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新年のごあいさつ
連合佐賀 会長 相 川
新年あけましておめでとうございます。旧年
中は連合佐賀に対しご協力をいただき、
まこと

司

の暗闇をこじ開ける力もあることを信じていま
す。

に有難く厚く御礼申し上げます。本年も、
より

「ストップ・ザ・格差社会！すべての働く者の

一層のご支援を賜りますようお願い申し上げ

連帯で『安心社会を』切り拓こう」
これが連合

ます。

佐賀のスローガンです。働く人たちすべてを連

さて、昨年末は突然の解散による
「大義なき

合に結集して、真の労働者の代表として連合

解散総選挙」
となり、時間がない中で各種の

の力を発揮しなければなりません。
そして安心

取り組みにご尽力いただいた皆様に厚くお礼

して暮らせる社会を作り上げなければなりま

を申し上げます。連合佐賀として
「投票に行こ

せん。

う」の取り組みを進めましたが、今回の選挙の

2015年を素晴らしい年に、素晴らしい日本

戦後最低の投票率をみて、
その役割を果たせ

にするためにも、社会的アピールを強め、多く

たのか疑問にもなります。
しかし、全国での投

の仲間を増やし、組織の強化を図りながら連

票率を見てみると島根・山梨・山形に次いでの

帯と運動の輪を広げていきましょう。

高率であり、一定の役割を果たせのではない

この1年がご家族ともどもよい年であります

かとも分析できます。
これは多くの皆さんの努

ように祈念申し上げ、新年のあいさつと致しま

力だと判断します。

す。

結果は、
「自民党1強」の揺るがない状況な
りました。
このことは、労働者派遣法をはじめと
した
「労働者保護ルール」の改悪が今後進む
ことは必然であり、私たちの取り組みは更なる
強化が求められることになります。年頭から厳
しい話で暗く沈みそうですが、私たちの力はそ
連合佐賀ホームページ

http://www.rengo-saga.jp/
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新年のご挨拶
日本労働組合総連合会 会長 古 賀

