
　連合佐賀第52回地方委員会に、ご参加頂きました代
議員各位の皆さん、大変お疲れさまでございます。日頃
から、連合佐賀の取り組みに対しご支援・ご協力を頂い
ておりますことに感謝を申し上げます。
　本日は公私とも大変お忙しい中、連合本部からは神
津会長と下田総合総務財政局長、民進党佐賀県連か
らは大串代表・中村副代表、社民党佐賀県連からは松
永副代表、連合議員懇談会より徳光会長、また労福協
からは江頭専務理事、九州労働金庫佐賀県本部より
相川本部長、全労済佐賀県本部より宮島本部長にご
臨席を賜り、連合佐賀を代表して心より感謝申し上げる
次第であります。また、連合佐賀に対しご指導・ご厚誼
を賜っておりますことに重ねて御礼を申し上げたいと思
います。後程、それぞれご紹介しご挨拶を賜りたいと思
いますので、よろしくお願い致します。
　直近の政治状況や連合の今後の取り組みなどにつ
いては神津会長に委ね、2点に絞りご挨拶申し上げたい
と思います。昨年の第14回大会は、「ストップ・ザ・格差
社会！すべての働く者を連合の輪へ　安心社会を切り
開こう！」とのスローガンのもと2016年～17年度の2年間
の運動方針を確認し、県に対する政策制度要求をはじ
め、各自治体への要請行動、7月の参議院選挙の取り
組みなど、各地域協議会と連携し取り組んでまいりまし

　連合佐賀は10月22日（土）自治労会館において、役員、代議員、来賓な
ど88名を集め、第52回地方委員会を開催しました。

　議長団として末永知子代議員（ＪＰ労組）と石橋正教代議員（交通労
連）を選出し、2016年度経過報告並びに2016年度運動方針の補強に関
する件や、財政関係などについて審議し、全ての議案が提案どおり承認
されました。いただきましたご意見・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。

△青栁会長あいさつ
　（３面・４面・5面に関連記事） 青栁会長あいさつ

た。この間、各構成組織の組合員の皆様方をはじめ関
係者の方々には大変なご支援・ご協力を賜ったことに、
改めて感謝を申し上げさせて頂きたいと思います。
　まず1点目は、東日本大震災と熊本地震について触
れたいと思います。東日本大震災については、発災から
すでに5年7カ月が経過をいたしました。しかし、福島第
一原子力発電所事故では汚染水の処理問題を含め
未だ収束の兆しすらなく、福島を含む東北3県では今な
お14万人の人々が自宅に戻れない状況が続いていま
す。先日、福島を訪問する機会があり、関係者の方 と々
意見交換を行い、発災以降の取り組みなどこの間の経
過について話を伺ってきました。今後現地においては来
年3月に自主的に避難されている方々の家賃の補助が
なくなるとか、戻っても生活するためのライフラインが未
だ整っていないなど、復興が進むにつれて課題やニー
ズも変化してきており、今後10年後、20年後はどんな姿
に変化していくのか想像が難しいことなどの報告を受
けました。そして、まだまだ風評被害もあることから最大
の支援は現地に来て頂き、現実を知り正しい情報を発
信していってほしいと訴えられました。長い道のりになる
と思いますが、今後とも被災地に寄り添いながら事故を
風化させない取り組みが最も大切だと感じたところであ
ります。

　くわえて、今年4月に発生した熊本県を中心とする地
震からも半年が経過しました。災害関連死を含め110
人が犠牲になるなど、ご冥福を申し上げるとともに、被災
された全ての皆様方に心からお見舞いを申し上げたい
と思います。さらに、阿蘇山の噴火もあり度重なる災害
が発生している状況にあります。この間、熊本震災への
支援の取り組みについては、とりわけ震災直後から被
災地への緊急支援物資の提供や自治体への支援活
動、そしてライフラインの復旧作業、さらにはボランティア
活動やカンパ活動などに際し、ご尽力・ご協力をいただ
いた関係者の皆様方に改めて感謝を申し上げる次第
であります。震災前の生活に少しずつではありますが戻
りつつあり、早く元の姿に戻れるよう今後とも支援活動に
取り組んで行きたいと思っています。昨日も、鳥取県で震
度６弱の地震が発生しました。本当に、大変な状況にあ
ります。
　2点目は、参議院議員選挙に対する御礼と政治課題
について申しあげます。今年7月10日に実施されました
参議院議員選挙においては、民進党・社民党と連携し
取り組んでまいりました。佐賀選挙区においては、民進
党の公認候補中村てつじ氏を推薦し取り組んでまいり
ましたが、候補者擁立が5月半ばと遅れたこともあり大
変厳しい結果になりました。しかし、短期間の中で12万
票近くを獲得できたことは一定の評価ができると考えて
います。3年後の参院選の選挙を見据え、今後候補者
や政党と連携し取り組みを強化していきたいと考えてい
ます。また、全国比例区については、連合全体で12名の
候補者を擁立し8名の当選を勝ち取ることができ、12名
が獲得した個人名票も211万票と過去最多となりました。
この間のご支援とご協力に改めて感謝を申し上げます。
　一方、連合としては構成組織と連携し、「法令遵守の
徹底」「期日前投票の最大限の活用」「棄権防止の徹
底」など取り組んでまいりました。しかし、各地方連合会
に登録されている組合員数に対する連合組織内候補
者12名が獲得した票の割合は3割程度にとどまってお
り、連合の組織力も問われていることも事実だろうと思っ
ています。
　この参院選の全体の結果として、民進党は、改選46
議席から大きく議席を減らし、社民党も1議席の獲得に
止まり改憲勢力に3分の2を与えることになってしまい国
政選挙では4連敗となりました。我々は、この現実をどう
受け止めどう対応していくのか、また産別によって政策
や考え方の違いなども現実問題としてあり、今後支持
政党への関わり方などを含め、議論を始めていくことも
求められているのではないかと個人的には思っていま
す。
　また、民進党は9月に代表選が行われ、新しく蓮舫さ
んが代表に就任し挨拶のなかで有権者に選んでもらえ

