
△議長団の東島（左）、鶴崎（右）地方委員 △表彰者４名（左より、古賀さん、副島さん、坂井さん、大草さん）

　連合佐賀は2月4日（土）、自治労会館において「第53
回（臨時）地方委員会」を開催し、連合佐賀2017春季生
活闘争方針および第48回衆議院議員選挙基本方針等
の議案について確認しました。
　開会にあたり青栁会長は、「『経済の自立的成長』
『社会の持続性』を実現するためにも、所得の向上によ
り消費の拡大をはかる事が重要であり、そのためにはす
べての働く者の賃金の『底上げ・底支え』『格差是正』の
実現が不可欠である。持続可能な社会の基盤は一人ひ
とりの『明日への希望』であり、その原動力は労働組合に

よる要求と、労使の真摯な交渉に他ならない。連合佐賀は2017春季生活闘争を通じて、とりわけ中小企業
で働く仲間や、非正規労働者の処遇改善に向け、より主体的な闘争を進め、付加価値の公正な分配、雇
用形態・企業規模・男女間の格差是正に全力を挙げて取り組む。」と述べ、要求の意義を強調しました。
　また、次期衆議院議員選挙に向け「一強状態を打ち破り、政権交代可能な二大政党的体制のもとで緊
張感のある政治を実現するため、秋とも言われている来たる衆議院議員選挙が極めて大事だと思ってい
る。すでに、連合佐賀としては2名の現職、1区の原口一博氏、2区の大串博志氏の推薦を決定している。
これから本格的な選挙戦に向けて、準備をしていかなければならない。支持率を含め大変厳しい状況下
ではあるが、まずは何としても選挙区では原口、大串現職2名の当選を勝ち取り、比例区においてもしっか
り票の拡大をはかり、二大政党政治への足掛かりにしていく選挙にしていかなければならない。」との考え
を述べ政治活動への理解協力を求めました。
　議案では、退任役員の表彰も確認し、本地方委員会において4名の表彰を行い、地方委員会アピール
を採択し閉会しました。
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議長団選出
　井手 副会長が、事前にお願いしていた地方委員2名の氏名を読み上げ提案し、承認された。
〔議長団〕東島 美香 地方委員（ＵＡゼンセン）、鶴崎 公就 地方委員（情報労連）
議長団を代表して、東島 議長が就任の挨拶を行なった。

各種委員・書記任命
　東島 議長より、配布した書面をもって任命にかえることを提案し、確認された。

資格審査報告
　大森 資格審査委員長は、本委員会の成立要件は、連合佐賀「規約 第26条1項」の定めにより、地方委
員の3分の2以上、役員の過半数が出席することによって成立する。
　10時03分現在、地方委員60名中41名、役員27名中20名の出席であり、地方委員会の成立要件を満た
していることを、報告した。

地方委員会 成立宣言
　議長は、連合佐賀「規約 第26条1項」に基づき、地方委員会成立要件を満たしていることを確認し、第
53回（臨時）地方委員会の成立を宣言した。

会長挨拶（要旨）
（世界・日本の経済情勢）
　先月1月20日、第45代米国大統領に就任したトランプ大統領は、「米国第一」のもと、1週間の間に16本も
の大統領令を出している。これまで責任ある大国として振る舞ってきた米国が、自国の利益だけを優先して
行動する国に変容すれば、国際社会を安定させる規範と秩序が揺らぎ、国家間の剥き出しの権力や利害
がぶつかり、移民および特定の国からの入国禁止令問題、核軍縮や温暖化対策など国家の利害を超え
て取り組むべき課題は置き去りにされそうである。特に、トランプ大統領の政策全てを損得勘定あるいは敵・
味方に分断する政治手法には、違和感を覚えざるを得えない。
　日本の政治や経済は、今後大きく揺さぶられていくことになるかもしれない。イギリスのメイ首相も先月17
日、ＥＵから完全離脱する意向を表明し、今年はオランダとドイツで議会選挙、フランスでは大統領選挙が行
われ、ＥＵの結束も今後どうなっていくのか。韓国でも大統領の職務が停止しており慰安婦像の設置問題
もあり、まさに日本を取り巻く国際情勢が大きく変化していく、そんな節目の年になるのではないかと思う。
（2017春季生活闘争）
　2017春季生活闘争は、総合生活改善闘争の位置付けの下、国民生活の維持・向上をはかるため、労
働組合が社会・経済の構造的な問題解決をはかる「けん引役」を果たしていかなければならない。また、
「経済の自立的成長」「社会の持続性」を実現するためにも、所得の向上により消費の拡大をはかることが
重要であり、そのためには、すべての働く者の賃金の「底上げ・底支え」「格差是正」の実現が不可欠であ
る。
　持続可能な社会の基盤は、一人ひとりの「明日への希望」であり、その原動力は労働組合による要求と
労使の真摯な交渉に他ならない。
　連合佐賀は2017春季生活闘争を通じて、とりわけ中小企業で働く仲間や、非正規労働者の処遇改善

