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地域の元気発信！ 笑顔あふれる３日間

　「2018連合群馬ふれあいフェスティバル」は、５月
13日の高崎会場を皮切りに、27日の伊勢崎会場までの
３日間、県内の８会場で開催されました。来場者は述べ
３万２千人、スタッフや実行委員、出店者・出演者など
を合わせると総勢で５万人を超え、多くの方に支えられ
て開催することができました。各地協では、年明けから
実行委員会を開催し、準備期間を含めると約５カ月間に
及ぶ連合群馬の一大イベントが終了しました。
　今年は『組織力・発信力は地域の活力』をテーマに工
夫を凝らし、県連合としても“発信力”に重きを置き、

組合役員へ「メーデーからふれあいフェスティバルへ」
と題した特集を３月号に掲載、フェスティバルに至った
経緯など意識づけを行ってきました。また、会場では連
合群馬ブースを設け、アンケート形式で労働相談の呼び
かけやフェイスブックの登録拡大を促進し、認知度向上
やフォロワーの増加など一定の成果が得られました。
　今後、来年以降のフェスティバルに向けて、これまで
の取り組みの総括、メーデーの意義を伝える取り組みの
論議を行い、更に前進した取り組みとなるよう、皆さん
のご協力を宜しくお願いいたします。

連合群馬ふれあいフェスティバル開催

ステージでは構成組織の紹介です レンゴウクエスト。
そこには組織紹介でＰＲ

「悩みありますか？」労働相談を紹介前橋 館林 桐生

発信力 労働組合・連合を知ってもらおう



飲み物売れ行き好調
（山田製作所労組）

安心安全の学校給食を
（高崎市役所職員労組）

ふわふわ揺れるたびお富ちゃんが
おいでおいでと接客してくれます

終盤ではおなかが満たされて
手ごわいザリガニ釣りです

ローカルヒーロー　リューマインより
ライバルが気になる男の子

青年女性委員会が企画運営に協力

プロ顔負けの腕前「たい焼き」
（ＩＨＩ労連）

大人も子ども真剣　皿回し
（太田市社会貢献活動連絡協議会）

おもちゃドクターの手で息を吹き返す
おもちゃ（おもちゃの病院）

大人気のポチットくん体操

新鮮野菜をお届けします
（とりせん労組）

大きなトラックで子どもたちに人気
（日野自動車）

障がい児者和太鼓どんどんクラブ　披露

生演奏でフラを盛り上げます
（県立女子大学）

わんちゃんふれあいコーナー
（勢多農林高校）

桐生

高崎

高崎

北部 館林

西部

西部

桐生

北部

組織力 労働組合・企業が力を合わせて

地域の活力 地域で活躍する皆さんと共に人気コーナーの一コマ

太田

太田 前橋

太田 桐生

伊勢崎
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　2019年４月に予定される「統一地方選挙」では、現在、
34名が在籍している連合群馬議員懇談会の約３分の２に
あたる、21名が任期満了を迎えます。今後、推薦候補者
の必勝に向けて、さまざまな取り組みを進めていきますが、
まずは「なぜ連合が政治に関わるのか？」を共有し、第
１次推薦候補者の紹介をします。（以下、連合HPより抜粋）

　労働組合の基本的な役割は、組合員の雇用を守り、労
働条件を維持・向上することで暮らしの安定をはかるこ
とにあります。しかし、社会保障や税をはじめとして、
企業内の労使間だけでは解決しきれない問題も多く、国

2019年４月は
統一地方選挙！ 連合が政治に関わる理由とは?