る政党に立て直すと抱負を述べられましたが、代表自
身の二重国籍問題や党内の役員人事を巡って求心力
が低下するなど厳しいスタートになっていると言わざる
をえません。先週、連合の地方連合会代表者会議が開
催され、その後、民進党の馬淵選対委員長との意見交
換会があり、現在行われている補選の対応や次期衆議
院議員選挙における民進党として野党共闘問題に対
する考え方が示されました。しかし、示された内容とそ
の後の新潟知事選における代表の行動などについて
は、誤解をしている部分もありますので本部として民進
党への対応等についてはこのあと神津会長から話を頂
きたいと思います。
　一方で、地方議員の政務活動費の不正受給や国会
議員による政治資金パーティーでの白紙の領収書に事
務所関係者が金額を書き込むなど、相変わらず政治と
カネをめぐっては世間の常識とはかけ離れたものになっ
ています。これまでも、「政治とカネ」の問題で複数の閣
僚が辞任しているにも関わらず、その教訓はまったく生
かされていません。今こそ、民進党は原点である国民や
労働者目線による政治への回帰に向けて、その役割を
きちんと発揮していただきたいと思っています。
　「アベノミクス加速国会」と名付けた臨時国会が先月
26日にスタートし、先週第2次補正予算が成立しました。
その後の衆議院TPPの特別委員会では、承認案の審
議をめぐり山本農水大臣の強行採決に言及する不適
切な発言を行ったことから、与野党の対立が一段と激
しくなっています。そのような中にあって、衆議院におい
ては解散風が吹き始めており、早ければ年内、もしくは
年明けとも言われています。まだ、2年もたっていない中
で700億円もの金をかけ、大義名分もない選挙をなぜ行
う必要があるのでしょうか。どの目線で政治をやっている
のか、やはり党利党略が目的であり国民目線とは随分
かけ離れていると思っています。
　いずれにしても、連合が求める政策制度実現のため
には政治との関わりは大変重要だと考えます。来るべき
衆議院議員選挙においては、1区に現職原口一博氏、2
区に現職大串博志氏を本日の地方委員会前段の執行
委員会で両氏の推薦を確認してきたところです。また、
来年は唐津市を含め自治体選挙も控えています。連合
佐賀も先頭に立って、推薦候補者全員の当選に向け
取り組みを強化してまいりたいと考えています。
　今後、2次補正の対策が実施されると思いますが、こ
れまでも政府の思惑通りに事は運んだことはほとんどあ
りません。これまでも金融緩和や財政出動などの景気
対策を打ってきましたが、効果は上がっていません。また、
安倍政権が最大のチャレンジと位置付けている「働き
方改革」に関する検討を行うために新設された「働き方
改革実現会議」が9月末に始動しています。その構成メ

ンバーに神津会長が参加されておられます。この実現
会議は、2016年度内に具体的な実行計画を取りまとめ、
スピード感をもって必要な関連法案を国会に提出する
ことになっています。また、安倍首相は「非正規という言
葉をこの国から一掃する」と発言もしています。今まで、
労働法制を改悪し非正規を増やしてきておきながら、よ
くこんな発言ができるなと本当労働者を舐めているとし
か言いようがありません。神津会長には、労働者の代表
として処遇の改善が図られるよう頑張って頂きたいと
願っているところであります。
　時間の関係上、言い尽くせない部分も数多くあります

が、不足している課題などについてはご来賓の方々の
挨拶の中で触れて頂きたいと思っています。いずれにし
ても、多くの難しい課題を抱えこれまでの経験則だけで
は生き残れない時代を迎えています。しかし、誰もが安
心して暮らせる社会を国民全体で取り戻していかなけ
ればならないと思っています。この間の取り組み経過や、
今後の具体的な運動方針などについては、事務局長
の提案に委ねたいと思います。
　最後に、限られた時間ではありますが、代議員各位
の真摯な討論をお願いし、執行部を代表してのご挨拶
とさせていただきます。

　連合は、全ての働く者の取り組みができるかという観
点から新しい展開をはかることにしています。それは、
連合運動のキャッチコピーとする「横の広がり、縦の深
まり」です。地方連合会での好事例を共有し、全国展開
していきたいと考えています。
　次に、2017春闘です。現在、基本構想を議論してい
ます。安倍首相が何と言おうと、要求しない限り経営者
は賃金をあげようとはしません。底上げ、格差の広がり
に対して要求することが大切です。
　最後に、政治とのかかわりです。民進党政務調査会
長・佐賀県連代表の大串衆議院議員にも出席いただき、
現国会の情勢や民進党としての対応姿勢等について

協議を行いました。衆議院では、解散風が強まっていま
す。いつ選挙となってもの準備をお願いします。
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【活動報告】
　一般活動経過報告、佐賀空港自衛隊オスプレイ配備問題に関する連合佐賀の考え方、第24回参議院選挙総
括、2016年度会計報告ならびに会計監査報告が行なわれた。その後、一括質疑討論が行なわれ、採決によって承
認された。

 質疑討論

○桑原 地方委員（基幹労連）
　参議院選挙の総括について、活動経過報告の目次の中に記載がないが、参議院選挙の総括について議題
として提案されているのか。
　佐賀県選挙区について、連合佐賀としての活動総括はどのような考えがあるのか。現状としての選挙総括を
示してほしい。

○牟田 地方委員（自治労）
　佐賀空港自衛隊オスプレイ配備問題に関する考え方の説明について、連合佐賀は、今日までこの問題に触れ
ていなかった。今回どのような経緯で提起となったのか説明してほしい。