に向け、より主体的な闘争を進め、付加価値の公正な分配、雇用形態・企業規模・男女間の格差是正に全
力を挙げる。
（政治）
　「一強多弱」の下で、立憲主義や民主主義を軽視し、働く者や生活者の声に向き合わない政治が行わ
れている。今こそ、本来の民主主義、生活者・働く者の現実に焦点を当てた政治を私たちの手に取り戻して
いかなければならない。
　ここ数年を振り返っただけでも家族の安泰と平和な暮らしが、はたして出来てきたでしょうか。国内におい
ては、平和への危惧や、多くの予期せぬ自然災害の発生、そして社会保障制度の改悪など、国民生活に
関わる様々な法案が数の力で残念ながら成立した。くわえて、一流といわれる会社で若い女性が長時間
労働の末、命を自ら断つという痛ましい事件が起きてしまい、長時間労働問題も社会的な問題となっている。
　従って、我々は明確な対抗軸を示し、広く世論に訴えるため「職場からはじめよう運動」「クラシノソコアゲ
応援団！ＲＥＮＧＯキャンペーン」への積極的な参画と、職場・地域での展開に格段のご協力をお願いしてお
きたい。
　その上で、一強状態を打ち破り、政権交代可能な二大政党的体制の下で緊張感のある政治を実現す
るため、秋とも言われている来たる衆議院議員選挙が、極めて大事だと思っている。
　すでに、連合佐賀としては2名の現職、1区に原口一博氏、2区に大串博志氏の推薦を決定しており、1月
17日に民進党・社民党・連合との第1回目の「政治活動連絡会議」を開催し、現段階におけるそれぞれの状
況報告などを行い、衆院選に向けた考え方や共産党への対応などについて、率直な意見交換を行った。
これから本格的な選挙戦に向けて、準備をしていかなければならない。支持率を含め大変厳しい状況下
ではあるが、まずは、何としても選挙区では、原口、大串現職2名の当選を勝ち取り、比例区においてもしっ
かり票の拡大をはかり、二大政党政治への足掛かりにしていく選挙にしていかなければならない。
　政府の「働き方改革実現会議」で、様々な議論が展開されている。特に、残業時間の上限規制問題な
ど、今年度中にはガイドラインが示されると思う。先行き不透明感が増す中での交渉になると思う。

議　案
○第1号議案　　連合佐賀2017春季生活闘争方針に関する件
　執行部（向井 事務局長）が提案を行い、議長より質疑を求めたが発言はなかったため、採決に入った。
　採決（拍手にて）の結果、過半数以上の賛成者を議長は確認し、承認された。

○第2号議案　　第48回衆議院選挙基本方針に関する件
　執行部（向井 事務局長）が提案を行い、議長は、それに対する質疑を求めた。

　他に質疑はなかったため、採決（拍手にて）の結果、過半数以上の賛成者を議長が確認し、承認された。
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ど、今年度中にはガイドラインが示されると思う。先行き不透明感が増す中での交渉になると思う。

議　案
○第1号議案　　連合佐賀2017春季生活闘争方針に関する件
　執行部（向井 事務局長）が提案を行い、議長より質疑を求めたが発言はなかったため、採決に入った。
　採決（拍手にて）の結果、過半数以上の賛成者を議長は確認し、承認された。

