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基本理念は、働くことを軸とする安心社会の構築
2014年度連合佐賀政策制度要求書提出
毎年要請している連合佐賀の政策制度要求書
について、今回は７月23日に古川県知事に対して提
出しました。今年度は、
１人１要求によるアンケート
調査で、
２年スパンの
「2015〜2016年政策制度要
求書」
を作成することとし、
２月から３月にかけて連
合加盟の全組合員を対象に、一斉に調査を実施し
た。今 回の要 求は、連 合 佐 賀 加 盟 組 合員からの
3900を超えるアンケート、加盟組合からの要望、退
職者連合からの要望、関係友好団体等から集まっ
た各要望を整理･策定し、雇用･労働政策をはじめ
とする11分野40課題211項目になっています。

古川知事へ要求書を提出

要求の基本理念は、
「 働くことを軸とする安心社会の構築」。連合は、誰もが安心して働き、暮らせる社会の
実現をめざし“希望と安心の社会”をキャッチフレーズに、県としての実効ある雇用対策の強化や、子ども子育
て、生活困窮者支援、
ひとり親家庭への支援など社会保障制度の充実を求めています。
要求の重点課題としては、
① 安定的成長と適正な配分による分厚い中間層の復活
② 労働時間規制の緩和を行わないこと
③ 介護保険制度改正に伴う要支援者のサービス水準を切り下げない
④ 仕事と子育てを両立することができる社会の実現
⑤ 生活困窮者自立支援制度の実施に向けての支援体制の整備
⑥ ひとり親家庭等自立促進計画の確実な推進
⑦ 県子どもの貧困対策についての計画の策定
⑧ いじめの根本的な解決に向けた支援
等、労働者・生活者の視点からの要求内容となっています。
相川会長から、本日の要求項目を
「佐賀県総合計画2015」
に反映していただきたいとの挨拶から、古川知事
のあいさつ後、意見交換を始めた。課題としては、①子どもの貧困率が50.8％となっているひとり親家庭への
就労支援について②多重債務の家庭を寄り添って支援する家計相談事業の実地について③女性の活躍推
進、女性の登用拡大について、意見交換を行った。
今後は県からの回答を受け重点要求項目の実現へ向け、
１０月２１日県交渉を行っていきます。

連合佐賀ホームページ

http://www.rengo-saga.jp/
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願う平和から、かなえる平和へ！
2014平和沖縄集会開催される（2014.6.23〜25）
2014平和オキナワ集会は、
「願う」平和から
「叶える」平和へ。つながろうＮＩＰＰＯＮ！をテーマに基地の中
の町・那覇市那覇市民会館において開催された。
第１部では、
「日米地位協定の抜本的見直し及び在日米軍基地の整理縮小について」
とのテーマで、防衛省
官僚で内閣官房副長官補（安全保障担当）
もされた柳澤協二氏の講演がなされた。
第２部の平和式典は、参加者全員による黙祷の
あと、主催者を代表して連合本部の神津事務局長
が挨拶を行った。神津事務局長は「戦後70年を迎
えようとしているが、米軍基地の整理縮小、
日米地位
協定の抜本改定は私たち連合の要求であり、粘り
強く運動を推進しよう」
と訴えた。地元歓迎挨拶では
大城紀夫連合会長が「私は初めて戦没者慰霊の式
典に参加した。駐米大使をはじめ総理大臣が参加
されていた。
しかしその挨拶では、
それぞれ思いが違
うのかと思った。特に安倍総理は、
この摩文仁の地
で多くの県民が米軍や日本兵の犠牲になったという
ことを本当に感じているのか。
日本軍が関与した惨