●向井 事務局長
○桑原 地方委員の発言に対して
　参議院議員選挙の総括は、時間の関係で一般経過報告の中で報告をさせていただいた。
　次回の議案の中で、総括の報告を入れていきたいと考える。連合佐賀としての総括の考え方は、政治センター
幹事会を開催し、その議論を踏まえて総括を行いたい。

○牟田 地方委員の発言に対して
　オスプレイ配備問題に関しては、四役会議・執行委員会で論議を重ねてきた。政府の対応が二転三転し内容
が不鮮明な中で、連合佐賀の考え方を示せないでいた。四役会議・執行委員会で、どこかのタイミングで連合佐
賀の考え方を明確にすることにしていたが、構成組織に示すタイミングが今回となった。

　これ以外に質問・意見を求めたが、他に質問はなかったため採決に入り、拍手による賛成多数で経過報告を承認
した。

【議事】

 第１号議案　加盟組合に関する件

（１）第１号議案　加盟組合に関する件
全国自動車交通労働組合連合会
　　佐賀タクシー労働組合　北島 執行委員長
佐賀県地域ユニオン
　　佐賀県労働者福祉協議会職員労働組合　代理　佐賀県地域ユニオン　古賀 会長

（２）第２号議案　2016年度運動方針の補強に関する件
（３）第３号議案　2016年度余剰金処分および2017年度一般会計予算に関する件
　
２号議案、３号議案を一括提案し、議案ごとに質疑・討論、採決を行った。

 質疑討論

第２号議案に対する質疑・討論

○草場 地方委員（電力総連）
　青年委員会活動について（要望）青年活動については、地協あるいは連合佐賀での活動を精力的に展開さ
れている。連合佐賀と地協の活動での重複感を含めて見直しを行ったがよいのではと思う。地協では、労金各
支店の活動も入っているので検討をお願いしたい。
　政治センターについて、政治センターの開催については、年間で運営をすることで理解してよいのか。今回、参
議院選挙を進めるにあたって、前回の選挙の反省をどうしたのか。衆議院解散も含めて、より良い活動にしていく
ために、次開催の考え方と反省もしっかりしてほしい。
　政治センターについて（要請）参議院選挙は3年に1回であり、3年前にも反省をしていると思う。しっかり引き継
ぎながら次の選挙に、さらに力を高めて効果的に進めて行くことを確認すべきである。政治活動連絡会、政党と
の連携強化も取り組んで、政治センターでどういう活動を進めているのか共有化してほしい。

○石橋 地方委員（自治労）
　ＴＰＰに対する対応について、公正なワークルールと政策、ＴＰＰについての見解を聞かせてほしい。公契約条
例の制定へ連合も取り組まれているが、公正なワークルールを守るとの立場から次期総選挙の争点となると言わ
れるＴＰＰに対しての考え方を示してほしい。

●向井 事務局長
○草場 地方委員の発言に対して
　青年活動の地協と連合佐賀との重複感について、現状を把握できていない。地協事務局長を入れながら活
動を精査し、話し合いをしたい。年間計画で活動を行っていることもあり、翌年の取り組みに向けて話し合いを進
めて行きたい。
　政治センターは適時開催としており、選挙がある前・後等々に開催している。しかし、選挙が決まった後の開催
が間に合わないでいる現状にある。前回の衆議院選挙の反省は、取りまとめているので、次回選挙に活かしてい
きたい。今回は、参議院選挙であり衆議院選挙の反省をそのまま使うことにはいかなかったが、もう少し政治セン
ター幹事会を開催したい。

○石橋 地方委員の発言に対して
　選挙は、いつあっても対応できる体制でのぞむ。ＴＰＰは、非常に幅広い問題であり専門的知識が必要であり、
連合本部で精査をしている。中身について連合本部が出すことを受けて、勉強会等を行いたい。公契約条例に
ついては、県部局長交渉で強く求めた。今後も制定に向けて進めて行きたい。

第３号議案に対する質疑・討論
　第３号議案「2016年度余剰金処分および2017年度一般会計予算に関する件」に対する質問・意見を求めたが、
特になかったため採決に入り、拍手による賛成多数で第３号議案を承認した。

（４）第４議案　役員補選に関する件
報告：鳥巣 選挙管理委員長
提案：原口 役員推薦委員長（会長代行）
◎議長が質疑はないものと判断し、新しい役員の補選について拍手で確認後、新役員から挨拶が行われた。
副 会 長1名　井手　雅彦（情報労連）、
執行委員1名　小川　龍二（運輸労蓮）、他2名欠員
会計監査1名　杉江　和紀（政労連）：欠席

（５）第５号議案　役員の表彰に関する件
提案：森田 副会長
◎議長が規約に基づくものであり質疑はないものと判断し、新しい役員の補選について採択に入り、圧倒的多数
の拍手で承認された。その後、青栁会長より退任役員に対し表彰状の授与を行い、労った。
退任役員　嶋　慶二（ゴム連合）、吉津　涼子（政労連）

１２．地方委員会アピール（案）の採択
提案：坂井 執行委員（青年委員会委員長）

１３．各種委員解任
議長が、議事録署名人を残し、委員会各種委員、書記長、書記を解任した。

１4．議長団解任あいさつ　石橋 議長
　皆さんのご協力により方針が補強され、2つの柱と8つの具体策に取り組むことを確認しました。各構成組織の
強力なバックアップで、積極的に活動を展開しましょう。連合佐賀が佐賀県を代表する労働団体として力強く発
展することを祈念し、降壇の挨拶とさせていただきます。