○第2号議案　　第48回衆議院選挙基本方針に関する件
　執行部（向井 事務局長）が提案を行い、議長は、それに対する質疑を求めた。

　他に質疑はなかったため、採決（拍手にて）の結果、過半数以上の賛成者を議長が確認し、承認された。

Ｑ. 小副川 高朗 地方委員（自治労）　
　自治労としても衆議院選挙を精一杯取り組むことを決意として申し上
げ、その上で1点だけ要望させていただく。
　1月11日、自治労中央本部 新年交換会で連合 神津会長が来賓挨拶
として「巨大与党と立ち向かうために、野党が共闘し合うのは当たり前の
話だと思っている。野党が力を合わせる。そして、選挙に勝っていくという
ことは当然ということを、改めて申し上げておく。」併せて、マスコミ関係に
対する不満を表し、対応も慎重にしていくとの発言をされていた。
　自治労としては、その言葉を受け止めて、来るべき衆議院選挙を一所懸命取り組む決意をしている。
　連合佐賀においては、連合佐賀に集う産別の仲間たちが一致団結して、選挙戦に取り組めるような方
針や体制を作り上げていただきたい。

Ａ. 執行部（向井 事務局長）
　今後、選挙戦を取り組む上で、連合佐賀として民進党そして社民党と話し合いを持ちながら、選挙戦を
取り組んでいく。
　また、四役会議の中でも今後の連携のあり方についても論議を行ないながら、前向きな論議を行ないたい。
　選挙をやる以上、勝たなければならないので、連携については慎重に、前向きに取り組んでいく。
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△玖珠町河川敷に総勢4,800名が参集

△連合佐賀より61名参加
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員の3分の2以上、役員の過半数が出席することによって成立する。
　10時03分現在、地方委員60名中41名、役員27名中20名の出席であり、地方委員会の成立要件を満た
していることを、報告した。

地方委員会 成立宣言
　議長は、連合佐賀「規約 第26条1項」に基づき、地方委員会成立要件を満たしていることを確認し、第
53回（臨時）地方委員会の成立を宣言した。

会長挨拶（要旨）
（世界・日本の経済情勢）
　先月1月20日、第45代米国大統領に就任したトランプ大統領は、「米国第一」のもと、1週間の間に16本も
の大統領令を出している。これまで責任ある大国として振る舞ってきた米国が、自国の利益だけを優先して
行動する国に変容すれば、国際社会を安定させる規範と秩序が揺らぎ、国家間の剥き出しの権力や利害
がぶつかり、移民および特定の国からの入国禁止令問題、核軍縮や温暖化対策など国家の利害を超え
て取り組むべき課題は置き去りにされそうである。特に、トランプ大統領の政策全てを損得勘定あるいは敵・
味方に分断する政治手法には、違和感を覚えざるを得えない。
　日本の政治や経済は、今後大きく揺さぶられていくことになるかもしれない。イギリスのメイ首相も先月17
日、ＥＵから完全離脱する意向を表明し、今年はオランダとドイツで議会選挙、フランスでは大統領選挙が行
われ、ＥＵの結束も今後どうなっていくのか。韓国でも大統領の職務が停止しており慰安婦像の設置問題
もあり、まさに日本を取り巻く国際情勢が大きく変化していく、そんな節目の年になるのではないかと思う。
（2017春季生活闘争）
　2017春季生活闘争は、総合生活改善闘争の位置付けの下、国民生活の維持・向上をはかるため、労
働組合が社会・経済の構造的な問題解決をはかる「けん引役」を果たしていかなければならない。また、
「経済の自立的成長」「社会の持続性」を実現するためにも、所得の向上により消費の拡大をはかることが
重要であり、そのためには、すべての働く者の賃金の「底上げ・底支え」「格差是正」の実現が不可欠であ
る。
　持続可能な社会の基盤は、一人ひとりの「明日への希望」であり、その原動力は労働組合による要求と
労使の真摯な交渉に他ならない。
　連合佐賀は2017春季生活闘争を通じて、とりわけ中小企業で働く仲間や、非正規労働者の処遇改善