平和を伝える七人の伝道師

殺を否定したのが安倍総理ではなかったのか。尖閣列島の問題は軍事的には大きな問題ではない。今は、衝
突が起きると沖縄県はあっという間に消滅してしまう時代だ。
このような時代だからこそ平和を求める行動が
必要だ。全国の仲間とともにたたかう」
と挨拶した。
国会議員の紹介の後、平和メッセージが行われ、
ピースリレーとして、連合沖縄より連合広島へ「平和」のタ
ペストリーが渡された。
集会の最後に
「沖縄の実相と悲惨さ、平和の尊さに学び、
『米軍基地の整理･縮小』
と
『日米地位協定の抜本
的な見直し』
を求めて、粘り強く平和運動を展開する。」
とする平和アピールが採択された。
２日目は
「ぴーす･フィールドワーク」
に参加。佐賀県からの参加者は
「基地コース」
に参加。連合沖縄の青年
委員会のメンバーのガイドにより、普天間基地の代
替基地となっている辺野古を見学、現地のテント村
の方から説明を受けた。次に凄惨な
「集団自決」が繰
り広げられた読谷村のチビチリガマに行き、黙祷の
後説明を受けた。最後に大雨の中で普天間基地を
見学した。
夕方５時からは、那覇市内の沖縄県庁前広場で、
「米軍基地の整理･縮小と日米地位協定の抜本見直
しを求める行動」が開催された。集会後県庁前から
国際通りを牧志公園まで「基地の整理縮小」
「日米
地位協定の見直し」などを訴えながら、
デモ行進し、
全ての日程を終了した。
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さあ！ デモ行進へ出発

これからの連合運動の糧、7月23日に実施
古賀会長とニューリーダーの直接対話（ＫＮＴ47）
ｉｎ 佐賀
冒頭、相川会長から
「連合佐賀は若年層の人材育成を運動方針に盛り込んでいる。今回は古賀会長と直接
話せるめったにないせっかくの機会なので、
ざっくばらんな意見交換をしていただきたい」
と挨拶が行われた後、
各参加者より自己紹介が行われた。
古賀会長より
「対話活動を通じ、皆さんから疑問質問・提言をいただいて、
これからの連合運動の糧とさせ
ていただきたい」
と挨拶が行われ、以下の対話が行われた。

古賀会長を囲んで活発な意見交換

対話の概要（○ニューリーダーの意見、●古賀会長の回答）
（１）第１テーマ
「若年層の活動の活性化について」
○青年が組合活動に参加できていない。青年委員会自体もメンバーが集まらず、OBに動員をかけて
いる状態だ。
●「組合役員が提供できることを作り、
それを組合員が受ける」
という姿勢を変えること。組合活動は
「みんなで作り上げていくもの」
と考え方を転換すべき。
また、
「 組合離れ」
ではなく、役員が若い組
合員離れをしていることを認識してほしい。組合員の価値観は多様化している。役員が組合員の中
に入り、対話を通して何を作り上げていくかともに探ることが重要だ。
○組合活動への参加者が固定してしまっているが、一部の者で満足していてはいけないと思う。
●後輩を一回つかまえてやらせてみることだ。新人を行事に連れていくなど、輪を広げていくことを
試みてほしい。
○「連合青年委員会」
という名称では、固くとられてしまい、敬遠されがち。名称を変えたらどうかと
思うのだが。
KNT47 ｉｎ 佐賀 ①
3

●名称については、変えてもいいし、愛称でもかまわない。それで参加意識が変わるのなら、
「 連合」
の冠にはこだわらなくていい。
○青年委員会や女性委員会を活性化させるために、不満を言うのもいいのかどうか。かえってマイナ
スになってしまうだろうか。
●組合はそもそも労働条件や処遇の向上を集団で求めるものだ。不満が課題になる。そのためにも
組合員との対話が必要だ。
○若手男性リーダー対象の男女平等講座に参加して、他の地方連合会や産別の若手リーダーと交
流することができ、良い経験になった。青年委員長が、全国レベルの集会に参加する機会がもっと
あるといい。