伸明

2015年の年頭にあたり、
ご挨拶を申し上げ

問題など、課題は山積しています。引き続きの

ますとともに、
日頃からの連合運動に対するご

世論喚起とともに、志を同じくする政治勢力拡

指導・ご支援に改めて御礼申し上げます。

大のため、来る統一地方選挙やその先を見据

持続可能な社会のためには「底上げ・底支

えた態勢づくりが必要です。

え」
「格差是正」
が不可欠です。2015春季生活

政策課題の解決、1000万連合に向けた組

闘争では「賃上げ」
「 時短」
「 政策・制度」の実

織拡大の推進には、いずれも職場・地域の理

現に全力を挙げるとともに、地域社会に広がり

解と協力が不可欠です。対話と共感の積み重

のある運動を作らねばなりません。

ねで運動のうねりを作り出すべく、互いに汗を

先の衆議院総選挙は、与党の圧倒的多数

かこうではありませんか。

の維持を許す結果となりましたが、
その中で民

本年も、皆様のご健勝と益々のご活躍を祈念

主党は議席を増やしました。今後も、一強多弱

申し上げます。

の状況が続く中で、労働者保護ルール改悪の

着実な成長に向けて
佐賀県経営者協会 会長 中 冨
平成27年の新春を迎え、各位におかれまし

強さに欠ける状況にあるものの、企業の懸命

てはますますご健勝の御事とご同慶の至りに

なリストラクチャリングの結果、活力を増す企

存じます。

業や操業度を上げている産業も見受けられま

わが国経済は、海外においては米国経済の

す。

復調や新興国の成長鈍化、為替の変動、国内

こうした情勢下、政府は、第47回衆議院選

においては消費増税後の反動減からの回復

挙の結果を受け、
デフレ脱却に向け、
プライマ

の遅れ等の諸課題を抱え、実質ＧＤＰがマイ

リーバランスを図る消費増税に加え、成長戦

ナスに転じる等、先行きに不透明感が感じら

略をより具体化する取り組みのスピードアップ

れます。

を図る等、我が国の抱える諸課題解決に向け、

本県経済についても、上記の環境変化を受
け、消費、設備投資等について、全国に比べ力
2

博隆

現場主義に基づいた強いリーダーシップの発
揮とスピーディーな施策実行が期待されます。

同時に、中長期的な経済成長と併せ、地方

ように貢献しているかを社員に具体的に示す

再生を実現する持続可能な地域発展モデル

ことが求められます。併せて、経営環境の変化

の確立等、我が国の将来像やグランドデザイ

に柔軟かつ迅速に対応できるフレキシビリティ

ンを示すことが急務となっています。

の高い組織づくりや、優秀な人材の育成を急

人口減少と高齢化が加速する中、財政再建、 ぎ、更なる成長の基盤づくりが急がれます。
社会保障制度改革等の諸課題解決には、着

特に、企業内での経営トップと社員、社員相

実な経済成長が必須条件であり、
その主体と

互のコミュニケーションを充実させ、
自由闊達

なる企業労使の役割はますます大きくなって

な雰囲気の中で、企業、社員がそれぞれの目

います。

標に向かって活き活きと活動し、仕事を通じて

企業にとっては、
グローバライゼーションの
進展に伴い、経営環境の変化が激しさを増し
ている今こそ、労使が高い志を持ち、大胆かつ

「夢を語り合い、実現する魅力ある企業づくり」
を図ることが重要です。
今後とも、我が国の明るい未来構築のため

柔軟で、スピード感ある意思決定とリーダー

に、課題克服に向け、企業労使が切磋琢磨し、

シップを発揮し、
チャンスを掴み、着実な成長

取り組むことが求められています。

の糧とする取り組みが求められています。
その際には、
わが社の経営理念や行動指針

各位の一層のご発展とご健勝をお祈り申し
上げ、新年のご挨拶と致します。

に基づき、事業や製品、
サービスが社会にどの

連合佐賀推薦国会議員からの新年ごあいさつ
新 年 のごあいさつ
民主党佐賀県連代表
衆議院議員 大 串

博志

新年おめでとうございます。

提案してくると思われます。今日本に必要なこ
とは、
アベノミクスによる格差拡大にストップを

平成27年の幕開けを、連合佐賀の仲間の皆

かけ、雇用や福祉・子育ての安心感を高めるこ

様とともにお慶び申し上げたいと思います。

と。
それが経済の好循環も生み出します。

昨年末の総選挙では、皆様方に大きなお力

このような思いで、国会で真正面から論戦

を賜りました。私たちの力不足で自公政権の

を展開し、
「 働くことを軸とする安心社会」
の実

継続を許す結果となりましたが、来る通常国

現に向けて貢献できるよう、粉骨砕身、頑張る

会に向けて、与党の独走にブレーキをかける

所存でございますので、連合佐賀の皆様のご

べく頑張っていきたいと思います。

支援を宜しくお願い申し上げます。

次期通常国会には、安倍政権は再び労働
者派遣法、及び労働者保護ルールの改悪を

今年が皆様にとって、充実した年となること
を祈念して年頭のご挨拶とします。
3

連合佐賀推薦国会議員からの新年ごあいさつ

民主党佐賀県連最高顧問
衆議院議員 原 口

一博

新年あけましておめでとうございます。
旧年の衆議院総選挙におきましては、師走の

プされました。働き方を自由に選べるというこ
とと、不安定雇用に固定化されることとの間に
は、大きな隔たりがあります。同一労働同一賃

多忙な中にも関わらず、多大なるご支援を頂き、 金。特に自らの職業人としてのスキルを高めて
誠にありがとうございました。

いく若者に派遣を増やして正社員への道を狭

国民に対して雇用を保障し、労働者としての

くすることは、一人一人の働く者の人権という

権利を守ることは、政治の責任の大きな柱の

立場からも、公正な産業社会という視点から

一つです。師・松下幸之助氏は、経営の神様と

も避けなければならないことです。

言われた人でしたが、労働運動に理解を示し

雇用・労働の劣化や貧困・格差の拡大に歯

て組合を大事にしたと言われています。
「 労働

止めをかけすべての国民がくらしと雇用の安

