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新春 富澤会長インタビュー
健やかなる新年を迎え、心よりお
慶び申し上げます。日頃から連合群
馬の諸活動に対しまして、ご協力を
いただき感謝申し上げます

昨年を振り返り、印象に残っているニュースは
予期せぬ災害が各地で発生し、県内各地においても
大雨や土砂流出による被害、また熊本や鳥取において
も大きな地震が起こり、多くの建物が崩壊するなど生
活そのものが脅かされる事態となりました。改めて自
然の猛威を感じさせられた一年となりました。群馬は
災害発生がない県と考えてしまいがちですが、いつ起
こるか分からない災害に対し、私たち自身が改めて必
要な準備を普段から行っていくこと。それと同時に困
難な立場にある方々の支
えや防災の備えを確かな
ものにしていくこと、職
場や地域で労働運動なら
ではの役割を果たしてい
くことが大切と改めて強
く思いました。
震災カンパ

会長就任1年が経ちましたが…
一昨年11月に連合群馬結成以来、初めて地協統合を
して８地協がスタートを切りました。準備から結成、
そして本日に至るまで地協役職員の皆様には一方なら
ないご尽力をいただきました。
参議院選挙では比例区推薦候補者12名のうち４名が
当選にいたらなかったことは残念な思いでありました。
選挙区では、候補者擁立に至るまでの動き、推薦体制
を含め、
野党共闘においての戦い方や連携の在り方など、
時間がない中で極めて難しい選挙だったと認識してい
ます。
選挙総括の中で候補者
擁立に向けた関係機関と
の連携強化を確認し、昨
年11月には選挙後初とな
る民進党群馬県連と意見
交換を実施し、さまざま
な視点から要望や問題提
会長と候補者３人
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日本労働組合総連合会
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起など意思統一を行いました。いつ解散になるかもし
れない衆議院選挙や２月に施行される県都前橋の市議
会議員選挙では推薦候補者全員当選に向け、産別と地
協と連携を行っていきたいと思います。

働き方改革が加速していますが…
長時間労働による新入女性社員の自殺が労災認定さ
れ大きなニュースとなりました。この同時期に現政権
の「働き方改革実現会議」の大きなテーマである、同
一労働同一賃金、長時間労働の是正などについて、ガ
イドラインが提案され、連合本部としても関係機関へ
の要請行動や地方連合では世論喚起などの波及に努め
ています。あくまでも、主役は労働者であり、政府が
真の議論をしないまま、法案成立に向け進むのは危険
であり、誰のための政策なのか、
『働かせ方改革』になっ
ていないだろうかが重要となります。

第15期後半をどう進むか
長時間労働の問題でもそうですが、労使でしっかり
現状を把握し、管理すべきことだと思います。こういっ
た労使関係が一部に留ま
ることなく、展開されな
ければ本質的な問題解決
にはつながりません。
私たち労働組合は、そ
のチェック機能を高めて
いきたい。なんでも労働
愛のカンパ 地協贈呈式
相談からの組織化や産別
との連携により、未組織・未加盟組織へその取り組み
を波及させていくことが、連合としての大きな役割で
あると考えます。
この一年同様、本年も『連合運動が役割と責任を果
たし活躍するフィールドは地域社会にある』と認識を
合わせながら活動を進めていきます。
地協活動検討委員会において、地域活動の点検や補
強など、産別・地協の皆さまと連携し、活動を邁進し
ていきたいと思いますので、皆さまのご協力を宜しく
お願いいたします。
本年がそれぞれの組織、すべての働く皆さんにとっ
て輝かしい一年になることをご祈念申し上げます。
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新 春 労働組合で活躍する
女
＆年
企画
男
年

色トリドリな抱負

聞いてみました

①お名前②組合名③役職
④政治に期待すること
⑤盛り上がる！2020年東京オリンピック
までのご自身のマニュフェスト（公約！）
知られてない、ケッコー、インター
ナショナルなんだ。