15．閉会あいさつ　　新山 副会長

16．団結ガンバロー
青栁会長の「ガンバロー三唱」で第52回地方委員会を終了した。

た。この間、各構成組織の組合員の皆様方をはじめ関
係者の方々には大変なご支援・ご協力を賜ったことに、
改めて感謝を申し上げさせて頂きたいと思います。
　まず1点目は、東日本大震災と熊本地震について触
れたいと思います。東日本大震災については、発災から
すでに5年7カ月が経過をいたしました。しかし、福島第
一原子力発電所事故では汚染水の処理問題を含め
未だ収束の兆しすらなく、福島を含む東北3県では今な
お14万人の人々が自宅に戻れない状況が続いていま
す。先日、福島を訪問する機会があり、関係者の方 と々
意見交換を行い、発災以降の取り組みなどこの間の経
過について話を伺ってきました。今後現地においては来
年3月に自主的に避難されている方々の家賃の補助が
なくなるとか、戻っても生活するためのライフラインが未
だ整っていないなど、復興が進むにつれて課題やニー
ズも変化してきており、今後10年後、20年後はどんな姿
に変化していくのか想像が難しいことなどの報告を受
けました。そして、まだまだ風評被害もあることから最大
の支援は現地に来て頂き、現実を知り正しい情報を発
信していってほしいと訴えられました。長い道のりになる
と思いますが、今後とも被災地に寄り添いながら事故を
風化させない取り組みが最も大切だと感じたところであ
ります。

　くわえて、今年4月に発生した熊本県を中心とする地
震からも半年が経過しました。災害関連死を含め110
人が犠牲になるなど、ご冥福を申し上げるとともに、被災
された全ての皆様方に心からお見舞いを申し上げたい
と思います。さらに、阿蘇山の噴火もあり度重なる災害
が発生している状況にあります。この間、熊本震災への
支援の取り組みについては、とりわけ震災直後から被
災地への緊急支援物資の提供や自治体への支援活
動、そしてライフラインの復旧作業、さらにはボランティア
活動やカンパ活動などに際し、ご尽力・ご協力をいただ
いた関係者の皆様方に改めて感謝を申し上げる次第
であります。震災前の生活に少しずつではありますが戻
りつつあり、早く元の姿に戻れるよう今後とも支援活動に
取り組んで行きたいと思っています。昨日も、鳥取県で震
度６弱の地震が発生しました。本当に、大変な状況にあ
ります。
　2点目は、参議院議員選挙に対する御礼と政治課題
について申しあげます。今年7月10日に実施されました
参議院議員選挙においては、民進党・社民党と連携し
取り組んでまいりました。佐賀選挙区においては、民進
党の公認候補中村てつじ氏を推薦し取り組んでまいり
ましたが、候補者擁立が5月半ばと遅れたこともあり大
変厳しい結果になりました。しかし、短期間の中で12万
票近くを獲得できたことは一定の評価ができると考えて
います。3年後の参院選の選挙を見据え、今後候補者
や政党と連携し取り組みを強化していきたいと考えてい
ます。また、全国比例区については、連合全体で12名の
候補者を擁立し8名の当選を勝ち取ることができ、12名
が獲得した個人名票も211万票と過去最多となりました。
この間のご支援とご協力に改めて感謝を申し上げます。
　一方、連合としては構成組織と連携し、「法令遵守の
徹底」「期日前投票の最大限の活用」「棄権防止の徹
底」など取り組んでまいりました。しかし、各地方連合会
に登録されている組合員数に対する連合組織内候補
者12名が獲得した票の割合は3割程度にとどまってお
り、連合の組織力も問われていることも事実だろうと思っ
ています。
　この参院選の全体の結果として、民進党は、改選46
議席から大きく議席を減らし、社民党も1議席の獲得に
止まり改憲勢力に3分の2を与えることになってしまい国
政選挙では4連敗となりました。我々は、この現実をどう
受け止めどう対応していくのか、また産別によって政策
や考え方の違いなども現実問題としてあり、今後支持
政党への関わり方などを含め、議論を始めていくことも
求められているのではないかと個人的には思っていま
す。
　また、民進党は9月に代表選が行われ、新しく蓮舫さ
んが代表に就任し挨拶のなかで有権者に選んでもらえ

る政党に立て直すと抱負を述べられましたが、代表自
身の二重国籍問題や党内の役員人事を巡って求心力
が低下するなど厳しいスタートになっていると言わざる
をえません。先週、連合の地方連合会代表者会議が開
催され、その後、民進党の馬淵選対委員長との意見交
換会があり、現在行われている補選の対応や次期衆議
院議員選挙における民進党として野党共闘問題に対
する考え方が示されました。しかし、示された内容とそ
の後の新潟知事選における代表の行動などについて
は、誤解をしている部分もありますので本部として民進
党への対応等についてはこのあと神津会長から話を頂
きたいと思います。
　一方で、地方議員の政務活動費の不正受給や国会
議員による政治資金パーティーでの白紙の領収書に事
務所関係者が金額を書き込むなど、相変わらず政治と
カネをめぐっては世間の常識とはかけ離れたものになっ
ています。これまでも、「政治とカネ」の問題で複数の閣
僚が辞任しているにも関わらず、その教訓はまったく生
かされていません。今こそ、民進党は原点である国民や
労働者目線による政治への回帰に向けて、その役割を
きちんと発揮していただきたいと思っています。
　「アベノミクス加速国会」と名付けた臨時国会が先月
26日にスタートし、先週第2次補正予算が成立しました。
その後の衆議院TPPの特別委員会では、承認案の審
議をめぐり山本農水大臣の強行採決に言及する不適
切な発言を行ったことから、与野党の対立が一段と激
しくなっています。そのような中にあって、衆議院におい
ては解散風が吹き始めており、早ければ年内、もしくは
年明けとも言われています。まだ、2年もたっていない中
で700億円もの金をかけ、大義名分もない選挙をなぜ行
う必要があるのでしょうか。どの目線で政治をやっている
のか、やはり党利党略が目的であり国民目線とは随分
かけ離れていると思っています。
　いずれにしても、連合が求める政策制度実現のため
には政治との関わりは大変重要だと考えます。来るべき
衆議院議員選挙においては、1区に現職原口一博氏、2
区に現職大串博志氏を本日の地方委員会前段の執行
委員会で両氏の推薦を確認してきたところです。また、
来年は唐津市を含め自治体選挙も控えています。連合
佐賀も先頭に立って、推薦候補者全員の当選に向け
取り組みを強化してまいりたいと考えています。
　今後、2次補正の対策が実施されると思いますが、こ
れまでも政府の思惑通りに事は運んだことはほとんどあ
りません。これまでも金融緩和や財政出動などの景気
対策を打ってきましたが、効果は上がっていません。また、
安倍政権が最大のチャレンジと位置付けている「働き
方改革」に関する検討を行うために新設された「働き方
改革実現会議」が9月末に始動しています。その構成メ