者自らの権利を守ること」
これはとても大切な

心・安定につながる社会をめざし、共に活動し

ことです。労働と政治の関係をしっかりと強固

ていきましょう。今年一年が連合佐賀の皆様

なものにしていく。民主党は、
そのような政党で

にとって飛躍の年でありますことを心よりお祈

あり続けるべきと考えます。

り申し上げます。

昨年は労働者派遣法の改正がクローズアッ

連合佐賀第４8回地方委員会を開催
〜２０１5年度

運動方針の補強と新しい仲間の加盟を確認〜

連合佐賀は10月25日
（土）佐賀市の自治労会館大会議室において、
来賓、役員、地方委員、傍聴者など82名の出席を得て、第48回地方委
員会を開催しました。
議長団に松本地方委員
（電力総連）
と橋本直弥地方委員
（自動車
総連）
を選出し、執行部を代表しての相川会長あいさつ、来賓あいさつ、
一般活動経過・決算報告やチクシ電気労働組合（電力総連）
と平川病
院職員労働組合（地域ユニオン）
の加盟を全体の拍手で歓迎を行い、
201５年度運動方針の補強に関する件、予算案などについての審議
がおこなわれました。
相川会長は、
「 本日の地方委員会は、昨年10月に開催した第13回
△議長就任あいさつの松本議長
（左）
と橋本議長
（右）
定期大会から1年が経過する中、2年間の運動方針に対して、
どう実践
してきたかを総括し、今後の課題を確認する目的で開催している」
と挨拶。
また、安倍政権の政策運営に対して
「生活者
や働く者を犠牲にしている。労働者保護ルール改悪阻止も含め、組合員だけでなく多くの人達に働きかけをしなければ
ならない」
と呼びかけ、
更なる協力を依頼しました。
また、本日の地方委員会でも、
２つの組合174名の組合員が、新しい仲間に加わっていただいたことへの感謝と歓迎
の意を表され、
２０２０年までの
「１０００万連合をめざす実現プラン」
を今後とも産別・単組協力のもと展開することの
思いを含めたあいさつがされ、
その後の議案では、役員補選を含むすべての議案が提案どおり承認されました。
本委員会でいただいたご意見・ご要望については、今後の活動に活かして参りますので、皆さまのご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。
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頑張りますので
２０１５年もよろしくお願いします！

連合佐賀

東部地域協議会

手前 左）向井事務局長 奥
左）草場副事務局長
右）相川会長
奥中央左）岩田職員
奥中央右）中山職員
奥
右）鍋田副事務局長

左）弥吉事務局長
右）江口職員

北部地域協議会

南部地域協議会

左）白石事務局長
右）橋爪職員

左）太田事務局長
右）江頭職員

新加盟組合のご紹介
産 別 名
単 組 名
代 表 者
所 在 地
組合員数

電力総連
チクシ電気労働組合
執行委員長 合瀬 賢次
吉野ヶ里町立野５６０−１
１４４名

産 別 名 自治労
単 組 名 平川病院職員労働組合
代 表 者 執行委員長 吉丸 上
所 在 地 唐津市厳木町岩屋５０５番地
組合員数 ３０名
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第４７回衆議院選挙ご支援ありがとうございました

▲

原口一博氏

▲大串博志氏

連合

第４７回衆議院議員選挙は、突然の解散によ
る短期決戦に加え、
マスコミ各社が報じた
「自民
圧勝」や戦後最低の投票率になるなど、かつて
ない厳しい中での選挙戦となりました。結果、小
選挙区では連合佐賀推薦１区「原口一博氏」の
当選を果たすことができました。
また、同じく連合
佐賀が推薦した
「大串博志氏」の小選挙区当選
は果たせませんでしたが、比例での当選となりま
した。
連合佐賀に結集する構成組織・単組・地協の
みなさんから最後まで力強いご支援をいただい
た結果でした。心からお礼と感謝を申し上げます。

愛のカンパ

助成支援団体募集!!

地域助成
○連合組合員およびその家族、あるいは退職者が、積極的に運営に参加しているNPO・NGO団体が
行う具体的プログラムに対して行います。
○地方連合会（連合佐賀）が日常的な活動で連携している、NPO・NGO団体が行う事業・プログラム。
（構成組織が推薦する場合も地方連合会へ申請してください。）

活動内容
１．大規模災害などの救援・支援活動
２．戦争や紛争による難民救済
３．人権救済活動
４．地球環境保全活動
５．
ハンディキャップをもった人たちの活動

６．教育・文化などの子供の健全育成活動
７．医療や福祉などの活動
８．地域コミュニティー活動
（レクリエーション活動を除く）
９．生活困窮者 自立支援活動

応募期間
○２０１５年１月１日〜３月３１日

お問い合わせ・応募先
○連合佐賀

担当

草場までお問い合わせ下さい。TEL0952-33-3705

その他
○助成が決定するまでに、必要な書類提出や審査・面談などがあります。
詳しくは、連合本部ホームページの「連合 愛のカンパ」でご確認ください。

編集後記
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
昨年は一年の目標として
「忙しさを理由に、言い訳を作らない！」
「 年末には
『今年一年よく頑張った！』
と自分自身を褒めてあげ
られるような年にしていきます」
と本紙Ｎｏ．
146号で誓いを立てました。振り返ると、練習不足でほとんど歩いた桜マラソンや、仕
事に追われ自分に言い訳を作り、
なかなか新しい事にチャレンジ出来なかった一年でした。
しかし、私は褒められて伸びるタイプですので
「いやいや、
それでも昨年はよ〜がんばったよ！だけん、今年もさらに頑張れるさ！
！」
と自分に言い聞かせ、
この一年間も頑張って行きたいと思いますので、今後ともご協力よろしくお願いします。
（草）
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