や地方の法律や条令の改正、予算の確保・拡充等に向け
た政治活動に取り組むことが必要不可欠です。
　同時に、民主主義社会を成熟させていくためには、国
民一人ひとりが主権者としての意識を向上させ、主体的
に政治に参画していかなければなりません。また、組合
員一人ひとりが政治の重要性を認識し、積極的に政治活
動に参画することで、働く者の立場に立った政策・制度
の実現をはかることが求められています。
　連合は、こうした観点から、組合員の政治意識を高め
る取り組みを強化するとともに、組合員と連合の政治理
念や政策を共有できるように努めています。また、連合
が掲げる政策・制度を実現するため、政策協定を結んだ
政党ならびに政治家と連携した取り組みを進めています。

2019年4月　統一地方選挙　　　　推薦候補予定者紹介！支援区分はいずれも【推薦】です。

　連合は、職場・家庭・地
域における男女平等参画の
重要性について、組織内の
合 意 形 成 を は か る た め、
2004年より６月を「男女平
等月間」に設定し、時々の
課題をテーマに取り組みを
行っています。本年につい
ては、連合群馬「第３次男
女平等参画推進計画」を総
括し、「第４次」を策定していくにあたり、県内の女性の
活躍が推されている企業の状況や、連合本部の推進計画
の進捗について、学習する場を設けることとし、６月５日、
群馬県生涯学習センターにおいて、113名の参加により
行われました。
　第一部では昨年、女性活躍先進企業（ＪＲ東日本、サ
ンデン、群馬銀行）を訪問し、取り組みの特徴点や意見
交換の内容について、女性委員会菊池委員長より報告さ
れました。
　第二部では、連合本部の男女平等参画推進委員長でも
ある芳野友子副会長を講師に招き、「女性のための労働組
合;労働組合のための女性」と題して、本人のこれまで

の経験を交えて、連合第４次男女平等参画推進計画の状
況が説明されました。
　芳野副会長は、「単組の専従書記として活動をしていた
当時、職場の女性の様々な声を耳にした。一番大きかっ
たのは1990年の育児休業制度の導入に取り組んだこと。
多くの女性が結婚や出産でなぜ辞めるのかと立ち止まり、
考え、『辞める理由はない』と気づき、働き続けてくれた」。
また、「男女平等を進めていくとしながらも執行委員会に
おける協議課題になっていない。結果的に男性中心にな
りがちで、男女間での格差を正そうと話をしても社内で
理解してもらえなかった。きちんと権利を主張できる女
性がリーダーにならないと改善には至らない。難しく考
えず、気楽にもっと多くの
女性に出てきてもらいたい」
と参加者に理解を求めまし
た。
　働く女性が、より活躍を
していくためには、越える
べき課題が多くあります。
今回の学習会が、各組織の
取り組みの参考になればと
思います。

菊池女性委員長より、県内の女
性活躍先進企業の状況を報告

芳野連合副会長より、ご自身の体験
を踏まえた講演をいただきました

労働組合が男女平等に取り組む意義、
女性執行委員を選出したことによる変
化など、今回の資料の提供をいたします。
お問合せお待ちしています。

女性でも気楽に組合活動を！
男女平等月間の取り組み６月

◆学習会に働く女性ら113名参加◆

第１次
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之
（新人・ＵＡゼンセン） （現５・ＪＲ総連） （新人・ＪＲ総連） （新人・自動車総連） （現２・ＪＲ総連）

高崎市議会議員選挙 太田市議会議員選挙 安中市議会議員選挙
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－Ｗｉｔｈの紹介と、本日の研修内容教えて下さい。
　ＪＡＭには女性の権利向上や交流の場として活動を進
めている「Ｗｉｔｈ（ウィズ）」という女性協議会があり
ます。私はＷｉｔｈ北関東（群馬・埼玉・茨城・栃木県）
の議長をしています。今期メンバーの半数以上が新任と
いうこともあり、幹事会毎に学習会を行いながら学び、
また知識を深めています。
　活動の一つに職場・工場見学と意見交換を行う“ク
ローバートーク”を開催しています。他労組の女性組合
員の皆さんとの交流を行い、単組へ持ち帰って頂く事を
目的としています。毎回とても好評ですが、今年は来年
の参議院選挙を見据えて、国会見学と女性政策課題の講
演を実施します。女性が働きやすい環境を作るのは、職
場内だけでは解決出来ないことが多く、Ｗｉｔｈに参加し
さらに理解を深めました。私たち働くために仲間を国会
へ送り出すことが大切であると実感しています。単組で
活躍する女性執行委員など20名参加しますが、皆さん
と共有していきたいと考えています。
　本日は年１度開催している「女性役員研修会」を群馬
県前橋市で２日間の研修を行います。「私たちがイキイ
キと働きつづけるためには何が必要か？」をテーマに各
年代の女性が抱える問題についてグループ討議を中心に
行い発表し、外部講師による総評とアドバイスをいただ
きながら、より深く問題点に対して議論します。