（２）第２テーマ
「連合に期待すること、連合ブランドをいかに確立するか」
○役員になって半年だが、
それまで連合の活動をほとんど知らなかった。連合はブランド確立のため
に、
どのような取り組みをしているのか。
○産別の青年委員長をしているが、
メンバーに連合に所属しているという意識が希薄である。
○組合員が連合を知るきっかけがあるといいと思う。
テレビCMみたいなことはしないのか。
●一般の組合員は連合より、むしろ職場の組合を身近に感じるものだ。
そのためにも、組合員が何を
感じているか、職場できいてほしい。広告媒体もPRの手段も様々だ。連合本部、地方連合会それぞ
れ役割分担をしながら発信していく。
○メンタル不調やパワハラで困っている後輩に「連合にも相談窓口がある」
と教えたら、
「 敷居が高
い」
と言われた。
自分たち役員からの発信も必要であると感じた。
○連合佐賀は、佐賀大学で寄付講座を行っている。若手のマニュアル通りの応対や、仕事に対する責
任感のない様子を見ていると、就労に対する意識を社会に出る前からつけるべきだと感じる。
●大学生だけでなく、小中高それぞれから働くということについて考えるべきだ。本日の参加者が母
校に行って、
自分の経験を話す機会があると一番いい。

（３）第３テーマ
「連合（組合）運動に対しての本音トーク」
（フリートーク）
○「連合第4次男女平等参画推進計画」に女性委員会の設置が書かれているが、かつては男女平等
推進委員会の設置を求められ、女性部を解散した単組もある。その結果ユース部一本にしてしま
い、女性の抱える問題を話せる場がなくなってしまった。連合はもっと深く考えて、提起するべきだ。
●連合本部だけで4次計画を作ったのではない。1年の議論を経て、各産別・地方連合会の意見もき
き、策定したものだ。男女平等は日本にとって重要課題である。いまだに女性の就業継続がむずか
しく、性別役割分担意識が根深い。OECD諸国の中で男性の家事・育児時間は極めて少ないが、
こ
れは男性正社員の長時間労働が大きな原因だ。長時間労働を廃止してワークライフバランス社会
を目指すべき。
そうすることで、
男女平等社会が根付いていく。
○政府においても女性の管理職登用が言われているが、女性の意識が追い付いていないと感じる。
管理職になりたくないという人は多い。
●全員が管理職になる必要はない。現政権の問題は、少数のできる者だけを引き上げるが、残る多く
の女性については置き去りにしていることだ。大半の人が普通の人であり、
そうした人たちが普通
KNT47 ｉｎ 佐賀 ②
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に頑張って働き続けられるようにしていかなくてはならない。女性の立場からの発言をもっと吸い
上げることが必要である。連合組合員の30%が女性なのだから、組合役員も3割を女性にしてほ
しい。
○非正規職員を組合へと誘う際に、彼らに組合をいかにアピールしたらいいか。
○パート社員が職場の中で頑張って長期間働いているが、正社員への転換ルールが明確でない。組
合員は正社員だけである。春闘で転換ルールについて、会社に伝えられればと思った。
●非正規の組織化は「一緒に悩み、問題を共有化し、行動しよう」
と話しかけることが大事。解決する
努力を繰り返すことが必要だ。法律で非正規の人たちが働きやすいように均等待遇を確立してい
くのがナショナルセンターの任務である。法律を産別・単組が会社にどのように持ち込むか、制度
をどのようにしていくか、非正規の人とともに解決していくことで、組合への親和性が生まれる。
６．連合方針に反映させるべき意見
・非正規の組織化と処遇改善
・男女がともに働き続けられるワークライフバランス社会の実現
・対話による組合活動の活性化

KNT47 ｉｎ 佐賀 ③
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〜 連 合2 0 1 4 平 和 行 動 〜
平和への願い、思いを共有
平和行動ｉｎヒロシマ、雨の中開催（8月5日から6日）
今年の平和行動inヒロシマは、雨の中開催さ
れた。広島に到着後、
「ピース・ウォーク」
に参加を
行い、連合広島の青年・女性委員会のメンバーの
案内により、原爆ドームをスタートに広島平和記
念公園内を、連合広島青年・女性委員会のメン
バーの熱心な説明を受け、雨が降る中に、約一時
間半「ピース・ウォーク」が行われた。
その後、国立
広島原爆死没者追悼平和祈念館の見学を行っ
た。
夕方からは、連合主催の「連合2014平和ヒロ
シマ集会」が広島文化交流会館で開催され開会

