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　新年あけましておめでとうございます。
　新春にあたり、組合員、ご家族、各構成組織・地協
役員の皆様に今年一年のご健勝、ご活躍を心からご祈
念申し上げます。また、これまでの連合群馬の諸活動
にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

どんなお正月をお過ごしになりましたか？今年の抱負は！

　お正月は自宅で過ごしました。元旦には少年サッカー
チームの指導をしている関係で、毎年恒例の地元で行
われる健康マラソン大会に子どもたちと参加しました。
2016年の初蹴りも行い、北風に負けず目標に向け懸
命に走る子どもたちに元気をもらいました。

　今年は申年です。三猿「見猿聞か猿言わ猿」自分に
都合の悪いことを後回しにせず、何事も前向きに進め
ていきたいですね。

2015年を振り返っていかがですか？

　昨年は２月の渋川市議会議員選挙にはじまり、統一
地方選挙では推薦議員の当選に向け組織と一体となっ
た取り組みを行った結果、新人６名を含め21名が当選
を果たすことができました。
　組織拡大「1000万連合」実現の取り組みでは2020
年までに連合発足後最高となる12万５千人をめざし取
り組みを進めておりますが、組合員約200人の減少や
脱退により減少傾向にあります。
　また、何と言っても「STOP！THE　格差社会！暮
らしの底上げ実現」に向けた行動では、残念ながら、
安倍政権は「生涯派遣で低賃金」をさらに拡大させて

しまう労働者派遣法を強行採決し、また、安全保障法
制成立に至る政権の強引さは、民主主義の危機を実感
させることとなりました。
　また、一昨年より検討を進めてきた地協再編につい
ては、地協再編準備委員会等で活発な論議をいただき
ながら取り組みを進め、12地協から８地協に編成し、
連合群馬の歴史の中でもとても大きな変化を迎えての
スタートを切ることができました。

10月に会長に就任し、働く仲間の連合として今年、
どんな年にしたいですか？

　昨年の大会で「働く仲間の結集で、安心・安定社会
の実現」を基本目標に７項目の運動方針が確認されま
した。
　政策制度の実現、組織拡大の重要な取り組みと合わ
せて、地域社会に出て地域の中で、この存在感を認め
られる労働運動、連合運動の取り組みを行いたいと思
います。

　今年度は、ふれあいフェスティバル検討委員会を立
ち上げ、地域に発信してきた役割を再検証し皆様とと
もに良いものにしていきたいと考えています。
　また、非正規労働者支援については、なんでも労働
相談を中心に集団的労使関係の重要性を訴え、構成組
織・地域協議会の皆さんの協力を得ながら組合づくり
や未加盟組合の支援を行い組織拡大に結びつけていき
たいと思います。

　今年も「働くことを軸とする安心社会」の実現に向け、
地域に根差した活動を働く仲間とともに活動していき
ます。

富澤会長  新春インタビュー



議長抱負新

前橋地協　議長　鈴木　克志
『“役割”』を意識して！

　基本である団結・連帯・相互扶助の精神を
念頭に、不透明な情勢に進んで灯りをともす
連合の果たすべき役割を意識して、加盟産別
(単組・支部・分会)と連携を密に組織活動
を進めてまいります。

桐生地協　議長　堀内　利之
桐生地協は ｢明るく・楽しく・
元気良く」活動します。

　組織拡大に向け、桐生・みどり地域
における未組織企業の情報を収集する
とともに、桐生・みどり市住民に対し
て労働組合の存在価値を高めるための
活動を進めます。働くものの声を国会
に届けるためにも、来夏の参議院議員
選挙は、連合群馬推薦候補者の必勝に
向け構成組織・議員懇との連携を深め
取り組んでいきます。

高崎地協　議長　横山　隆
　高崎地協は、11月29日、第19回
定期総会を開催し2016年度の活動
をスタートしました。迎えた新年度
も多くの運動課題を抱えての船出と
なりますが、第24回参議院通常選
挙勝利をポイントに、平和で活力あ
る地域社会創りを目指し、地協活動
の充実を図りながら、その取り組み
を進めていきます。