に向け、より主体的な闘争を進め、付加価値の公正な分配、雇用形態・企業規模・男女間の格差是正に全
力を挙げる。
（政治）
　「一強多弱」の下で、立憲主義や民主主義を軽視し、働く者や生活者の声に向き合わない政治が行わ
れている。今こそ、本来の民主主義、生活者・働く者の現実に焦点を当てた政治を私たちの手に取り戻して
いかなければならない。
　ここ数年を振り返っただけでも家族の安泰と平和な暮らしが、はたして出来てきたでしょうか。国内におい
ては、平和への危惧や、多くの予期せぬ自然災害の発生、そして社会保障制度の改悪など、国民生活に
関わる様々な法案が数の力で残念ながら成立した。くわえて、一流といわれる会社で若い女性が長時間
労働の末、命を自ら断つという痛ましい事件が起きてしまい、長時間労働問題も社会的な問題となっている。
　従って、我々は明確な対抗軸を示し、広く世論に訴えるため「職場からはじめよう運動」「クラシノソコアゲ
応援団！ＲＥＮＧＯキャンペーン」への積極的な参画と、職場・地域での展開に格段のご協力をお願いしてお
きたい。
　その上で、一強状態を打ち破り、政権交代可能な二大政党的体制の下で緊張感のある政治を実現す
るため、秋とも言われている来たる衆議院議員選挙が、極めて大事だと思っている。
　すでに、連合佐賀としては2名の現職、1区に原口一博氏、2区に大串博志氏の推薦を決定しており、1月
17日に民進党・社民党・連合との第1回目の「政治活動連絡会議」を開催し、現段階におけるそれぞれの状
況報告などを行い、衆院選に向けた考え方や共産党への対応などについて、率直な意見交換を行った。
これから本格的な選挙戦に向けて、準備をしていかなければならない。支持率を含め大変厳しい状況下
ではあるが、まずは、何としても選挙区では、原口、大串現職2名の当選を勝ち取り、比例区においてもしっ
かり票の拡大をはかり、二大政党政治への足掛かりにしていく選挙にしていかなければならない。
　政府の「働き方改革実現会議」で、様々な議論が展開されている。特に、残業時間の上限規制問題な
ど、今年度中にはガイドラインが示されると思う。先行き不透明感が増す中での交渉になると思う。

議　案
○第1号議案　　連合佐賀2017春季生活闘争方針に関する件
　執行部（向井 事務局長）が提案を行い、議長より質疑を求めたが発言はなかったため、採決に入った。
　採決（拍手にて）の結果、過半数以上の賛成者を議長は確認し、承認された。

○第2号議案　　第48回衆議院選挙基本方針に関する件
　執行部（向井 事務局長）が提案を行い、議長は、それに対する質疑を求めた。

　他に質疑はなかったため、採決（拍手にて）の結果、過半数以上の賛成者を議長が確認し、承認された。

○第3号議案　　表彰に関する件
　執行部（森田副会長）が提案を行い、特段の質疑はないものとする議長判断により、即採決に入った。
　採決（拍手にて）の結果、満場一致を議長が確認し、承認された。
　その後、青栁会長より4名の退任者（副島 信之／全水道、坂井 裕介／青年委員会・電力総連、大草 
みず穂／女性委員会・全労金の3前執行委員、会計監査 古賀 直樹／ＵＡゼンセン）に対し表彰が行
われ、それぞれより挨拶がなされた。

地方委員会アピール（案）採択
　執行部（塚本 執行委員）がアピール文案を読み上げ提案し、提案後の拍手にて承認されたことを
議長は確認し、承認された。

各種委員・書記解任
　議長は、全議案の審議と委員会全日程が終了したことを宣言し、議事録署名人を残し、各種委員
が、解任された。

議長団解任挨拶
　議長団を代表して鶴崎 議長が、議事運営協力へのお礼を含めた退任の挨拶を述べ、解任された。

「米軍基地の整理・縮小」と「日米地位協定の抜本的見直し」を実現する１.28日出生台集会

　2017年1月28日（土）、大分県玖珠町の河川敷において、「米
軍基地の整理・縮小」と「日米地位協定の抜本的見直し」を実
現する１.28日出生台集会が開催されました。
　「在沖米海兵隊による沖縄県道104号線越え実弾射撃訓
練」は、過度に集中している沖縄の負担軽減を図るため、1997
年度より日出生台を含め全国5箇所の演習場で分散・実施され
てきています。日出生台演習場は、由布市・玖珠町・九重町の1
市2町にまたがっており、その約8割を玖珠町が占めています。
　これに対し、連合は1999年から日出生台における実弾射撃
訓練に反対する集会を開催してきました。
　本年は、2月中旬から3月中旬にかけて実弾演習が予定されていることから、地元大分をはじめとする九
州ブロックの各地方連合会、またその他全国各地の地方連合会からの参加により4,809名の仲間が結
集。連合佐賀からは、青栁会長をはじめ各地協より61名が参加しました。