意外と自分の体を見て、うっ
トリするトキあります。
ひト リ、ひト リ の
力で組織拡大を実
現ですね

おおつき

みずき

①大月 瑞季
②アドバンテスト労働組合
ト労働組合
③執行委員（電機連合群馬地協
青年女性委員）
④格差社会の緩和。税金の無駄遣
いの減少。
⑤英語がペラペラになること！

こじま

ひろゆき

①小島 弘行
②ＵＡゼンセン群馬県支部 / 連合群馬
③支部長 / 会長代行
④子どもの貧困がない、若者が将来
に希望を持てる社会にすること
⑤仲間の皆さんの力を結集し連合群
馬組織拡大12万5000名を達成！
体 脂 肪5％ を 勝 ち ト リ
たいなぁ〜。お互いが
んばりましょう

さいとう

まなみ

②JEC連合 関東電化労組
③青年女性部 女性対策部長
④年金改革で確実に年金が支給され
るように！
⑤体を鍛えて、バキバキにする。
イクメンで引き続き、
おしド リ 夫婦もわす
れずに。

まさき

①齋藤 雅紀
②自治労群馬県本部
③中央執行委員
④「ひと」を大事にする政治をしてほし
い。労働者は会社の宝だと思います！
⑤群馬県本部でたくさんのことを吸収
して、単組でも組合活動の質を高め、
組合員にフィードバックしたい。

わかさ
いいづか

キ チ ン とフィードバック
できると個人も労働組合
も質が高まりますね
バ ー ッ ト、 仲 間 と
過ごす時間が楽し
みですね

さいとう

にしむら

①西村 愛実

たかし

①飯塚 敬
②ＵＡゼンセン 日清紡労働組合館林
支部/連合群馬館林地協
③副支部長/幹事
④明るい老後が期待できる社会の実
現をお願いします。
⑤2020年までに体重を10kg減ら
します。

てつや

①若佐 哲哉
②運輸労連 全日通労働組合群馬支部
③執行委員
④子どもを育てやすい国づくり
⑤今年３月に第３子誕生の予定です。
育児に積極的に参加したいと思い
ます。

その頃は非組合員さんです

新しい職場で

か〜。いろんなスト ー リ ー
がまってます！

ハバタケ !!

けいいち

①齊藤 啓一
②ＪＲ総連 ＪＲ東労組/連合群馬西部地協
③高崎支部執行委員/議長
④孫達の世代に平和で、安心して暮ら
せる社会をつるのが大人の責任です。
人にやさしい社会を実現しよう
⑤私も還暦です。仕事も、ハイキングも新しい
仲間たちとともにすごす時間を楽しみたい！

ながい

わたる

①永井 渉
②自治労渋川市役所職員労働組合/連合
群馬北部地協
③執行委員長/事務局長
④生活者本位の心ある政治を求めます
⑤組合員でいること

なんば

とおる

①難波 徹
②連合群馬ユニオン 三益半導体工業
労働組合
③執行委員
④新しい職場に異動になり、早く皆か
ら頼られる存在になりたい
⑤なかなか変わらない政治に期待も…
けど、若者が期待できる政治を！
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県内３５自治体へ地協「政策要求」を提出

町長や担当部局と意見交換も

地域協議会は「すべての県民が安心して暮らせる地
域社会」の実現に向け、10～12月に県内35の市町村
に対し「政策・制度要求と提言」を提出しました。
今年度は統一項目に『学校現場における生活と政治
の拘わりなど、主権者教育の推進』を新たに加え、県
民意識調査の結果はもちろん、議員懇の協力を得て作
成をしました。提出時には町長や各部局との意見交換
を実施し、地域の現状を理解する上で重要な取り組み
となっております。また、文書回答を要請し、要求実
現に取り組みます。
人口減少が厳しい自治
体であり、働く場の醸
成が必要。村外からの
入村者誘致活動により、
居住者が増えた。ハー
ド面も整 備しているが、
居住者が増えても働く
場が無くては在住する
ことが難しく、今年度
も雇用を創出する予定
である。(A 村 )

今年度、固定電話を利用
した災害安心サービスを
開始し、３割登録であり
意識が低調なのが悩みで
ある。(B 市 )

