。

皆様からの変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。

一財
本店営業所 ℡０２７－２５２－７１１１
太田営業所 ℡０２７６－３１－７１１１

今年も皆様の変わらぬご愛顧を
心からお願い申し上げます。

㈱群馬福祉対策協会

マイホーム・リフォームをお考えの方ご相談下さい。
ご予算から完成まで一緒に“夢”の実現を‼

アフラックの生きるためのがん保険「Days」と、
ちゃんと応える医療保険「ＥＶＥＲ」で先進医療も保障。
　　　　　　　　　　　　　　　安心が更に広がります。
〒371-0852 前橋市総社町総社2905-5　☎027-253-3001

迎春迎春
福対協

☎ 0 2 7 - 2 5 5 - 6 3 1 1 ㈹  
前橋支所　☎ 0 2 7 - 2 5 2 - 0 1 2 3  
高崎支所　☎ 0 2 7 - 3 8 6 - 5 6 3 1  
太田支所　☎ 0 2 7 6 - 6 1 - 3 6 3 1  

1014Z018

謹んで新年のお慶びを
　　　　　　　　申し上げます

群馬県本部
（群馬県労働者生活協同組合）

2015年２月制度改定

謹賀新年謹賀新年

群馬地区職員一同
群馬県本部℡(027)253-1001

ろうきん　　　　　　　　　　　　のな ら で は
サービスで、今年も組合員の
皆様のお役に立てるよう職員一同
頑張ります。
どうぞ宜しくお願いします

連合群馬議員懇第25回総会 民主党国会議員・再び

　12月21日、高崎ビューホテルにおいて、議員懇
会員（27名）をはじめ、産別・地協など、75名が
参加する中で、連合群馬議員懇談会第25回定期総
会が開催されました。
　みどり市の伊藤市議を総会議長に選出し、2014
年度の活動経過ならびに決算、2015年度活動方針
および予算（案）について、満場で原案通り承認
されました。
　県内から再び、民主党の国会議員「宮崎岳志」氏
が誕生し、連合が主軸としている民主党の地域基
盤の拡充に向け取り組むとともに、議員懇会員の
統一地方選での再選、連携議員拡大に向け意思統
一を行いました。
　第２部の学習会では、議員懇会員のＯＢであり、
前富岡市長の「岡野光利」氏を講師に、『世界遺産
登録までの取り組みとまちづくり』と題した講演
会を行いました。

　第47回衆議院議員総選挙が実施され、産別・単組、
地協を中心に連合群馬の総力を挙げ取り組みを行
いました。
　選挙区においては、連合群馬推薦候補者の当選
を果たすことはできませんでしたが、北関東ブロッ
クにおける比例区での復活当選を果たし、見事「宮
崎タケシ」氏が衆議院議員に返り咲きました。
　多くの組合員をはじめ、ご支援をいただいた皆
様に感謝いたします。

衆議院選挙結果� 【開票率100％】

選挙区 候補者名 政党 当落 得　票 得票率 惜敗率 確　定
投票率

１区 宮崎　岳志 民主 比当 49,862 26.56 80.517 50.71

３区 長谷川嘉一 民主 落 49,494 33.15 59.035 51.86

５区 小林　人志 社民 落 23,590 14.64 20.610 54.75



6 NO.233


	Approach233_P1
	Approach233_P2
	Approach233_P3
	Approach233_P4
	Approach233_P5
	Approach233_P6