伊勢崎地協　議長　根岸　慎一
　働く者の代表として、地域・行政ともしっかり連携し、「働くこ
とを軸とする安心社会の実現」に向け、一つ一つの活動の質の向
上と一人ひとりの地協役員が主体的な活動に取組んでまいります。
　組合員はもとより、その家族、地域、そして社会からも信頼され、
頼りがいのある存在となるべく運動を展開していきますので皆さ
んの活動への参画をお願いいたします。

太田地協　議長　松浦　武志
太田地協は、役員の約半分が新しく
なる中で活動をスタート致しました。
　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、引き続き地
域に根差した地協活動を推進していき
ます。

西部地協　議長　斉藤　啓一
　藤岡・富岡・安中地協が再編され、
新たに発足された西部地協。「西毛地
域に西部地協あり」と言われるように、
役員そして構成組合の皆さんと力合
わせを大事に、地域から元気を発信
していきたいと思います。皆さんの
ご協力宜しくお願いいたします。

北部地協　議長　渡辺　春彦
　北部地協は、三地協が再編されス
タートを切りました。これからも話
し合いを大切に良いところを踏襲す
る中で、「働く仲間の結集」を意識し
ながら、より大きく成長できるよう、
皆さまと共に活動を進めていきます
ので宜しくお願いいたします。

館林地協　議長　山崎　晴樹
　15期の活動を新たな幹事会体制で、
「確かな１歩」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。

８地協で2016年度がスタート
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24年間の歴史へ感謝し 西部・北部地協へと受け継ぎます

　県内12地区で地域協議会が相次いで発足したのは1991年９月。連合群馬では
連合群馬組織内議員懇談会（当時）が発足し、また青年・女性委員会がそれぞれ
結成され、組織としても体制が確立してきたころであります。社会の出来事とし
ては、ソビエト連邦崩壊や雲仙普賢岳大規模火砕流が発生した年として記憶にあ
ります。
　発足にあたり準備会を立ち上げ１年間の論議を重ね、12地協発足総会が開催さ
れました。諸先輩方が一から築き上げ、政策・制度要求と提言を中心に、地区メー
デー、各地域でのボランティア活動を通じて「人のつながりで活動を進める」、地
域の価値を見出した24年間ではなかったでしょうか。
　連合運動の強化を目指した全国規模の動きの中で組織再編に踏み込み、2015年
11月に藤岡・富岡・安中地協は西部地協、沼田・渋川・吾妻地協は北部地協とし
て新地協へと統合をいたしました。それぞれの地協が西部地協、北部地協へ歴史
を受け継いで活動を進めていきます。

安中地協愛のカンパ（94年）

藤岡地協委員会（98年11月）

利根沼田地区メーデー（95年４月） 吾妻地協結成集会（92年２月） 渋川地協　クリーンキャンペーン（92年９月） 富岡地協愛のカンパ（92年12月）

青年・女性委員会　第15回総会を開催！！

　連合群馬女性委員会は、11月28日けやきウォーク
前橋「けやきホール」において、第15回総会を開催し
ました。
　第15期（2016〜17年度）の活動方針を共有すると
ともに、役員体制を確認しました。
　総会終了後には、厚労省群馬労働局雇用均等室から
地方機会均等指導官の
庭山氏ならびにあべ県
議を迎え『職場と家庭
における女性活躍にむ
けた課題』と題したグ
ループ討議を通じ、課
題などの洗い出しを行
い全体で共有しまし
た。

　けやきウォーク前橋において、第15回青年委員会
総会を開催し10産別から33
名が参加しました。総会では
青年委員会の今期活動方針、
①時代を担う人材育成、②組
織の枠を越えた仲間作り、③仕
事と家庭のバランスの取れた

社会づくり、④上部団
体、関係団体との連携
と役員体制を確認しま
した。また総会後は
「労働組合と政治活動
の関わり」をテーマに
した学習会、そして
「若者の投票率向上」
に向けてグループワー
クも実施しました。

新役員体制
役　職 氏　名 産別名
委 員 長 新後閑美保 政労連

副委員長
深澤　栄子 ＵＡゼンセン
関口　深雪 電力総連
狩野　清美 日教組

事務局長 井上　有紗 電機連合
事務局次長 渡邊　美月 労済労連

幹　　事

岡本麻友美 自動車総連
福田　　愛 自治労
神澤　瑞樹 ＪＡＭ
和久井麻衣 ＪＰ労組
大久保登志江 国公総連

新役員体制
役　職 氏　名 産別名
委 員 長 加藤　康之 電機連合
副委員長 田中　吉彦 電力総連
事務局長 多部田健介 自動車総連

幹　　事

瀧澤　　亨 情報労連
竝木　和彦 ＪＥＣ連合
鈴木　昭智 自動車総連
真下　亮祐 自治労
松村　尭之 ＪＡＭ
有坂　太志 ＪＰ労組
吉澤　崇周 ＪＲ総連
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西
にし