【連合本部/神津会長挨拶（要旨）】
　演習・訓練実態への地域住民の不安は極めて大きく、安
全対策も懸念される。これでは沖縄の負担軽減どころか、
実弾演習の日本全土への拡散に他ならず決して容認でき
ない。わが国の国防や安全保障は、基地を抱える地域の負
担により成り立っている。日出生台の問題や沖縄はじめ基
地のある地域だけの問題ではなく、日本全体の問題であ
る。また、在日米軍の軍人・軍属に特権的な法的立場を認
めている治外法権的な「日米地位協定」を抜本的に見直さ
なければならない。引き続き、在日米軍基地の整理・縮小と
日米地位協定の抜本的見直しに向けた運動を推進していく。
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△講演をいただいた佐賀労働局雇用環境・
　均等室/原田すず枝室長

△国政報告をいただいた民進党/
　大串博志衆議院議員

△参加者全員でクラシノソコアゲ応援団！長時間労働是正
　の取り組みフォトメッセージ！

議長団選出
　井手 副会長が、事前にお願いしていた地方委員2名の氏名を読み上げ提案し、承認された。
〔議長団〕東島 美香 地方委員（ＵＡゼンセン）、鶴崎 公就 地方委員（情報労連）
議長団を代表して、東島 議長が就任の挨拶を行なった。

各種委員・書記任命
　東島 議長より、配布した書面をもって任命にかえることを提案し、確認された。

資格審査報告
　大森 資格審査委員長は、本委員会の成立要件は、連合佐賀「規約 第26条1項」の定めにより、地方委
員の3分の2以上、役員の過半数が出席することによって成立する。
　10時03分現在、地方委員60名中41名、役員27名中20名の出席であり、地方委員会の成立要件を満た
していることを、報告した。

地方委員会 成立宣言
　議長は、連合佐賀「規約 第26条1項」に基づき、地方委員会成立要件を満たしていることを確認し、第
53回（臨時）地方委員会の成立を宣言した。

会長挨拶（要旨）
（世界・日本の経済情勢）
　先月1月20日、第45代米国大統領に就任したトランプ大統領は、「米国第一」のもと、1週間の間に16本も
の大統領令を出している。これまで責任ある大国として振る舞ってきた米国が、自国の利益だけを優先して
行動する国に変容すれば、国際社会を安定させる規範と秩序が揺らぎ、国家間の剥き出しの権力や利害
がぶつかり、移民および特定の国からの入国禁止令問題、核軍縮や温暖化対策など国家の利害を超え
て取り組むべき課題は置き去りにされそうである。特に、トランプ大統領の政策全てを損得勘定あるいは敵・
味方に分断する政治手法には、違和感を覚えざるを得えない。
　日本の政治や経済は、今後大きく揺さぶられていくことになるかもしれない。イギリスのメイ首相も先月17
日、ＥＵから完全離脱する意向を表明し、今年はオランダとドイツで議会選挙、フランスでは大統領選挙が行
われ、ＥＵの結束も今後どうなっていくのか。韓国でも大統領の職務が停止しており慰安婦像の設置問題
もあり、まさに日本を取り巻く国際情勢が大きく変化していく、そんな節目の年になるのではないかと思う。
（2017春季生活闘争）
　2017春季生活闘争は、総合生活改善闘争の位置付けの下、国民生活の維持・向上をはかるため、労
働組合が社会・経済の構造的な問題解決をはかる「けん引役」を果たしていかなければならない。また、
「経済の自立的成長」「社会の持続性」を実現するためにも、所得の向上により消費の拡大をはかることが
重要であり、そのためには、すべての働く者の賃金の「底上げ・底支え」「格差是正」の実現が不可欠であ
る。
　持続可能な社会の基盤は、一人ひとりの「明日への希望」であり、その原動力は労働組合による要求と
労使の真摯な交渉に他ならない。
　連合佐賀は2017春季生活闘争を通じて、とりわけ中小企業で働く仲間や、非正規労働者の処遇改善

