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☆第15回定期大会
☆会長挨拶要旨
☆新会長挨拶/定期大会フォト
☆退任役員紹介
☆新任役員紹介
☆2018年度新役員/青年委員会「環境文化体験学習in屋久島」
☆教育フォーラム/12月の行動日程
☆あけぼのビル

次への飛躍へ確かな一歩を！
～第１５回定期大会開催～

連合埼玉は、第15回定期大会を11月15日
（水）、浦
和ロイヤルパインズホテルにて、代議員・傍聴・来賓等、
約250名の参加のもと開催した。
主催者代表挨拶において連合埼玉小林会長より、
「政治情勢と先の衆院選について」、
「クラシノソコアゲ
応援団！RENGOキャンペーンのさらなる追求」、
「 組織
拡大」
といった、連合埼玉を取り巻く情勢や課題につい
て挨拶があった。大会では2018～2019年度運動方針、
2018年度予算等の議案が審議され、全ての議案が満

【各種報告】

１）
２０１７年度 活動経過報告
２）
２０１７年度 会計報告
３）
２０１７年度 会計監査報告
４）特別報告
①２０１７年度「埼玉県労働委員会」報告
②２０１７年度「埼玉地方最低賃金審議会」報告

【議事】

第１号議案 ２０１８年度～２０１９年度運動方針
（案）
について
第２号議案 ２０１８年度 予算（案）
について
第３号議案 ２０１８年度～２０１９年度役員の選出に
ついて
第４号議案 顧問の委嘱について

場一致にて確認された。今大会にて6年間、連合埼玉
を牽引した小林会長が退任され、新たに近藤嘉会長
が選任された。近藤新会長からは「連合埼玉結成30
年にむけ、構成組織・地域協議会と着実に運動を進め
ていく」
と挨拶があり、最後に参加者全員でガンバロー

【その他】

三唱にて大会を終了した。大会終了後には「ディーセ
ント・ワーク」
アピール行動を大会参加者全員でおこな
い、ディーセント・ワーク」実現に向けた想いを共有した。
E-mail:rengo-saitama@mlaa.rengo-net.or.jp
URL http://rengo-saitama.jp/

連合埼玉第１５回定期大会での報告事項及び議事内容
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大会スローガン(案)の確認
大会宣言(案)の採択

マンスリーは再生紙を使用しています
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連合埼玉第１５回定期大会
定期大会の冒頭にあたり、取り巻く情勢や課題認識など3
点について所見を述べ、
ごあいさつに代えたいと思います。
1点目は、
「政治情勢と先の衆院選について」
です。
まずは、第48回衆議院選挙では、予想を超えた急な展開
の中、構成組織、地域協議会の皆さんには、懸命な対応を
いただき感謝申し上げます。連合埼玉では、推薦した12名の
うち5名の当選にとどまり、多くの有為な候補者が落選となり
ました。安倍総理による究極の自己都合解散に始まり、野党
第一党の民進党の分裂により漁夫の利を得た自公が大勝
する結果となったことは、
痛恨の極みです。
何としても一強政治に終止符を打たんとした、民進党と希
望の党による事実上の合流は、本来まとまらなければならな
いはずの野党が分裂する結果となりました。残念でなりませ
ん。野党は今後、排除ではなく、小異を尊重しつつ大同団結
の道を探ってほしいと思います。
そして必ずや政権交代を実
現しなければなりません。
2点目は、2年間続けてきた「クラシノソコアゲ応援団！
RENGOキャンペーンのさらなる追求」
です。
①日本経済の現状は、緩やかな回復過程にあり、世界経済
も輸出を下支えに堅調な回復基調にあるといわれています。
しかし、労働分配率は低下傾向で、家計消費も伸び悩んで
います。一方、企業は最高益を上げています。連合ならびに
連合埼玉は、
「クラシノソコアゲ応援団！
ＲＥＮＧＯキャンペー
ン」
を展開中ですが、
まずは春季生活闘争に全力で取り組
みます。現在、連合は2018春闘方針として、
「底上げ・底支
え」
「格差是正」
と
「大手追従・大手準拠などの構造を転換
する運動」
の継続的な取り組み、
そして
「すべての労働者の
立場に立った働き方」
の実現に取り組む予定です。賃上げ
要求水準は、2％程度のベースアップを基準とし、定期昇給
相当分を含め4％程度の賃上げ案の方向性を議論しており、
12月5日に統一要求方針を決定する予定です。連合埼玉は、
2018春闘とそれに続く最低賃金の引き上げに全力で取り組
みます。
②「クラシノソコアゲ・キャンペーン」
のもう一つの柱は、
「働き
方改革」
です。与野党が対立する働き方改革に関する議論
は、本来は衆院選の争点のはずでしたが、低調な論戦に終
わりました。選挙で語らなかった政策を
「安倍一強政権」
は
今後の国会審議でゴリ押ししないか気がかりです。昨年の
地方委員会冒頭のあいさつで、安倍政権のいくつかの二枚