—日頃のお仕事は？
　製造部門の間接スタッフとして、品質業務に携わって
おります。内容は社内の生産部品についてお取り引き先
と品質に関わる全般のやりとりを行っております。

今回は、ＪＡＭ北関東Ｗｉｔｈの研修会に
お邪魔して、お話を伺ってきました！

　また私の単組では、今年より執行部に女性執行委員
２名を選出し、労使交渉やイベント運営に携わり、女
性の声を反映しています。さらに、執行委員とは別枠
でＷｉｔｈ北関東、Ｗｉｔｈ群馬、連合群馬女性委員を派
遣し、合計５名が連携を図りながら組合活動に携わっ
ています。担当を明確化し、分担することで一人ひと
りの負担を軽減しています。少しずつですが、単組で
も女性の活躍の場が出来始めました。

—これからの目標は？
　議長就任後、活動を進めていく中で、“私の役割って何
だろう？”と考えてました。Ｗｉｔｈ北関東メンバーの
まとめ役だけでなく、Ｗｉｔｈ中央の方針を北関東へ落
とし込み、推進していきます。さらにはＷｉｔｈ群馬や
単組へ繋げていくことが役割であると感じました。ボト
ムアップ・ボトムダウンですね。今回の研修会内容も２
月に開催した「Ｗｉｔｈ全国女性活動担当者会議」のグ
ループワークの内容を参考にしております。一歩ずつで
すが、“繋げて広げる活動”を目標に、今後も幹事メンバー
と共に進めていきたいと思います。

—お休みは何してますか？
　コーヒーが大好きで、よくカフェに行きます。産地や
焙煎方法、淹れた方の違いについて楽しみながら好きな
味を求めて探索しています。すっきりとした少し甘みの
ある味が好きです。酸味が苦手な方も多いと思いますが、
飲みなれると酸味を美味しく感じますので、ぜひ産地毎
の飲み比べをおすすめします。
　先日も東京で開催されたコーヒーフェスティバルに参
加しました。実はテレビ東京「ガイアの夜明け」のイン
タビューを受けまして、５月15日放送冒頭で少し放送
されました。こんな好きなコーヒーで“楽しいイレギュ
ラー”がありましたが、これからも美味しいコーヒーに
たくさん出会いたいですね。

ＪＡＭ北関東　Ｗｉｔｈ　議長
ＪＡＭ　Ｗｉｔｈ　幹事
山田製作所労働組合

桑
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原
は ら

 あゆみさん
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ボトムアップ・ダウンで繋げて広げる活動を

u

un i o n  g i r l

「政策フォーラム」　開催のお知らせ
　2018年県民意識調査の結果と分析について共有するとともに『2019年度の
政策・制度要求と提言』の策定にあたっての認識共有と要求内容素案について
意見交換と集約を行います。
　あわせて、重要な政策課題の一つである「子どもの貧困問題」をテーマに、
県内における実態や取り組み状況などを学習します。
１．日　時：2018年７月21日（土）９：30～11：45（受付９：00）
２．場　所：群馬県公社総合ビル　大ホール
３．内　容：
⑴第１部：県民意識調査報告・2019政策・制度要求と提言（素案）説明・質疑
⑵第２部：シンポジウム「子どもの貧困・県内の実態・取り組み状況について」
問い合わせは　連合群馬まで　☎︎027-263-0555

ラジオＣＭ放送中

“お耳を拝借”♫86.3

【組織拡大期間】　　

７月13日までＦＭぐんま
でＣＭ放送中です。
通勤中のお車やスマホア
プ リ「radiko.jp」 か ら も
聞けます！
■水曜～金曜日
　7：00～7：30　1回
■月曜～金曜日
 19：00-19：15　1回

Listener 　吉田香苗

◀ Ｗｉｔｈ北関東女性役員研修会で活
発にグループディスカッション

▼Ｗｉｔｈ全国女性活動会議
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