に向け、より主体的な闘争を進め、付加価値の公正な分配、雇用形態・企業規模・男女間の格差是正に全
力を挙げる。
（政治）
　「一強多弱」の下で、立憲主義や民主主義を軽視し、働く者や生活者の声に向き合わない政治が行わ
れている。今こそ、本来の民主主義、生活者・働く者の現実に焦点を当てた政治を私たちの手に取り戻して
いかなければならない。
　ここ数年を振り返っただけでも家族の安泰と平和な暮らしが、はたして出来てきたでしょうか。国内におい
ては、平和への危惧や、多くの予期せぬ自然災害の発生、そして社会保障制度の改悪など、国民生活に
関わる様々な法案が数の力で残念ながら成立した。くわえて、一流といわれる会社で若い女性が長時間
労働の末、命を自ら断つという痛ましい事件が起きてしまい、長時間労働問題も社会的な問題となっている。
　従って、我々は明確な対抗軸を示し、広く世論に訴えるため「職場からはじめよう運動」「クラシノソコアゲ
応援団！ＲＥＮＧＯキャンペーン」への積極的な参画と、職場・地域での展開に格段のご協力をお願いしてお
きたい。
　その上で、一強状態を打ち破り、政権交代可能な二大政党的体制の下で緊張感のある政治を実現す
るため、秋とも言われている来たる衆議院議員選挙が、極めて大事だと思っている。
　すでに、連合佐賀としては2名の現職、1区に原口一博氏、2区に大串博志氏の推薦を決定しており、1月
17日に民進党・社民党・連合との第1回目の「政治活動連絡会議」を開催し、現段階におけるそれぞれの状
況報告などを行い、衆院選に向けた考え方や共産党への対応などについて、率直な意見交換を行った。
これから本格的な選挙戦に向けて、準備をしていかなければならない。支持率を含め大変厳しい状況下
ではあるが、まずは、何としても選挙区では、原口、大串現職2名の当選を勝ち取り、比例区においてもしっ
かり票の拡大をはかり、二大政党政治への足掛かりにしていく選挙にしていかなければならない。
　政府の「働き方改革実現会議」で、様々な議論が展開されている。特に、残業時間の上限規制問題な
ど、今年度中にはガイドラインが示されると思う。先行き不透明感が増す中での交渉になると思う。

議　案
○第1号議案　　連合佐賀2017春季生活闘争方針に関する件
　執行部（向井 事務局長）が提案を行い、議長より質疑を求めたが発言はなかったため、採決に入った。
　採決（拍手にて）の結果、過半数以上の賛成者を議長は確認し、承認された。

○第2号議案　　第48回衆議院選挙基本方針に関する件
　執行部（向井 事務局長）が提案を行い、議長は、それに対する質疑を求めた。

　他に質疑はなかったため、採決（拍手にて）の結果、過半数以上の賛成者を議長が確認し、承認された。

　連合佐賀女性委員会は3月11日（土）、自治労会館において、構成
組織および青年委員会より50名参加のもと「3.8国際女性デー・学習
会」を開催しました。また、3.11東日本大震災が発生し6年目となる当日
であったことから、開会前、出席者全員で黙とうを捧げました。
　開会にあたり、女性委員会を代表し塚本委員長は、3.8国際女性
デーの由来や電通女性社員の自殺を踏まえた国での働き方改革の議
論に触れ、男女平等参画社会の実現に向け長時間労働撲滅に向け
た取り組みについて理解を求めました。学習会には連合佐賀・青栁会
長に出席いただき、3.11東日本大震災や2017春季生活闘争の位置づ
けや取り組み状況、働き方改革での審議に対する連合の考え等に触
れられ連帯の挨拶をいただきました。
　第１部の学習会では、「男女労働者を取り巻く状況」をテーマに、講師として、佐賀労働局 雇用環境・
均等室、原田すず枝室長を招き、1972年に制定された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待
遇の確保等に関する法律」からの歴史的背景や男女平等に関わる法律等の動向や解釈を交え、また、
佐賀労働局への相談実態等について学び、労働組合として今後取り組むべく課題や対応について共有