ンバーに神津会長が参加されておられます。この実現
会議は、2016年度内に具体的な実行計画を取りまとめ、
スピード感をもって必要な関連法案を国会に提出する
ことになっています。また、安倍首相は「非正規という言
葉をこの国から一掃する」と発言もしています。今まで、
労働法制を改悪し非正規を増やしてきておきながら、よ
くこんな発言ができるなと本当労働者を舐めているとし
か言いようがありません。神津会長には、労働者の代表
として処遇の改善が図られるよう頑張って頂きたいと
願っているところであります。
　時間の関係上、言い尽くせない部分も数多くあります

が、不足している課題などについてはご来賓の方々の
挨拶の中で触れて頂きたいと思っています。いずれにし
ても、多くの難しい課題を抱えこれまでの経験則だけで
は生き残れない時代を迎えています。しかし、誰もが安
心して暮らせる社会を国民全体で取り戻していかなけ
ればならないと思っています。この間の取り組み経過や、
今後の具体的な運動方針などについては、事務局長
の提案に委ねたいと思います。
　最後に、限られた時間ではありますが、代議員各位
の真摯な討論をお願いし、執行部を代表してのご挨拶
とさせていただきます。

　連合は、全ての働く者の取り組みができるかという観
点から新しい展開をはかることにしています。それは、
連合運動のキャッチコピーとする「横の広がり、縦の深
まり」です。地方連合会での好事例を共有し、全国展開
していきたいと考えています。
　次に、2017春闘です。現在、基本構想を議論してい
ます。安倍首相が何と言おうと、要求しない限り経営者
は賃金をあげようとはしません。底上げ、格差の広がり
に対して要求することが大切です。
　最後に、政治とのかかわりです。民進党政務調査会
長・佐賀県連代表の大串衆議院議員にも出席いただき、
現国会の情勢や民進党としての対応姿勢等について

協議を行いました。衆議院では、解散風が強まっていま
す。いつ選挙となってもの準備をお願いします。
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　連合佐賀第52回地方委員会に、ご参加頂きました代
議員各位の皆さん、大変お疲れさまでございます。日頃
から、連合佐賀の取り組みに対しご支援・ご協力を頂い
ておりますことに感謝を申し上げます。
　本日は公私とも大変お忙しい中、連合本部からは神
津会長と下田総合総務財政局長、民進党佐賀県連か
らは大串代表・中村副代表、社民党佐賀県連からは松
永副代表、連合議員懇談会より徳光会長、また労福協
からは江頭専務理事、九州労働金庫佐賀県本部より
相川本部長、全労済佐賀県本部より宮島本部長にご
臨席を賜り、連合佐賀を代表して心より感謝申し上げる
次第であります。また、連合佐賀に対しご指導・ご厚誼
を賜っておりますことに重ねて御礼を申し上げたいと思
います。後程、それぞれご紹介しご挨拶を賜りたいと思
いますので、よろしくお願い致します。
　直近の政治状況や連合の今後の取り組みなどにつ
いては神津会長に委ね、2点に絞りご挨拶申し上げたい
と思います。昨年の第14回大会は、「ストップ・ザ・格差
社会！すべての働く者を連合の輪へ　安心社会を切り
開こう！」とのスローガンのもと2016年～17年度の2年間
の運動方針を確認し、県に対する政策制度要求をはじ
め、各自治体への要請行動、7月の参議院選挙の取り
組みなど、各地域協議会と連携し取り組んでまいりまし

連合佐賀第52回地方委員会の概要連合佐賀第52回地方委員会の概要連合佐賀第52回地方委員会の概要連合佐賀第52回地方委員会の概要

△見事な議事進行の末永議長（右）と石橋議長（左）

連合本部挨拶　神津 里季生 会長

【活動報告】
　一般活動経過報告、佐賀空港自衛隊オスプレイ配備問題に関する連合佐賀の考え方、第24回参議院選挙総
括、2016年度会計報告ならびに会計監査報告が行なわれた。その後、一括質疑討論が行なわれ、採決によって承
認された。

 質疑討論

○桑原 地方委員（基幹労連）
　参議院選挙の総括について、活動経過報告の目次の中に記載がないが、参議院選挙の総括について議題
として提案されているのか。
　佐賀県選挙区について、連合佐賀としての活動総括はどのような考えがあるのか。現状としての選挙総括を
示してほしい。

○牟田 地方委員（自治労）
　佐賀空港自衛隊オスプレイ配備問題に関する考え方の説明について、連合佐賀は、今日までこの問題に触れ
ていなかった。今回どのような経緯で提起となったのか説明してほしい。

●向井 事務局長
○桑原 地方委員の発言に対して
　参議院議員選挙の総括は、時間の関係で一般経過報告の中で報告をさせていただいた。
　次回の議案の中で、総括の報告を入れていきたいと考える。連合佐賀としての総括の考え方は、政治センター
幹事会を開催し、その議論を踏まえて総括を行いたい。

○牟田 地方委員の発言に対して
　オスプレイ配備問題に関しては、四役会議・執行委員会で論議を重ねてきた。政府の対応が二転三転し内容
が不鮮明な中で、連合佐賀の考え方を示せないでいた。四役会議・執行委員会で、どこかのタイミングで連合佐
賀の考え方を明確にすることにしていたが、構成組織に示すタイミングが今回となった。

