
健やかなる新年を迎え、心よりお慶び申し上げます。

― 年末年始はどう過ごされましたか？
　年末も慌ただしく時間が過ぎて行きました。そんな中
でもテレビドラマ「陸王」は欠かさず見ていました！老
舗足袋メーカーの再起をかけた新商品開発の日々。限ら
れた人材・資金・設備の中で画期的なマラソンシューズ

“陸王”の誕生。非情な妨害行為など様々な困難が生じる
中で、弱い立場に追い込まれた主人公が愛する家族はも
ちろん、強い絆で結ばれている従業員や仲間たちの思い
に応えるため、一発大逆転を決めるというストーリー。
自分や企業に置き換えて、大変考えさせられる内容でした。
年末年始は、静岡県に住む娘と孫が帰省してくれて、に
ぎやかで楽しいお正月を迎えました。

― あらためて第16期の決意を！
　16期は連合群馬が結成して30年目の節目を迎える重
要な期になります。諸先輩方が築き上げた歴史を大切に、

「顔合わせ・心合わせ・力合わせ」を再認識し活動を進め
たいと思います。

― 2018年の目標をお聞かせください。
　まずは、組織拡大・組織強化です。2020年に「1000
万連合を目指す」と方針決定し４年が経過しました。厳
しい経済情勢やそれぞれの企業の構造改革や事業再編な
どにより組合数・組合員の減少傾向にある中、直近では
産別や地協のそれぞれのご尽力により、歯止めがかかっ
ている状況ですが、目標である結成当初の12万５千人に

は程遠い状況です。30年目、またその先へと連合
群馬が飛躍していくには、労働運動の原点である組
織化・組織拡大は不可欠な取り組みであります。第
16期は、副会長の増員や欠員となっていた副事務
局長を従来体制に戻し、内部体制を整え目標達成に
向けてスパートをかけていきます。

― 「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」その思いは？
　連合の活動領域は労働組合の組合員のみならず、
すべての勤労者に目を向けた取り組みが必要である
と思っています。また、構成された労働組合が結集し、
集合体としてパワーを発揮し労働運動の価値を地域
社会で示していくこと、さらには外部に向けて発信
していくことがなにより重要です。そのことが地域
社会での役割と責任というだけではなく、組織企業

の中でも労働組合の存在価値を高める取り組みだと考え
ます。
　また、再編した８地協の機能充実に向けて、さらなる
論議を重ね2019年度には新専従体制を確立し、より地
域に根差した地協活動になるよう進めていきます。

― 第16期の基本目標、「組織力」「政策力」「発信力」ズバ
リ何ができるかと考えますか?
　まずは、先に触れた組織拡大・組織強化は「組織力」
を含めた最優先課題と捉えています。そして次に毎年、
県民の皆様にご協力をいただいている意識調査の結果分
析や、政策提言の立案精度・能力向上をねらった人材育成。
更に、働く者の立場に立った政治勢力の拡大を目指し、
産別や議員懇との連携強化を精力的に取り組む必要があ
ると思います。その他にも、ふれあいフェスティバルの
在り方について、メーデーの意義の再確認や、取り組み
が連合運動に広く寄与されているのか、また労働組合の
活動としての発信力が不足していないかなど、フェスティ
バルの更なる進化に向けて、整理をして検討していきた
いと思います。
　まだまだありますが、これらが３つの言葉から連想で
きる課題だと捉えています。

― 最後にひとことお願いします！
　今年も産別・地協の皆様の協力をいただきながら、全
力で邁進していきたいと思います。
　本年も皆様により良き年になるよう、輝かしい一年に
なるようご祈念申し上げます。
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特集 体制！連合群馬８地協紹介！新

　沖山議長
新議長となり！
先輩たちが築き上げた地協を基本である、
団結・連帯・相互扶助の精神を念頭に、連
合の果たすべき役割を意識して元気に・
明るく・楽しく加盟産別（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。

　越澤議長
「すべての県民が安心して暮らせる地域社会の実現」に向
けて、定期総会で確認した2018年度活動方針を幹事会役
員と構成組織の皆さんとしっかりタッグを組んで共に支
えあい助け合いながら、地域に根差した顔の見える地協
活動を推進していきます。

　根岸議長
地協活動のあり方の見直しが求められる中、地協専従役員、
また近隣地協とも連携を図り、働く者の代表として、地
域・行政ともしっかり連携しながら役割を果たしてまい
ります。そして、組合員はもとより、そのご家族、地域、
加えて社会からも信頼され、頼りがいのある存在となる
べく活動を展開していきますので皆様の積極的な参画を
お願い致します。