挨拶要旨

3点目は、
組織拡大です。
連合は2020年までに1000万連合を目指しています。連
合埼玉でも6年前の第12回定期大会で、20万連合埼玉
を目指すことを決定しました。
この間、各構成組織と意見
交換を実施し、組織拡大の取り組み状況や現状の課題
について認識の共有をはかった上で、具体的連携につ
いて話し合い、帯同オルグなどを実施してきました。不当
な労働環境で働く仲間からの一本の労働相談から、組
合づくりをサポートするために、連合本部と連合埼玉、構
成組織の三位一体の取り組みを引き続き強化します。
し
かし、残念ながら連合埼玉の組織人員は、
ここ数年、減
少傾向にあります。
一方で、埼玉県には約250万人の雇用労働者がいま
す。
もちろん、東京をはじめ県外勤務者も少なくありません
が、埼玉県内で働く未組織の方も大勢います。連合埼玉
は、情熱をもって仲間づくりに取り組みますので、皆さんの
ご支援とご協力をお願いいたします。
最後になりますが、私は本日の大会をもって退任いたし
ます。
6年前の第12回定期大会で宮本前会長からバトンを
引き継ぎ、
早いもので6年間が経過しました。
振り返れば、連合以前の単組時代も含めると36年の
組合活動、労働運動の第一線から身を引くことになりまし
た。社会人人生のほとんどを占めたそれなりに中身の濃
い36年間でした。皆様におかれましては、本当に多くの課
題克服にあたり、
ご指導・ご支援をいただき、心から感謝
申し上げます。
今後は2年後の連合埼玉結成30周年という節目も意
識しながら、次の新会長のもと新執行部・各組合は一丸
となって連合運動を進めていってほしいと思います。

舌について指摘しました。私たちは、
引き続き
「二枚舌」
の
本質を見抜かねばなりません。
社会に向けた運動と職場における取り組みを、
「ヨコの
広がりとタテの深掘り」
を意識しながら展開しています。誰
もが取り残されることなく、すべての働く人の暮らしをソコ
アゲすべく全力で取り組みます。皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
E-mail:rengo-saitama@mlaa.rengo-net.or.jp
URL http://rengo-saitama.jp/

会長 小林直哉

小林 直哉

①任期

①2009年11月～
2011年11月～
②ＪＡＭ埼玉
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2年間
（副会長）
6年間
（会長）