　これ以外に質問・意見を求めたが、他に質問はなかったため採決に入り、拍手による賛成多数で経過報告を承認
した。

【議事】

 第１号議案　加盟組合に関する件

（１）第１号議案　加盟組合に関する件
全国自動車交通労働組合連合会
　　佐賀タクシー労働組合　北島 執行委員長
佐賀県地域ユニオン
　　佐賀県労働者福祉協議会職員労働組合　代理　佐賀県地域ユニオン　古賀 会長

（２）第２号議案　2016年度運動方針の補強に関する件
（３）第３号議案　2016年度余剰金処分および2017年度一般会計予算に関する件
　
２号議案、３号議案を一括提案し、議案ごとに質疑・討論、採決を行った。

 質疑討論

第２号議案に対する質疑・討論

○草場 地方委員（電力総連）
　青年委員会活動について（要望）青年活動については、地協あるいは連合佐賀での活動を精力的に展開さ
れている。連合佐賀と地協の活動での重複感を含めて見直しを行ったがよいのではと思う。地協では、労金各
支店の活動も入っているので検討をお願いしたい。
　政治センターについて、政治センターの開催については、年間で運営をすることで理解してよいのか。今回、参
議院選挙を進めるにあたって、前回の選挙の反省をどうしたのか。衆議院解散も含めて、より良い活動にしていく
ために、次開催の考え方と反省もしっかりしてほしい。
　政治センターについて（要請）参議院選挙は3年に1回であり、3年前にも反省をしていると思う。しっかり引き継
ぎながら次の選挙に、さらに力を高めて効果的に進めて行くことを確認すべきである。政治活動連絡会、政党と
の連携強化も取り組んで、政治センターでどういう活動を進めているのか共有化してほしい。

○石橋 地方委員（自治労）
　ＴＰＰに対する対応について、公正なワークルールと政策、ＴＰＰについての見解を聞かせてほしい。公契約条
例の制定へ連合も取り組まれているが、公正なワークルールを守るとの立場から次期総選挙の争点となると言わ
れるＴＰＰに対しての考え方を示してほしい。

●向井 事務局長
○草場 地方委員の発言に対して
　青年活動の地協と連合佐賀との重複感について、現状を把握できていない。地協事務局長を入れながら活
動を精査し、話し合いをしたい。年間計画で活動を行っていることもあり、翌年の取り組みに向けて話し合いを進
めて行きたい。
　政治センターは適時開催としており、選挙がある前・後等々に開催している。しかし、選挙が決まった後の開催
が間に合わないでいる現状にある。前回の衆議院選挙の反省は、取りまとめているので、次回選挙に活かしてい
きたい。今回は、参議院選挙であり衆議院選挙の反省をそのまま使うことにはいかなかったが、もう少し政治セン
ター幹事会を開催したい。

○石橋 地方委員の発言に対して
　選挙は、いつあっても対応できる体制でのぞむ。ＴＰＰは、非常に幅広い問題であり専門的知識が必要であり、
連合本部で精査をしている。中身について連合本部が出すことを受けて、勉強会等を行いたい。公契約条例に
ついては、県部局長交渉で強く求めた。今後も制定に向けて進めて行きたい。

第３号議案に対する質疑・討論
　第３号議案「2016年度余剰金処分および2017年度一般会計予算に関する件」に対する質問・意見を求めたが、
特になかったため採決に入り、拍手による賛成多数で第３号議案を承認した。

（４）第４議案　役員補選に関する件
報告：鳥巣 選挙管理委員長
提案：原口 役員推薦委員長（会長代行）
◎議長が質疑はないものと判断し、新しい役員の補選について拍手で確認後、新役員から挨拶が行われた。
副 会 長1名　井手　雅彦（情報労連）、
執行委員1名　小川　龍二（運輸労蓮）、他2名欠員
会計監査1名　杉江　和紀（政労連）：欠席

（５）第５号議案　役員の表彰に関する件
提案：森田 副会長
◎議長が規約に基づくものであり質疑はないものと判断し、新しい役員の補選について採択に入り、圧倒的多数
の拍手で承認された。その後、青栁会長より退任役員に対し表彰状の授与を行い、労った。
退任役員　嶋　慶二（ゴム連合）、吉津　涼子（政労連）

１２．地方委員会アピール（案）の採択
提案：坂井 執行委員（青年委員会委員長）

１３．各種委員解任
議長が、議事録署名人を残し、委員会各種委員、書記長、書記を解任した。

１4．議長団解任あいさつ　石橋 議長
　皆さんのご協力により方針が補強され、2つの柱と8つの具体策に取り組むことを確認しました。各構成組織の
強力なバックアップで、積極的に活動を展開しましょう。連合佐賀が佐賀県を代表する労働団体として力強く発
展することを祈念し、降壇の挨拶とさせていただきます。

15．閉会あいさつ　　新山 副会長

16．団結ガンバロー
青栁会長の「ガンバロー三唱」で第52回地方委員会を終了した。

た。この間、各構成組織の組合員の皆様方をはじめ関
係者の方々には大変なご支援・ご協力を賜ったことに、
改めて感謝を申し上げさせて頂きたいと思います。
　まず1点目は、東日本大震災と熊本地震について触
れたいと思います。東日本大震災については、発災から
すでに5年7カ月が経過をいたしました。しかし、福島第
一原子力発電所事故では汚染水の処理問題を含め
未だ収束の兆しすらなく、福島を含む東北3県では今な
お14万人の人々が自宅に戻れない状況が続いていま
す。先日、福島を訪問する機会があり、関係者の方 と々
意見交換を行い、発災以降の取り組みなどこの間の経
過について話を伺ってきました。今後現地においては来
年3月に自主的に避難されている方々の家賃の補助が
なくなるとか、戻っても生活するためのライフラインが未
だ整っていないなど、復興が進むにつれて課題やニー
ズも変化してきており、今後10年後、20年後はどんな姿
に変化していくのか想像が難しいことなどの報告を受
けました。そして、まだまだ風評被害もあることから最大
の支援は現地に来て頂き、現実を知り正しい情報を発
信していってほしいと訴えられました。長い道のりになる
と思いますが、今後とも被災地に寄り添いながら事故を
風化させない取り組みが最も大切だと感じたところであ
ります。