連合広島石井会長の開会あいさつ

前には、各構成組織や地方連合会より、多くの折

り鶴献納が行われた。平和ヒロシマ集会は、連合広島石井会長の開会挨拶に始まり、次に黙祷を捧げた、続い
て、連合古賀会長による主催者代表挨拶が行われ平和への願い、思いが告げられました。
来賓挨拶として広島県中下副知事、広島市及川市民局長より挨拶を受け、国際来賓として、国際労働組合
総連合のヤープ・ヴィーネン書記長より、核兵器不拡散条約について、核兵器の危険等々に対して監視・警笛
を鳴らし続けることの必要性、
また、
「 労働者たちの声を大にして、安全な世界を求め訴え、労働者、
その家族、
そしてこの地球上の人類すべてが安心して暮らせる世界を」
と平和への願いが告げられました。
平和の語り部・被爆体験証言は、広島県原爆
被爆者団体協議会

坪井理事長より、被爆時の

状況、
自分の取った行動、仲間に助けられ九死に
一生を得たこと等について思いを込め話され「こ
の悲劇を繰り返さないために、倒れるまで原爆の
悲惨さを全世界へ伝えて行きたい」
と宣言されま
した。
ピースフラッグリレーとして、連合広島石井会
長より、連合長崎森会長へフラッグが渡され、平
和アピールを連合広島女性委員長石黒さんより
読み上げられ、最後に合唱「原爆を許すまじ」が
ピースウォーク、原爆ドームの前で
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歌われ終了しました。

台風も吹き飛ばす、平和への熱い決意
平和行動Ｉｎナガサキ（8月8日から9日）
8日は長崎県立総合体育館において、連合主催。原水禁、核禁会議共催による
「連合2014平和ナガサキ集
会」が開催され、台風の影響が心配される中、全国から連合組合員などおよそ3,170名が参加した。
連合長崎 森光一会長の開会あいさつの後、連合 神津里季生事務局長より主催者代表挨拶として
「2015
年4月にニューヨークで開催されるＮＰＴ再検討会議まで、連合の構成組織・地方連合会、全組織をあげて、
国内外の世論喚起に取り組み、必ず1000万署名を成し遂げ、
日本政府はもとより、会期中には国連事務総長
に署名を提出し、核兵器廃絶に向けた会議での議論を強力に後押ししていく。」
と述べられた。引き続き来賓と
して、長崎県中村法道知事、長崎市田上富久市長、国際労働組合総連合（ITUC）
ヤープ・ヴィーネン書記長代
行から挨拶が行われた。基調講演として講師に長崎大学核兵器廃絶研究センター（RECNA)の広瀬訓 副セ
ンター長を招き、
「 2015NPT再検討会議第3回準備委員会報告と再検討会議への展望」
と題し、今年4月28
日〜5月9日に国連本部で開かれたNPT再検討会議第3回準備委員会の経過と、最近の国際情勢を踏まえた
「2015NPT再検討会議」へ向けた展望について講演が行われ、第２部「次世代への継承」
として長崎平和推
進協会継承部会の原田美智子さんより、爆心地から4kmの所で６歳の時に被爆した体験が語られた。
今年は国連で核兵器の廃絶と世界平和の実現を訴え続けている
「高校平和大使」のメンバーに、2011平
和ナガサキ大会に東部地協から参加した原田純季（戸上労組原田さんご子息