ボッシュ労働組合

②出身単組
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新会長挨拶
活動の強化にも繋がっていく

連合埼玉第15回定期大会において、
小林直哉前会長

のだと思います。

の後任として会長に選任されました、
近藤嘉です。
私たちを取り巻く環境は、
少子高齢化や労働力人口

諸先輩方が築き上げてこら

の減少など、様々な要因に伴い、スピードを上げなが

れた、
連合埼玉のこれまでの良

ら大きく変化しており、
各産業内における生き残りを

い流れ・伝統を絶やさぬ様、守

かけた競争は、
益々激化しています。
また、
その競争を

るべきところはしっかり守り・継承しつつ、また環境

勝ち抜いていくため、
効率を重視した様々な施策が展

変化に伴い「これまで通りが通用しない」局面におい

開されていることから、
労働環境や働き方にも大きな

ては、
議論を重ねながら将来を見据えた中でより良い

影響を及ぼしています。

方向に舵を切っていきたいと考えています。

新会長
近藤 嘉

連合埼玉は2019年12月に結成30年を迎えます。
次の

この様な中、
「将来にわたり安心して暮らせる社会」
、

時代を力強く切り拓いていくためにも、これからの2

また「将来にわたり安心して働き続けられる職場」に
していくためには、
労働組合としてカウンターパート

年間をしっかりと足元を固める期間としていかなけ

としての役割をしっかりと果たしていくことはもちろ

ればなりません。
「次への飛躍

んのこと、労働法制や社会保障制度など、
山積する社

スローガンを皆さんと共に体現できる様、
活動の質を

会的諸課題の解決に向けても各産業の枠を越えた連

上げながら一歩一歩着実に進めていきたいと思います。

帯をつうじて、行政や関係団体、世論に対しても積極

最後に、浅学非才の私ではありますが、誠心誠意連

的に働きかけ、
より多くの仲間と共に行動していくこ

合運動発展のために努力してまいります。
ご指導ご鞭

とが重要であると考えます。

撻の程宜しくお願い致します。

「活動の原点は

職場にあり！」
を念頭に、
私たちの

こんどう

確かな一歩を！」
この

ただし

強みである各職場における組合員とのコミュニケー

近藤 嘉プロフィール ①産別・単組 ②血液型 ③住所

ションを充実させていくことをベースに現場力を強

①自動車総連 本田技研労働組合
②AB型
③所沢市

化すること、
更にその輪を広げていくことによって働
く者・生活者の声としてより大きなうねりとなり、
連帯

第１５回定期大会
来賓の皆さま

松本勝正
さいたま市副市長

議長

埼玉労福協
宮本重雄副理事長

赤羽正芳代議員
（ＪＰ労組）
田﨑綾香代議員
（電力総連）

埼玉労働局
荒木祥一局長

埼玉県経営者協会
上條正仁会長

書記 川島貴至さん
（青年委員会）
田島由紀子さん
（女性委員会）
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民進党埼玉県連代表
大野元裕参議院議員

連合埼玉議員会議
山本正乃副議長

団結ガンバロー

E-mail:rengo-saitama@mlaa.rengo-net.or.jp
URL http://rengo-saitama.jp/
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退任役員紹介
前副会長

①在任期間

前執行委員

小室 隆行
（こむろ たかゆき）

①2011年7月～ 6年間
②ＪＰ労組
③労組専従役員24年間の集大成の時期に
連合運動に携われたことは、私にとって貴
重な経験であり、大きな財産となりました。
この間、多くの人と出会い、学び、支えて
いただき、感謝、感謝でございます。
これからは、
「義理人情と恩
返し」
で微力を尽くす所存です。
ありがとうございました。

前執行委員

鈴木 照（すずき あきら）

前執行委員

小林 健一
（こばやし けんいち）

前執行委員

佐藤 正治
（さとう まさはる）

前執行委員

萩元 義則
（はぎもと よしのり）

小濱 真樹
（こはま まさき）

①2012年11月～ 5年間
②ＪＥＣ連合富士フイルム労働組合
③5年の間、関係する皆さまには本当にお世
話になりました。私たちは決して大きな組
織ではございませんが、皆さまに温かく迎
え入れていただき、
なんとか務めることが
できました。組織事情により退任することとなりましたが、連合埼
玉での経験と出会いを胸に今後も頑張ってまいります。
ありがとう
ございました。

黒澤 智幸
（くろさわ ともゆき）

①2015年～ 2年間
②政労連埼玉地連
社会保険診療報酬支払基金労働組合
埼玉支部
③2年間という短い期間でしたが、
とても貴
重な経験をさせていただきました。会計監
査をする際に、帳簿整理や連絡調整でご尽力いただいた皆様
に御礼申し上げます。役職は離れますが、連合埼玉の今後益々
のご発展を祈念しております。
E-mail:rengo-saitama@mlaa.rengo-net.or.jp
URL http://rengo-saitama.jp/

山本 健（やまもと けん）

①2011年11月～ 6年間
②フード連合全たばこ産業労働組合北関
東支部
③まずは、任期途中での退任となり関係各
位の皆様にご迷惑をお掛けいたしたこと
この場をお借りしてお詫び申し上げます。
約5年半大変お世話になりました。
どこまでお役に立てたかはわ
かりませんが、皆様のご協力・ご支援により務めてくることができ
ました。
これからは今までの経験を財産とし皆様のご活躍と連合
埼玉の益々のご発展を陰ながら応援していきます。
ありがとうご
ざいました。