　間中議長
新しい体制となり活動がスタートしました。
働く仲間と家族が安心して暮らせる魅力ある
地域を目指し館林地協の役員と共に助け合い
地域が発展する活動を推進してまいります。

　渡辺議長
北部地協として３年目が
スタートしました。
連合群馬が目指す「すべての県民が安心して暮らせる地域
社会の実現」のため、我々地協が果たさなければならない
役割は非常に大きいと認識しています。構成産別・単組の
皆さんの声を聞き、地域の方々とも連携し力を合わせ、取
り組みを実行・推進するために共に頑張りましょう。

　福島議長　
第21回定期総会にて、1年間の活動計画を確認し、ス
タートしました。第15期前半期に於きましても桐生
市・みどり市で働くすべての皆様が安心して暮らせる
社会を目指し、『明るく・楽しく・元気よく』 活動をし
て参りますので、引き続き、皆様のご支援・ご指導を
宜しくお願い致します。

　飯田議長
太田地協は、今期役員25名中14名が新しくなる中スタートしました。
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、①構成組織
さらなる連携強化、②構成産別、単組による新たな仲間づくり、③勤
労者、生活者視点の政策要求と実現、の3つをキーワードに、地域に根
差した活動を推進し地協としての役割を果たせるよう取り組みます。

　鈴木議長
西部地協は、新しく役員となられた皆さんと共に活動
をスタートしてまいります。旧３地協の統合により、
活動範囲は広域ではありますが、しっかりと地域に根
差した活動を進め「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、しっかり顔の見える地協活
動を推進してまいります。

前橋地協

高崎地協

伊勢崎地協

館林地協

北部地協

桐生地協

太田地協

西部地協

11月に全地協の総会が終了しました。
今後とも縦にも横にも固く連携を結び、地域の
顔として活躍していきます。
今後とも宜しくお願いします。
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　11月25日（土）、県勤労福祉センターで青年委員会及
び女性委員会がそれぞれ第16回総会を開催しました。

　青年委員会では35名が参加し、２年間の活動を振り返
るとともに、青年活動の活性化など第16期の活動方針に
ついて確認をしました。
　再任された加藤委員長の挨拶では、「組織の枠を越えた
仲間の輪を広げる活動や、青年組合員にとって楽しいこ
と、ためになることを企画していきます。参加して損を
したとは絶対に思わせないような活動に取り組みますの
で協力を宜しくお願いします」と述べられました。
　女性委員会では26名が参加し、同じく２年間の活動を
振り返り、女性活躍を進めている組織内外の企業、労働
組合との意見交換など活動方針について確認しました。
　新たに委員長に選出された菊池委員長は「女性活躍が
一歩でも前進できるよう、皆さんと共に楽しく活気ある
取り組みができるようご協力宜しくお願いします」と挨
拶がありました。

　総会終了後、青年・女性委員会合同で『妊娠・出産・
育児に関する制度について』の学習会を開催し、群馬労
働局・千葉裕子雇用環境・均等室長を招き、講演をいた
だきました。
　千葉室長からは、「昨年１月から男女雇用機会均等法及
び育児・介護休業法の改正により、上司や同僚による職
場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメン
トを防止する措置を講ずることが事業主に義務づけられ
たこと。また、妊娠や出産等を機に会社から不利益な取
り扱いをうけることは禁止されており、法違反であるこ
と」などの説明がありました。
　参加者からは、「女性が多く働いている職場では、特に
育児関連の休暇制度を利用させたい思いはあるが、制度
を利用することで現場の人員が確保できなくなってしま

うという課題もある。このような企業もあることを踏ま
え、制度を利用できない要因の把握、改善の方向性等も
示して欲しい」といった意見が出されました。
　厳しい状況に置かれている職場もありますが、モチ
ベーションを高く働き続けるためにも、お互いさまとい
う気持ちで、みんなで助け合い、支えていく職場環境づ
くりが必要であることを共有し、学習会を終えました。
　連合群馬としても、男女平等参画の実現に向けてさま
ざまな取り組みを進めます。

　連合群馬議員懇談会第28回定期総会が開催され、会 
員議員・産別・地協役員など67名が参加しました。
　総会では、①政策制度実現に向けた取り組み、②勤労 
者・生活者支援、③政治活動強化に向けた理解活動など 
2018年度の活動計画を確認しました。また、連携議員
の 拡大や総会運営の見直しを目的に会則の改定が提案さ 
れ、論議・確認をしました。執行部では、黒沢代表を再 
任で選出し、長谷川衆議院議員は顧問に就任しました。

 委員長  加藤康之（電機連合） 副委員長  生方一之（JEC
連合） 事務局長  落合保友（自動車総連） 幹事  吉澤崇周

（JR総連）、金子厚史（情報労連）、松村尭之（JAM）、岡
田一馬（自動車総連）、山村勝太（JP労組）、猪熊寛之（自
治労）、菊地亮介（電力総連）、重田敦史（電機連合）

連合群馬の日常の活動をはじめ、「働くこと」に関する情報を発信しています。

みなさんのフェイスブック 
ページから「連合群馬」を検索!