　くわえて、今年4月に発生した熊本県を中心とする地
震からも半年が経過しました。災害関連死を含め110
人が犠牲になるなど、ご冥福を申し上げるとともに、被災
された全ての皆様方に心からお見舞いを申し上げたい
と思います。さらに、阿蘇山の噴火もあり度重なる災害
が発生している状況にあります。この間、熊本震災への
支援の取り組みについては、とりわけ震災直後から被
災地への緊急支援物資の提供や自治体への支援活
動、そしてライフラインの復旧作業、さらにはボランティア
活動やカンパ活動などに際し、ご尽力・ご協力をいただ
いた関係者の皆様方に改めて感謝を申し上げる次第
であります。震災前の生活に少しずつではありますが戻
りつつあり、早く元の姿に戻れるよう今後とも支援活動に
取り組んで行きたいと思っています。昨日も、鳥取県で震
度６弱の地震が発生しました。本当に、大変な状況にあ
ります。
　2点目は、参議院議員選挙に対する御礼と政治課題
について申しあげます。今年7月10日に実施されました
参議院議員選挙においては、民進党・社民党と連携し
取り組んでまいりました。佐賀選挙区においては、民進
党の公認候補中村てつじ氏を推薦し取り組んでまいり
ましたが、候補者擁立が5月半ばと遅れたこともあり大
変厳しい結果になりました。しかし、短期間の中で12万
票近くを獲得できたことは一定の評価ができると考えて
います。3年後の参院選の選挙を見据え、今後候補者
や政党と連携し取り組みを強化していきたいと考えてい
ます。また、全国比例区については、連合全体で12名の
候補者を擁立し8名の当選を勝ち取ることができ、12名
が獲得した個人名票も211万票と過去最多となりました。
この間のご支援とご協力に改めて感謝を申し上げます。
　一方、連合としては構成組織と連携し、「法令遵守の
徹底」「期日前投票の最大限の活用」「棄権防止の徹
底」など取り組んでまいりました。しかし、各地方連合会
に登録されている組合員数に対する連合組織内候補
者12名が獲得した票の割合は3割程度にとどまってお
り、連合の組織力も問われていることも事実だろうと思っ
ています。
　この参院選の全体の結果として、民進党は、改選46
議席から大きく議席を減らし、社民党も1議席の獲得に
止まり改憲勢力に3分の2を与えることになってしまい国
政選挙では4連敗となりました。我々は、この現実をどう
受け止めどう対応していくのか、また産別によって政策
や考え方の違いなども現実問題としてあり、今後支持
政党への関わり方などを含め、議論を始めていくことも
求められているのではないかと個人的には思っていま
す。
　また、民進党は9月に代表選が行われ、新しく蓮舫さ
んが代表に就任し挨拶のなかで有権者に選んでもらえ

る政党に立て直すと抱負を述べられましたが、代表自
身の二重国籍問題や党内の役員人事を巡って求心力
が低下するなど厳しいスタートになっていると言わざる
をえません。先週、連合の地方連合会代表者会議が開
催され、その後、民進党の馬淵選対委員長との意見交
換会があり、現在行われている補選の対応や次期衆議
院議員選挙における民進党として野党共闘問題に対
する考え方が示されました。しかし、示された内容とそ
の後の新潟知事選における代表の行動などについて
は、誤解をしている部分もありますので本部として民進
党への対応等についてはこのあと神津会長から話を頂
きたいと思います。
　一方で、地方議員の政務活動費の不正受給や国会
議員による政治資金パーティーでの白紙の領収書に事
務所関係者が金額を書き込むなど、相変わらず政治と
カネをめぐっては世間の常識とはかけ離れたものになっ
ています。これまでも、「政治とカネ」の問題で複数の閣
僚が辞任しているにも関わらず、その教訓はまったく生
かされていません。今こそ、民進党は原点である国民や
労働者目線による政治への回帰に向けて、その役割を
きちんと発揮していただきたいと思っています。
　「アベノミクス加速国会」と名付けた臨時国会が先月
26日にスタートし、先週第2次補正予算が成立しました。
その後の衆議院TPPの特別委員会では、承認案の審
議をめぐり山本農水大臣の強行採決に言及する不適
切な発言を行ったことから、与野党の対立が一段と激
しくなっています。そのような中にあって、衆議院におい
ては解散風が吹き始めており、早ければ年内、もしくは
年明けとも言われています。まだ、2年もたっていない中
で700億円もの金をかけ、大義名分もない選挙をなぜ行
う必要があるのでしょうか。どの目線で政治をやっている
のか、やはり党利党略が目的であり国民目線とは随分
かけ離れていると思っています。
　いずれにしても、連合が求める政策制度実現のため
には政治との関わりは大変重要だと考えます。来るべき
衆議院議員選挙においては、1区に現職原口一博氏、2
区に現職大串博志氏を本日の地方委員会前段の執行
委員会で両氏の推薦を確認してきたところです。また、
来年は唐津市を含め自治体選挙も控えています。連合
佐賀も先頭に立って、推薦候補者全員の当選に向け
取り組みを強化してまいりたいと考えています。
　今後、2次補正の対策が実施されると思いますが、こ
れまでも政府の思惑通りに事は運んだことはほとんどあ
りません。これまでも金融緩和や財政出動などの景気
対策を打ってきましたが、効果は上がっていません。また、
安倍政権が最大のチャレンジと位置付けている「働き
方改革」に関する検討を行うために新設された「働き方
改革実現会議」が9月末に始動しています。その構成メ