①2013年11月～ 4年間
②印刷労連凸版印刷労働組合
③4年間を振り返りますと、
月日が経つのは早
いものだと改めて実感しております。
この
間、執行委員会は基より、
メーデーや駅頭
での街宣行動など、産別の枠を超えた組
合活動をつうじて皆様と共に汗をかいたことは大変貴重な経験
でした。皆様には心から感謝を申し上げます。本当にありがとうご
ざいました。

前会計監査

永野 勝（ながの まさる）

①2009年11月～ 8年間
②埼玉県電力総連関電工労働組合
③連合結成20年の節目から執行委員として
連合運動に参画をさせていただいたこと
を誇りに思います。
また色々な産別の方々
と交流をさせていただき、人としても成長
をさせていただいたことを感謝いたします。今後は役員OBとして
の経験を踏まえ連合運動の推進につなげられればと思っていま
す。
8年間ありがとうございました。

①2015年11月～ 2年間
②情報労連埼玉県協議会
NTT労働組合北関東信越総支部
③この2年間は産別内では経験できない
様々な活動に参加させていただき、多くの
仲間との交流を深めさせていただきまし
た。
とりわけ、春闘での街宣行動、
メーデー、政治活動等、様々な
活動を通して必要な知識の習得はもとより、
ヒューマンネットワー
クを拡げることができました。
この経験を産別内、単組の今度の
活動に活かしていきたいと思います。2年間本当にありがとうござ
いました。

前執行委員

③ひとこと

①2013年11月～ 4年間
②自治労埼玉県本部
越谷市職員組合
③私たちの運動は、つながって支え合って
いくのが信条。執行委員としてお世話に
なった4年余り、潤滑剤の効能もあり、産
別を越えた団結は強固になり、お世話になった皆様に感謝で
す。職場に戻った今、いただいたご縁を大切にしながら、未組
織、特に非正規がつながっていくことのお手伝いができればと
思っております。

①2015年11月～ 2年間
②ＪＰ労組埼玉連絡協議会
③2年の間、多くの組合員の皆様にお支え
頂きながら、連合埼玉の執行委員として
活動することができました。お支え頂いた
組合員、
ならびに執行部の皆様に心より
感謝いたします。今後は新たなステージで更なるレベルアップ、
ス
キルアップに努め、
「安心して働き、生活できる」
ための職場づくり
に取り組んでまいります。
ありがとうございました。

前執行委員

②産別・単組

R&PV
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新任役員紹介
副会長

①産別・単組

副会長

山本 洋志(やまもと ひろし)

①自動車総連 本田技研労働組合
②Ａ型
③比企郡滑川町
④この度、3年ぶりに連合埼玉の運動をさせ
ていただく事になりました。
この3年間で、
私たちを取り巻く環境も変化してきている
と思いますが、初心にかえり、新たな気持ちで、活動を前進させ、
誰もが活き活きとして笑顔で安心して生活できるように、働く仲間
の皆さんと共に精一杯頑張っていきたいと思います。
どうぞ、
よろ
しくお願いいたします。

執行委員

執行委員

瀧澤 成光
（たきざわ しげみつ）

西藤 勝（にしふじ まさる）

前原 朝子(まえはら ともこ)

執行委員

鶴谷 一仁
（つるがや かずひと）

①情報労連埼玉県協議会
NTT労働組合北関東信越総支部
②O型
③深谷市
④4年振り、3度目の連合埼玉執行委員会
へ参加することになりました。懐かしさもあ
りますが、気持ちを新たに連合埼玉の一員として、
また、情報労
連の代表として頑張っていきたいと思いますので、宜しくお願い
いたします。

鈴木 真司(すずき しんじ)

執行委員

嵯峨 友成
（さが ともなり）

①印刷労連凸版印刷労働組合
②B型
③横浜市
④働く仲間が安心して働けるよう、微力では
ありますが、活動していきたいと思います。
さらには産別を超えた労組間の交流や地
域の課題に取り組みをつうじて活動の幅を広げていきたいと思
います。
ご指導のほどよろしくお願いします。