谷
たに

　紀
のり

子
こ

①日教組群馬県教職員組合
②�書記（東毛総支部　邑楽
地区支部）
③�いつも笑顔で、元気ハツラ
ツ！周りの人にも私のスマ
イルパワーを注入したい！
④�世界平和!!民意が反映さ
れている実感が欲しい。
年金（人のお金）を株に
換えるな！

井
い

田
だ

　智
とも

之
ゆき

①国公総連群馬
②執行委員
③�広い心をもって笑って過
ごせるよう精進したいと
思います。
④�戦争のない安心して暮ら
せる平和な社会の実現。

萩
はぎ

原
わら

　浩
こう

二
じ

①�群馬県電力総連/
　東京電力労働組合
　群馬地区本部
②会長代理/執行委員長
③�組合員の目線にたった活
動を実践します。
④�犯罪のない、安全で安心
して暮らせる社会作りを
お願いします。

品
しな

田
だ

　典
のり

子
こ

①�自動車総連
　富士重工業労働組合
②職場委員
③�居合道の初段取得に向け
て精進します♪

④�クリーンで国民のための政
治。政治家のための政治は
必要なし。自動車関係諸税
の即時見直し。使用目的を
明確にしてからの税率変更。

鈴
すず

木
き

　智
とも

秀
ひで

①�電機連合
　ＯＮＮ労働組合
②副執行委員長
③�今年の目標は健康第一、
初めて人間ドックにチャ
レンジするぞ。

④�安心安全な地域社会の醸
成。完全分煙化の仕組み
作り。障害者支援の取り
組み強化。

白
しら

木
き

　則
のり

嗣
つぐ

①ＪＰ労組桐生支部
②支部書記長
③有言実行
④�子どもたちの世代も安
心・安全に暮らせる社会
を作ってほしい！

伊
い

藤
とう

　誠
まこと

①�基幹労連群馬県本部/
　ＩＨＩ労連　富岡支部
②事務局長/執行委員長
③�体力アップと飲酒量減に
て腹回りスッキリ！

④�二大政党制の築き上げと
高齢化対応！

井
いの

上
うえ

　有
あり

紗
さ

①�電機連合
　太陽誘電労働組合
②支部執行委員
③�何でもポジティブに挑戦
して経験値を上げ、レベ
ルUP。

④�育児・介護制度や関連施
設の更なる充実。誰もが
安心して働ける社会を！

今
いま

井
い

　英
ひで

明
あき

①自治労　群馬県職労
②書記長
③�昨年の経験を生かし、気
持ちに余裕を持って取り
組みたい。

④�もっと市民の声に耳を傾
けた政治を心掛けてほし
い。

萩
はぎ

原
わら

　いずみ
①連合群馬
②政策担当職員
③�心身ともに健康であるた
めに、家の片付け＆毎日
の運動を心がけます！

④�女性活躍推進とは言うものの、女
性の社会進出が進んでもいずれは
ガラスの天井にぶち当たってしま
う。ガラスの天井に挑戦する女性
議員が出てくることに期待したい。

山
やま

賀
が

　文
ふみ

彰
あき

①�自動車総連
　ミツバ労働組合
②職場委員
③�いつも元気に無事故・無
災害で仕事に取り組む！

④�不自由なく、安心して暮
らせる国づくりを！

萩
はぎ

原
わら

　恭
きょう

子
こ

①�ＪＡＭ
　�ＮＳＫニードルベアリン
グ労働組合

②執行委員
③報恩謝徳の精神で!!
④�高等学校就学金制度の対
象となる年収を引き下げ
てほしい。また制度を大
学まで拡大してほしい。

労働組合をカザ
・ ・

ル！　　年おとこ＆年おんな
氏名、①組合名、②役職等、③2016年抱負、
④政治に期待すること　　　敬称略・順不同

新春
企画

今年の抱負・政治に期待する
ことを聞いてみました。
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