←前橋市（右：地協 ･ 鈴木議長）

↑桐生市（中央：地協 ･ 堀口議長）

提言内容の認識は同じで
ある。市だけでは対応が
難 し い 部 分 も あ る の で、
地協と連携し取り組んで
いきたい。(C 市 )

高齢者の活躍についてはシルバー
人材センターに150名余り在籍し
ており、契約金額も実績を上げて
いる。企業誘致も、工業団地に2
社ほど誘致してきた。(D 町 )
提出では意見交換
も実施し、地域の
実情について共有
している地域もあ
るんだね〜

地協統一項目 抜粋
○利用者の状態像に応じた介護サービスの安定供給
○生産年齢人口の減少に伴う対策強化
○非正規労働者の雇用安定や処遇改善の強化
○主権者教育の推進 など

連携議員拡大など、民進党と選挙後初会合
11月30日、民進党群馬県総支部との意見交換を開催
しました。
民進党が発足し初めての国
政選挙となった第24回参議
院議員選挙後、民進党・連合
群馬の双方が選挙戦を総括し
「定期的な意見交換が必用」
と共通認識され、今回初めて
挨拶を行う富澤会長
実施。衆議院の解散総選挙を
見据えた支援体制の構築に向けては『党の組織強化』や
『野党共闘に対する考え方』など活発な意見が交わされま
した。また、連合の政策実現に向
けて、国政のみならず、地方議会
における連携議員の拡大や、民進
党の政策を有権者に示し、信頼を
得られる政党を目指して、
引き続き、
意見交換を重ねていくことを互い
に確認し合いました。
民進党県総支部 黒沢代表

議員懇談会第２７回定期総会を開催
連合群馬が
政策実現に向
け、連携して
いる議員団の
組織である連
合群馬議員懇
談 会 の 第27
回定期総会が
12月11日、
前橋テルサで開催されました。
総会では、2017年度の活動方針、予算、役員体制が
満場一致で確認されました。
総会終了後には、民進党副幹事長であり厚生労働委員
会委員を務める石橋通宏参議院議員（情報労連組織内）
を講師に、
「労働法制の現状と課題」と題して、政府や推
し進めようとしている「働き方改革」と称した実質“働
かせ改革”ともいえる法案の問題点などわかりやすく解
説いただき、真の「働き方改革」となるよう、連合と議
員とともに地
域から力強く
運動を盛り上
げていきたい、
ま た、 最 後 に
は民進党に対
する支援の要
請を共有しま
した。
明快に熱く語る

石橋参院議員

4

NO.252

２

12㈰投票日 前橋市議会議員選挙

連合群馬推薦候補予定者

ほその

勝昭
かつあき

（自動車総連） 現・73歳

つのだ

（情報労連） 現・67歳

修一

一人ひとりを大切にする市政を

かずお

かずや

元気前橋！安心・安全な街づくり

和夫

みつもり 和也
（自治労） 現・49歳

市政のチェックマン！

みやた

安心して生活できるまえばしづくり

前橋地協政策会議で立案検討する候補者

絆を大切にする豊かで住みよいまちづくり

政策実現には議員の力

藤江

しゅういち

ふじえ

（電力総連） 現・50歳

あきら

（国公総連・日教組） 現・55歳

期日前投票を利用しましょう！
投票日当日、仕事や行事等のため
投票所に行くことができない方は、
期日前投票を利用しましょう。

投票を通じて、
一人ひとりの
声を政治に届
けましょう

２月

日
５
告示日

月
６

火
７

水
木
金
８
９
10
期日前投票期間

土
11

日
12
投票日

前橋市内の期日前投票所は以下17か所です。
選挙人であればどちらでも投票できます。
前橋市役所

（午前８時30分～午後８時）

支所・市民サービスセンター（午前９時～午後８時）
城南・大胡・宮城・粕川・富士見支所
上川淵・下川淵・芳賀・桂萱・東・元総社・総社・南橘・
清里・永明・前橋プラザ元気21 市民サービスセンター