風間 佑也
（かざま ゆうや）

①フード連合全たばこ産業労働組合
②O型
③さいたま市大宮区
④組合役員の経験が浅く皆様にご迷惑を
かけるかもしれませんが、
身を引き締めて
組合の発展と働く者の幸せ、
この二つの
ことを一体的に実現していくべく頑張ってまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

執行委員

④抱負

①自治労
②B型
③鴻巣市
④人との出会いを大切に、
できることはわず
かですが、精一杯努めていきたいと思い
ます。
どうぞよろしくお願いします。

①埼玉県電力総連
関電工労働組合埼玉支部
②A型
③蕨市
④職場の声と気持ちと意見をよく聞き、
よく見
て電力関連産業の執行委員としてしっか
り意見交換していきたいと思います。今日より明日が、
よりよい職
場、生活ができるよう活動していきます。
みなさま、
よろしくお願い
いたします。

執行委員

③住所

①ＪＰ労組関東地方本部
②AB型
③四街道市
④埼玉の勤労生活者の地位向上に向け、
連合運動を
「誠実」
・
「堅実」
・
「着実」
に取
り組んでまいります。

①ＪＰ労組埼玉連絡協議会
②O型
③戸田市
④執行委員として第一に思うことは、平和と
民主主義が危機に瀕しています。
この闘
いを職場から作り上げてゆくこと。第二と
して、上からの
「働き方改革」
でなく、
自分達の職場を自らが改善
していく、変えていくことを進めていく先頭に立てればと思いま
す。
よろしくお願いします。

執行委員

②血液型

会計監査

先崎 康裕(せんざき やすひろ)

①政労連埼玉雇用支援機構労働組合
②A型
③栃木県小山市
④このような大きな組織において役員を務
めることは初めてですが、皆さまからのご
指導をいただきながら真摯に取り組んで
参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

藤田 広大
（ふじた こうだい）

①ＪＥＣ連合富士フイルム労働組合
大宮支部
②A型
③さいたま市北区
④この度、執行委員という大役を仰せつか
りました。連合埼玉が目指す社会像、安心
社会の実現、
そして何より労働者のために、各種活動に積極的
に参加し、一生懸命、誠心誠意、
この大役を努めてまいります。
ど
うぞよろしくお願い致します。

特別執行委員

中里 弘子(なかざと ひろこ)

①自動車総連本田技研労働組合埼玉支部
②Ａ型
③狭山市
④男女が共に働きやすい職場、
だれもが安
心して働き続けることのできる職場の実現
を目指して取り組んでいきたいと思いま
す。
どうぞよろしくお願いいたします。
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2018年度
役職名
会長

副会長

事務局長
副事務局長

執行委員

氏名
近藤
嘉
山本 洋志
牧田 晴充
平尾 幹雄
谷内
聡
西藤
勝
持田 明彦
大谷 誠一
浅見 明良
佐藤 道明
芳賀 剛志
小林 孝徳
近藤 正人
小穴真一郎
山﨑 泰宏
斉藤 幸久
竹内 秀之
小嶋 正弘
瀧澤 成光
前原 朝子
鈴木 真司

出身組織名
自動車総連
自動車総連
ＵＡゼンセン
電機連合
ＪＡＭ埼玉
ＪＰ労組
自治労
電力総連
情報労連
電力総連
自動車総連
ＵＡゼンセン
電機連合
ＪＡＭ埼玉
自動車総連
ＵＡゼンセン
電機連合
ＪＡＭ埼玉
ＪＰ労組
自治労
電力総連

連合埼玉役員

備考
新任
新任

役職名

新任
執行委員

会計監査
新任
新任
新任

特別執行委員

氏名
間中 範幸
鶴谷 一仁
風間 佑也
嵯峨 友成
牧野 智一
藤田 広大
齋藤 智之
牧
邦夫
天沼 好弘
高畠
栄
丸山
巧
星野 昌彦
山本
豊
佐藤 洋太
上杉 裕子
五十嵐和則
羽田野省三
先崎 康裕
中里 弘子
菅原真由美

出身組織名
埼玉県私鉄
情報労連
フード連合
印刷労連
運輸労連
ＪＥＣ連合
ＪＲ総連
埼交運
基幹労連
国公総連
日教組
全水道
建設埼玉
青年委員会
女性委員会
印刷労連
基幹労連
政労連
自動車総連
電力総連