化を図りました。
　第２部の報告会では、「国政報告」として、民進党・政務調査会長、佐
賀県総支部連合会代表の大串博志衆議院議員を招き、現在、国会で
審議されている状況等が報告されるとともに、国家予算と天下りの関係
について、大蔵省（現財務省）での経験から学んだ国会議員としてのこ
れからの役割について思いが述べられました。今回の報告会を通じ、
働く者の視点から、今後、私たちが行動すべき政治的課題について学
びました。
　その後、「連合2017春季生活闘争・国際女性デー全国統一行動・中
央集会」の集会アピール文を確認し閉会しました。
　閉会にあたり、司会・進行の女性委員会／田中事務局長より、「男女

平等政策や政治、また、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた長時間労働の撲滅、ハラスメントのない明
るい職場づくりに向けた活動は、企業まかせにならず、女
性組合員も労働組合に積極的に参加し、働きかけを行う
など、重要な取り組みでもあります。本日学びましたことは、
それぞれの組合に持ち帰り、今後の活動の糧にしていた
だければ幸いです。また、今後、2017春季生活闘争が本
格化しますが、各組合において、早期有利解決に向け、
総力をあげた取り組みをお願いします。今後とも、連合佐
賀および女性委員会の諸活動に対し、ご支援とご協力を
お願いします。」と挨拶し、全日程を終了しました。

3.8国際女性デー・学習会

お知らせ
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△仲原青年委員長より
　闘争開始宣言文提案

△原口会長代行の音頭で
　ガンバロー三唱

△武雄市で引継集会 △佐賀県内の街宣へ出発

△佐賀市 △玄海町 △ハローワーク鹿島 △武雄労働基準監督署

△佐賀新聞（2/8）でPR

闘争開始宣言集会
【開催日時】 2017年2月4日（土）※地方委員会終了後
【開催場所】 自治労会館　大会議室
【内　　容】 ・2017春季生活闘争当面の取り組み提起
　　　　　 ・闘争開始宣言採決
　　　　　 ・ガンバロー三唱

佐賀県内のキャラバン街宣行動
【実施日時】 2017年2月8日（水）～9日（木）
【実施内容】 連合福岡の街宣車走行による街宣アピール
【街宣行程】 7日（火）引継集会（長崎→佐賀）
　　　　　 8日（水）武雄～嬉野～伊万里～唐津・
　　　　　　　　　東松浦～佐賀（連合佐賀駐車）
　　　　　 9日（木）佐賀～多久～小城～佐賀～鳥栖、
　　　　　　　　　久留米/引継集会（佐賀→福岡）

自治体要請キャラバン行動
【実施時期】 2017年2月8日（水）～24日（金）
【要請機関】 県内の全10市・10町、全4労働基準監督署、全6公共職業安定所
【要請概要】 ・春季生活闘争における運動の両輪として推し進めている政策制度の実現、
　　　　　   法令遵守を徹底した職場のワークルールの確立、労働者の将来不安解消に
　　　　　   向けた取り組み等

全国一斉「なんでも労働相談ダイヤル」
【テ ー マ】 ～雇用の不安・雇止めの不安はありませんか？～
　　　　　 パート・アルバイト・契約・派遣などで働くみなさんの
　　　　　 ための連合労働相談ホットライン
【実施日時】 2017年2月9日（木）～11日（土）　
　　　　　 各日10時00分～19時00分

2017春季生活闘争の  取り組み（トピックス）
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△青栁会長挨拶 △民進党/大串衆議員議員より
　連帯挨拶

△社民党/徳光幹事長
　（連合議員懇会長）より連帯挨拶

△街宣パレード

△佐賀県 △佐賀労働局 △佐賀県経営者協会 △佐賀県中小企業団体中央会

△連合本部・須田総合労働
　局長より講義

△民進党佐賀県連・中村副代表
　より講演

中小民間労組交流集会
【開催日時】 2017年2月18日（土）
【開催場所】 佐賀市「グランデはがくれ」
【出席者数】 総勢64名
　　　　　（10産別・29単組、地域ユニオン、3地協ほか）
【内　　容】 ・連合2017春季生活闘争方針「中小共闘」方針
　　　　　 ・連合佐賀2017春季生活闘争方針
 　　　　　・地域ミニマム運動の取り組み他
 

3.4佐賀県中央総決起集会
【開催日時】 2017年3月4日（土）
【開催場所】 佐賀市「佐賀市役所前公園」
【規　　模】 902名
【内　　容】 ・2017春季生活闘争情勢報告、連合佐賀の取り組み　・集会アピール採択
　　　　　 ・パレード（佐賀市役所南～佐賀中央郵便局）