連合群馬公式ページ フォロワー募集中!

連合群馬

青年委員会／女性委員会　総会開催

政策制度実現に向け更なる連携

組織の枠を越え仲間づくり！女性活躍をめざし！

 委員長  菊池美穂（電力総連） 副委員長  星野まゆみ（UAゼン
セン） 事務局長  唐澤　忍（日教組） 幹事  宮澤志帆（自動車総
連）、笹澤奈巨（電機連合）、六本木美希子（電機連合）、竹井
美咲（自治労）、小川真希子（JAM）、羽鳥しのぶ（JP労組）、
本間沙織（政労連）、木村奏絵（全労金）、湯浅信恵（国公総連）

議員懇
第28回定期総会
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①田
たむら

村　努
つとむ

②日本電産サーボ労組/桐生地協
③執行委員長/事務局次長
④仕事と趣味の両立。気持ちだけで
なく、体も若返りを目指す！

⑤介護支援制度の拡充。介護をしな
がらでも働ける風土醸成。

①丸
まるやま

山　幸
ゆきえ

恵
②ミツバ労働組合
③職場委員
④2018年は、趣味を充実させたいで
す。高校生以来描いていない油絵を、
また描き始めたいと思います。
⑤自動車の税金を、地域社会の充実
に有効に活用して頂きたいです。

①栁
やなぎさわ

澤　孝
たかし

司
②関東西濃運輸労組
③執行委員長
④先ずは、健康第一。ケガなく還暦
野球を頑張りたい！
⑤人口減少・少子高齢化対策のさら
なる対策を!!

①金
かねこ

子　渡
わたる

②群馬県議会議員　渋川選挙区
④昨年は上野三碑のユネスコ「世界
の記憶」や「みなかみエコパーク」
の登録で群馬の宝をPRできまし
た。今年もグリーンツーリズムや
バイオマスなど地域の特性を活か
して活性化に取り組んでいきます。
議員活動20年目に入る節目の年
となりますので、皆さんの声を県
政にしっかりと届けるために頑張
ります。本年もよろしくお願いい
たします。

①田
たしろ

代　大
やまと

和
②新潟原動機労働組合　太田支部
③書記長
④社会の変化に強くなる組合支部活
動を実践する。
⑤高齢化と人手不足の問題を社会の
仕組みを変えて解決して頂きたい
です。

①小
おがわ

川　あきら
②群馬県議会　前橋選出区
④仕事と子育て・仕事と介護の両立、
子どもの貧困、公共交通の課題等
に引き続き取り組んでまいります。
皆さまのもとに幸せがワ

・

ン
・

さかあ
つまるワ

・

ン
・

ダフルな１年になりま
すように、県議会で頑張ります！

①塩
しおやま

山　祐
ゆうき

紀
②NTT労組　群馬分会
③frage委員（青年委員）
④後輩に頼られるような先輩になる。
⑤領土問題の取り組みをもっと行
なってほしい。

オンリーワンな抱負・・
労働組合で活躍する 聞いてみました新春

企画

議会プラス 

新春お年玉Quiz
リフト券が当たるワ

●

ン
●

チャンス

賞品：スノーパーク尾瀬戸倉
　　　リフト1日券引換券　　（ペアで２名様）
　　　リフト1日券半額購入券（ペアで５名様）
応募方法：Ｅメールにてクイズの答え「○○」と、応募者の
氏名、郵便番号、住所、電話番号、労働組合名を記入の上、

info@gunma.jtuc-rengo.jpへ送信をお願いします。

応募期限：2018年１月24日（水）　必着
賞品発送：2018年１月下旬を予定
なお当選者の発表は、１月下旬に連合群馬
HPで発表（市町村とイニシャル）します。

：2018年４月より有期労働契約から…

「○○労働契約」への 転換 を
申し込むことができます！

※○○の部分をお答えください。

問題

①お名前　②組合名
③役職　④2018年の抱負
⑤政治に期待すること

年男
＆年
女

ボクの抱負は
ケ
●

ン
●

（犬）康第一で
みんなの目標を
追い

●

ぬ
●

きたい。
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