備考
新任
新任
新任
新任

新任
新任

幻となった縄文杉
青年委員会
「環境文化体験学習in屋久島」
落石が発生し、
バスが登山口にいけないため、
トレッ
キングは中止せざるを得ないという悲報であった。
残念ではあったが、翌日は台風のため身動きとれ
ないことが判っていたため、
急遽、
島内視察へと切り
替えた。そうしたことにより、
うっそうとしたガジュ
マルの木々や、普段は見ることができない雨により
増水した迫力ある滝を見ることができ、
また、
西部林
道では屋久シカやサルの親子に出会え、参加者から
は
「トレッキング中止は残念だったが、
大自然に触れ
ることができた」
「 島民と触れあう時間がとれてよ
かった」
といった感想もいただいた。
最終日、
台風も過ぎ去り、
予定通りのフライトにて
全員羽田に到着し、次の機会での再チャレンジと再
会を誓い合い、
終了した。

10月27日
（金）～30日
（月）の日程にて、青年委員会
「2017年度環境文化体験学習in屋久島」を、青年委員
会幹事、構成組織からの計15名の参加者のもと開催
した。
開催日の一週間ほど前に台風22号が発生し、その
予想ルートによれば屋久島直撃もありうる状況と
なっており、
開催自体、
あやぶまれるものであった。
出発日となった27日、屋久島への台風最接近は29
日未明の予想となっており、
条件付きのフライトでは
あったが、無事に参加者全員で屋久島空港へ降り立
つことができた。
この
「環境文化体験学習in屋久島」
は世界遺産に指
定されている屋久島を訪れ、汚れ無き大自然に触れ
ることで、環境問題の重要性を再認識することを目
的としており、
2年に一度開催している。
およそ20km
の行程からなる縄文杉トレッキングを最大のイベン
トと位置付けており、天候の心配はあったが実施は
可能との見込みだった。
28日の明け方、
ガイドの車で屋久杉自然館へ到着
した。縄文杉トレッキングは、
当館よりバスに乗り換
え、
荒川登山口まで移動してから始まる。
雨も強くなるなか、
バスを待つ我々に届いたのは、
E-mail:rengo-saitama@mlaa.rengo-net.or.jp
URL http://rengo-saitama.jp/

参加者のみなさん
（ウィルソン株レプリカ前にて）
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サルの親子
（西部林道にて）

2017年12月1日

「義務教育なのにお金がかかるのは何故？」

教育フォーラム2017
11月18日
（土）
川口市民ホールにて、
埼玉労福協・連合埼玉共催の
「教育フォーラム」
が、
一般市民も含め127名参加のもと開催された。
教育行財務研究所主宰の中村文夫氏を
講師とし、
「なぜ日本の教育はお金がかかるのか」
をテーマに講演があった。
第1部講演テーマ：なぜ日本の教育はお金がかかるのか
中村文夫氏の講演要旨
憲法に
「義務教育は、
これを無償とする
（第26条）
」
とあるのに、
ランドセルや制服・体
操服、
給食費、
補助教材費、
修学旅行費用など大変にお金がかかる。
こうした保護者負担
金の実情や集金したお金の会計管理の問題、
低所得家庭に対する就学援助の認定や支
給時期の問題など、
細かなデータを交えてお話があった。
国際比較でみても日本の教育への公的負担は少ない状況で、
改善するには保護者が
みんなで声を上げることが重要だとのお話もあった。

講師：中村文夫氏

後半のパネルディスカッション

第2部パネルディスカッション
後半のパネルディスカッションでは、
子ども食堂とNPOさいたまユースサポートネットの取り組みが紹介された。
貧困
家庭で親が夜遅くまで働いているため、
子どもと接する時間的な余裕がないため、
低学年から授業についていけなくなり、
大人に接する機会がないまま成長し、
コンビニのアルバイトすらできない子がいるという現実。
困窮した生活の中で
「良い大人」
と巡り合うのは、
宝くじに当たったと同じくらい、
本人の生き方にとって大きなチャン
スを得たことになる。
ぜひ皆さんも手を差し伸べ続ける大人になってほしい。