県・労働局・経営団体への要請行動
【実施時期】 2017年3月8日（水）、10日（金）
【要請機関】 佐賀労働局、佐賀県、経営５団体（経営者協会、県中小企業中央会、
　　　　　 県商工会議所連合会、県商工会連合会、県中小企業家同友会）
【要請概要】 （佐　賀　県）雇用創出やWLBの実現に向けた長時間労働の是正、公契約条例の制定
　　　　　　　　　　　　による公契約の適正化、臨時・非常勤職員の処遇改善など8分野
　　　　　  （佐賀労働局）労働行政の強化や雇用における男女平等の推進、法令違反への対応など5項目
　　　　　 （経 営 団 体）賃金引上げや雇用対策、育児や介護と仕事の両立にむけた環境整備など7項目

※各地域協議会において、各地域・地区における総決起集会および全税務署へ申入れを実施

 

2017春季生活闘争の  取り組み（トピックス）
※詳しくは連合佐賀ＨＰをご覧ください
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△講演をいただいた佐賀新聞社/
　横尾章論説委員長

△連合議員懇を代表して江口幹事長より挨拶

　連合佐賀議員懇談会（略称：連合議員懇）は、2月10日（金）佐賀市
内ホテルにおいて「第20回定期総会」を開催し、2016年度活動経過
報告、2017年度活動方針ならびに2017年度役員など、全6議案につ
いて満場一致で確認されました。また総会内において、1月29日に施
行された唐津市議会議員選挙で当選した伊藤一之議員（2期目/社
民）と林正樹議員（初/民進）より支援に対する挨拶があり総会出席
者より激励を行いました。役員には徳光清孝会長（県議/社民）ほか
10名の再任が確認されました。

　総会後は、2016冬季研修会を開
催し、佐賀新聞社の横尾章論説委員長をお招きし、「記者から見た地
方議会・地方議員」と題し、記者から見た議会での残念な質問例や良
い例、若者の議会離れの背景や対策等について講演いただき、各級
議員へ叱咤激励をいただきました。
　その後、県政報告会を開催し、出席した県民ネットワーク3名（会派4
名、藤崎/民進、徳光/社民、江口/民進、野田/無）の県議会議員より、
平成29年度佐賀県の主要事業と予算等について説明が行われ意見
交換を行いました。

有田

多久・小城

伊万里・西松浦

鳥栖・三養基

佐賀県中央､佐賀

唐津・東松浦

武雄・杵島

鹿島・藤津

北部

南部

北部

東部

東部

北部

南部

南部

4月27日（木）18時00分

4月28日（金）18時00分

4月28日（金）18時00分

4月29日（土）  9時30分

4月29日（土）10時00分

4月29日（土）10時00分

4月29日（土）10時00分

4月30日（日）10時00分

有田町生涯学習センター

ドゥイング三日月

伊万里市立花公民館

鳥栖市民文化会館

どんどんどんの森

ひれふりランド(浜玉町)

武雄市文化会館

鹿島市民会館

地 協 地区・地域 日　時 場　所

佐賀県内のメーデー開催日程佐賀県内のメーデー開催日程佐賀県内のメーデー開催日程佐賀県内のメーデー開催日程
開催日早期順

編集後記
　2017春季生活闘争は、3月15日、先行する大手労組が賃金水準を底上げするベースアップ（ベア）を獲得し4年連続のベ
アを確得しましたが縮小傾向となりました。今後、中小労組の交渉が本格化しますが、取り組み方針でもある大手追従・準拠の
転換を図るべく、月例賃金にこだわった闘争が重要です。
　日常生活の生計費は、毎月の給与です。賞与一時金は、一般的に考えるとローン返済や貯蓄にまわります。また、現在の雇
用情勢に鑑み、時給制で賞与などが支給されていない非正規の方々のことを考えると、賞与や一時金を含めた年収ベースでの
賃上げでは、消費者である国民全体の購買力はたかまりません。
　政治は、税と社会保障の一体改革、とりわけ医療、年金、教育に対して安心できる社会を構築し、労使は、経済の自律的成
長、購買力を高めるためにも月例賃金および時給の引き上げに取り組むことが必要です。 (M)

～2016冬季研修会・県政報告会～
連合佐賀議員懇談会「第20回定期総会」
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