当時中学２年）
さんが佐賀県

から選出され、代表者より取り組みに対する決意が述べられた。恒例の構成詩「親子で綴る平和の願い」
も連
合長崎組合員とその家族により、平和への想いと祈りを込めて音楽と詩の朗読に乗せ上演された。
最後に白倉あけみ長崎女性委員会委員長が、核兵器廃絶と恒久平和の実現をめざして、運動を強化するこ
とや、被爆者施策の充実などをうたった
「ナガサキからの平和アピール」
を提案し満場一致で採択した後、
『原
爆を許すまじ』
を全員で合唱し閉会した。
９日午前は連合長崎青年委員会、女性委員会の委員がガイドを務めるピースウォークを実施し、全国から参
加した連合組合員と家族が、爆心地公園・平和公園の慰霊碑などを巡った。

連合佐賀御一行様、平和集会へ到着

東部地協の参加者

北部地協の参加者

南部地協の参加者
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佐賀労働局雇用均等室へ要請行動
男女平等月間の取り組み
連合本部は第６回中央執行委員会において
『2014
年度「男女平等月間」の取り組み』に基づき、都道府県
労働局雇用均等室への要請行動・意見交換を行うこと
が確認された。本部決定に従い、連合佐賀においても
佐賀労働局雇用均等室大庭直美室長へ対し要請行
動を行った。
要望項目とし
①非正規労働者の育児休業取得環境整備や相談・
支援に努めること
②非正規労働者の育児休業取得・就業継続につい
林男女平等参画推進委員長より要請書を提出

て事業者への相談・指導・支援につとめること
③間接差別について均等法の改正内容や概念につ

いて、差別が起こらないよう積極的に事業主への相談・指導・支援に努めること
④同性間セクシュアル･ハラスメントについて、事業主や労働者への周知及び事業主の防止措置義務履行
に向けた相談・指導・支援に努めること
⑤ジェンダーハラスメントについて、異性間・同性間を問わず具体例も交え、周知や防止喚起に努めること
⑥コース別雇用管理における留意事項が指針として新たに制定されたが、性別役割分担意識に基づく職場
の慣行などについても指導等を行うこと
⑦〜⑨改正パートタイム労働法改正による差別的取扱の禁止（新第8条）
により、待遇決定や事業主の説明
義務・相談体制の整備について、事業主や労働者への情報提供や周知を行うこと。
⑩雇用均等室の周知や、相談・指導・支援体制の強化に努めること
以上を申し入れた。
大庭室長より
「佐賀の労働相談全般はわずかに減少傾向となっているが、働く女性に関する相談（パワハラ・マ
タハラ）
は増えている。育児介護休業規定整備の為に企業訪問を中小企業を中心に行っている。
また、非正規
の方に特化した産休育休の資料を作成し、周知活動を行っている」現状の説明が行われた。林委員長より
「男
女平等の取り組みは、組合もまだまだ進んでいない。今後、均等室ともタッグを組んで取り組んでいけたらと思
う。今回の要請は、我々の運動がなかなか及ばない非正規労働者の為にも、
しっかりと雇用機会均等を進めて
欲しい。」
と要望が伝え、
「 他県では連合と一緒に活動も行われている。佐賀においても是非協力をお願いした
い。」
と大庭室長からも要請があり、今後の協同を確認して要請行動を終了した。

編集後記
『朝夕めっきり涼しくなりました、
いかがお過ごしでしょうか』
ではじまる
「残暑見舞い」のはがき、
いただくと ふわっと
心が暖かなる季節のあいさつも最近数を減らしています。
それに代わるものとして最近は「メール」の活用がもっぱらの手段みたいですが、今年も私の誕生日には、
「お誕
生日おめでとう」
とたくさん
（4通のみ）
のおめでとうメールが届きました。気持ちを伝える手段は多様化しましたがいた
だくと嬉しいものです。
先日、実施された
「連合政治アンケート」結果をみると、
まだまだ情報を伝えることが不足していることが見てとれま
す。
「投票に行こう」の取り組みも
「声」
をかけると多くの人がその声に応え投票行動につながっています。
連合佐賀での情報を伝える手段として、
アナログで
「機関紙・チラシなど」、
デジタルで
「メール・ホームページなど」
の活用と思っています。今後も連合佐賀の気持ちを伝えるために努力をしていきます。温かい目と心で応援していた
だければと思います。
（愛）
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