現在予定される12月の日程表です
12月
１日

金

２日
３日
４日
５日
６日
７日
８日

土
日
月
火
水
木
金

９日
１０日

土
日

１１日
１２日

月
火

１３日
１４日

水
木

１５日

金

１６日
１７日

土
日

１８日

月

１９日
２０日
２１日
２２日
２３日
２４日
２５日
２６日
２７日
２８日
29日
30日
31日

火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日

連合埼玉・事務局

行事等

①第1回四役・執行委員会（10：00～、
13：00～・ときわ会館）
②組合役員教育プログラム開講説明会（15：30～・ときわ会館）

地協・産別・労福協・福祉事業団体・県･上部・外部団体

①広報担当者研修会（10：00～17：00・連合会館3階）
②北埼玉地域協議会「行田・羽生部会合同幹事会」
（18：15～・羽生ルートイン内会議室）

第1回地方連合会代表者会議（14：00～・連合会館）
第1回ライフサポートステーション運営会議（15：30～・連合埼玉会議室）
川口・戸田・蕨地域協議会
「第8回定期総会」
（18：00～・川口労働会館）
連合関東ブロック
「第28回定期総会」
（14：00～・福島県飯坂町）
①朝霞・東入間地域協議会「第7回総会」
（18：30～・日本梱包運輸倉庫労働組合労働会館）
②熊谷・深谷・寄居地域協議会「拡大幹事会」
（8日～10日・沖縄県）
ネット21「ネット21運動でつながるNPOと労働組合」
シンポジウム
（13：00～・ときわ会館）
①上尾市長選挙告示日
②上尾市議補欠選挙告示日
①関東ブロック
「女性代表者会議」
（11：00～・連合本部3F会議室）
①埼玉シニア連合編集委員会(編集)
（14：00～・連合埼玉会議室）
（13：30～・中央大学駿河台記念館）
②JILAF海外労組指導者招へい事業「地方連合会との意見交換会」
（15：30～・あけぼのビル） ②第1回構成組織・地方連合会女性代表者会議
③北埼玉地域協議会「第11回幹事会」
（18：30～・羽生市民プラザ）
川越・西入間地域協議会
「第6回幹事会」
（18：30～・ネット21川越）
①ネット21「第5回運営委員会」
（10：00～・連合埼玉会議室）
②全国一斉集中労働相談（～2/15・10：00～19：00）

参議院議員 大野もとひろ日本の未来を考える会
（18：00～・パレスホテル大宮）
①埼玉労福協臨時社員総会
（14：00～・労金埼玉県本部）
②労金埼玉県本部運営委員会（15：00～・労金埼玉県本部）
③比企地域協議会
「第29回定期総会」
（18：00～・ホテル紫雲閣）
①上尾市長選挙投開票日
②上尾市補欠選挙投開票日
①埼玉労働局「平成29年度第1回労働審議会」
（10：00～・ブリランテ武蔵野）
②西部第四地域協議会「第8回定期総会」
（18：30～・ホテルヘリテイジ飯能）
さいたま市地域協議会「第9回幹事会」
（18：30～・ネット21大宮）

埼玉シニア連合編集委員会(校正)
（14：00～・連合埼玉会議室）

埼玉シニア連合編集委員会(発送)
（14：00～・連合埼玉会議室）

12月29日～1月4日まで年末年始休暇
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A k e b o n o

B u i l d i n g

あけぼ のビル
事務局長

佐藤 道明

連合埼玉は第15回定期大会を11月15日に開催し、
2018～2019年度運動方針を確認した。大会代議員
各位に改めて感謝申し上げる。本号では今後2年間
の運動方針の基調について記述し、皆さんの理解
と協力を求めたい。
これから優先的に取り組むべき課題として、
人口
減少、技術革新の波といった様々な課題を克服し
ながら、
くらしの底上げとともに持続的で包摂的な
社会の実現があげられる。
実現のためには、次の3つの取り組みが必要で
ある。
○長期的に賃金水準を確保しながら一定の経済成
長を実現し、社会保障制度の改革を着実に前進
させ、
すべての国民がセーフティネットを享受で
き、
そのための負担も分かち合う仕組みを確立し
ていく。
○環境や雇用の維持をはじめ、企業が持続可能な
社会に向けて社会的責任を発揮するためには、
企業のガバナンスにおける労働組合の積極的な
関与も重要であり、
サプライチェーン全体で展開
することで、
ディーセント・ワークを広げていく。
○過当競争や長時間労働を生み出す要因のひとつ
に、企業間における取引環境の問題がある。製品
やサービスに見合った対価が適正に支払われる
公正な取引環境を確立し、働き甲斐のある職場
にしていくことが求められている。加えて、働く
者は同時に消費者でもある。
一人ひとりが倫理的
な消費行動を日々実践していくことも持続的な
社会に向けた大切な営みであり、消費者教育の
推進とともに、
働く者の立場から社会に呼びかけ
ていく。
私たちを取り巻く状況は決して容易なものでは
ない。
だからこそ、
いま一度、
連合埼玉結成の原点を
見つめ直す必要がある。いつの時代も労働運動は、
より良い職場、
より良い社会に向けた変革の原動力
でなければならない。その先頭に立つ連合埼玉に
結集する私たちには、組織力、政策力(立案・実現)、
推進力、発信力にいっそう磨きをかけ、社会からの
信頼感を高め、すべての働く者のため、次の時代に
連合運動をつないでいくことが求められている。
具
体的には次の運動に取り組む。

◆政策を実現する力を高める

①地方自治体、政党への要請、審議会における意見
反映など政策決定プロセスに積極的に参画する
とともに、経済団体や各級議員との認識共有を
はかる場づくりに取り組む。
E-mail:rengo-saitama@mlaa.rengo-net.or.jp
URL http://rengo-saitama.jp/

②連合埼玉の政策制度実現のため、労福協、労働金
庫、
全労済やＮＰＯなど志を同じくする様々な組
織・団体と連携・連帯しつつ社会運動を喚起し、
取り組みを積極的に進める。
③各種キャンペーンなどにおける分かりやすい発
信をつうじて、連合が実現をめざす政策の内容
や連合が政治活動に取り組む意義について組織
内外への理解浸透に注力する。
④国政選挙ならびに統一地方選挙をはじめとする
各級地方選挙での連合推薦候補者全員の当選に
向けて、構成組織、地域協議会、連合本部ならび
に連合関東ブロック連絡会との連携を強化する。

◆20万連合埼玉に向けた取り組みと、組織力の強化

①集団的労使関係の意義を広く社会に訴え、2020
年「20万連合埼玉」の実現に向けて取り組みを加
速させる。
②次代の労働運動を担う人材、職場活動の力を維
持強化する人材の育成も急務であり、特に中小
労組の人材育成の取り組みを支援するべく、教
育機能の充実をはかる。

◆
「地域に根差した顔の見える運動」
の推進

地域協議会ならびに地域事務所が担っている
役割を持続可能なものにしつつ発展させていく
とともに、連合運動の推進力を強化し、労働者福
祉の充実につなげるため、労福協、労働金庫、全
労済、さらには志を同じくする諸団体・組織との
連携をはかり、地域のすべての働く者や生活者
から信頼され、
存在感のある運動を構築する。

◆社会変革の原動力としての労働運動の力量強化

①組合員一人ひとりが連合運動との関わりを意識
する機会を増やすべく、従来にも増して政策課
題や連合運動に関する発信を強化する。関係団
体などとも連携した社会的キャンペーンを継続
するなど、
世論喚起の取り組みを強化する。
②社会に開かれた春季生活闘争の展開によって、
賃金・労働条件の社会的横断化、
「 底上げ・底支
え」
「格差是正」
の流れをさらに広げる。
③長時間労働の是正に向けた、未組織を含めた36
協定の周知と適正な締結、そのための集団的労
使関係の重要性を含めた世論喚起を強化する。
④2020年までを期間としている「第4次男女平等参
画推進行動計画」
にもとづく取り組みを促進する
とともに、
「職場から始めよう運動」
の展開をはじ
め、女性、若者、非正規雇用で働く仲間の参画を
推進する。
連合埼玉は、2年後の2019年に結成30年の節目を
迎える。私たちは、これまでに連合運動が歩んでき
た道を振り返り、
現下の課題や求められているもの
を再確認しながら、この2年間を次の時代の飛躍に
向けた構えをつくる期間とし、
役員はもとより職場
の組合員に至るまで、
より多くの仲間に運動への参
画を呼びかけ、
一体感を持って運動を推進する。
2017.11.17
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