ンバーに神津会長が参加されておられます。この実現
会議は、2016年度内に具体的な実行計画を取りまとめ、
スピード感をもって必要な関連法案を国会に提出する
ことになっています。また、安倍首相は「非正規という言
葉をこの国から一掃する」と発言もしています。今まで、
労働法制を改悪し非正規を増やしてきておきながら、よ
くこんな発言ができるなと本当労働者を舐めているとし
か言いようがありません。神津会長には、労働者の代表
として処遇の改善が図られるよう頑張って頂きたいと
願っているところであります。
　時間の関係上、言い尽くせない部分も数多くあります

が、不足している課題などについてはご来賓の方々の
挨拶の中で触れて頂きたいと思っています。いずれにし
ても、多くの難しい課題を抱えこれまでの経験則だけで
は生き残れない時代を迎えています。しかし、誰もが安
心して暮らせる社会を国民全体で取り戻していかなけ
ればならないと思っています。この間の取り組み経過や、
今後の具体的な運動方針などについては、事務局長
の提案に委ねたいと思います。
　最後に、限られた時間ではありますが、代議員各位
の真摯な討論をお願いし、執行部を代表してのご挨拶
とさせていただきます。

　連合は、全ての働く者の取り組みができるかという観
点から新しい展開をはかることにしています。それは、
連合運動のキャッチコピーとする「横の広がり、縦の深
まり」です。地方連合会での好事例を共有し、全国展開
していきたいと考えています。
　次に、2017春闘です。現在、基本構想を議論してい
ます。安倍首相が何と言おうと、要求しない限り経営者
は賃金をあげようとはしません。底上げ、格差の広がり
に対して要求することが大切です。
　最後に、政治とのかかわりです。民進党政務調査会
長・佐賀県連代表の大串衆議院議員にも出席いただき、
現国会の情勢や民進党としての対応姿勢等について

協議を行いました。衆議院では、解散風が強まっていま
す。いつ選挙となってもの準備をお願いします。
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【活動報告】
　一般活動経過報告、佐賀空港自衛隊オスプレイ配備問題に関する連合佐賀の考え方、第24回参議院選挙総
括、2016年度会計報告ならびに会計監査報告が行なわれた。その後、一括質疑討論が行なわれ、採決によって承
認された。

 質疑討論

○桑原 地方委員（基幹労連）
　参議院選挙の総括について、活動経過報告の目次の中に記載がないが、参議院選挙の総括について議題
として提案されているのか。
　佐賀県選挙区について、連合佐賀としての活動総括はどのような考えがあるのか。現状としての選挙総括を
示してほしい。

○牟田 地方委員（自治労）
　佐賀空港自衛隊オスプレイ配備問題に関する考え方の説明について、連合佐賀は、今日までこの問題に触れ
ていなかった。今回どのような経緯で提起となったのか説明してほしい。

●向井 事務局長
○桑原 地方委員の発言に対して
　参議院議員選挙の総括は、時間の関係で一般経過報告の中で報告をさせていただいた。
　次回の議案の中で、総括の報告を入れていきたいと考える。連合佐賀としての総括の考え方は、政治センター
幹事会を開催し、その議論を踏まえて総括を行いたい。

○牟田 地方委員の発言に対して
　オスプレイ配備問題に関しては、四役会議・執行委員会で論議を重ねてきた。政府の対応が二転三転し内容
が不鮮明な中で、連合佐賀の考え方を示せないでいた。四役会議・執行委員会で、どこかのタイミングで連合佐
賀の考え方を明確にすることにしていたが、構成組織に示すタイミングが今回となった。

　これ以外に質問・意見を求めたが、他に質問はなかったため採決に入り、拍手による賛成多数で経過報告を承認
した。

【議事】

 第１号議案　加盟組合に関する件

（１）第１号議案　加盟組合に関する件
全国自動車交通労働組合連合会
　　佐賀タクシー労働組合　北島 執行委員長
佐賀県地域ユニオン
　　佐賀県労働者福祉協議会職員労働組合　代理　佐賀県地域ユニオン　古賀 会長

（２）第２号議案　2016年度運動方針の補強に関する件
（３）第３号議案　2016年度余剰金処分および2017年度一般会計予算に関する件
　
２号議案、３号議案を一括提案し、議案ごとに質疑・討論、採決を行った。

 質疑討論

第２号議案に対する質疑・討論

○草場 地方委員（電力総連）
　青年委員会活動について（要望）青年活動については、地協あるいは連合佐賀での活動を精力的に展開さ
れている。連合佐賀と地協の活動での重複感を含めて見直しを行ったがよいのではと思う。地協では、労金各
支店の活動も入っているので検討をお願いしたい。
　政治センターについて、政治センターの開催については、年間で運営をすることで理解してよいのか。今回、参
議院選挙を進めるにあたって、前回の選挙の反省をどうしたのか。衆議院解散も含めて、より良い活動にしていく
ために、次開催の考え方と反省もしっかりしてほしい。
　政治センターについて（要請）参議院選挙は3年に1回であり、3年前にも反省をしていると思う。しっかり引き継
ぎながら次の選挙に、さらに力を高めて効果的に進めて行くことを確認すべきである。政治活動連絡会、政党と
の連携強化も取り組んで、政治センターでどういう活動を進めているのか共有化してほしい。

○石橋 地方委員（自治労）
　ＴＰＰに対する対応について、公正なワークルールと政策、ＴＰＰについての見解を聞かせてほしい。公契約条
例の制定へ連合も取り組まれているが、公正なワークルールを守るとの立場から次期総選挙の争点となると言わ
れるＴＰＰに対しての考え方を示してほしい。

●向井 事務局長
○草場 地方委員の発言に対して
　青年活動の地協と連合佐賀との重複感について、現状を把握できていない。地協事務局長を入れながら活
動を精査し、話し合いをしたい。年間計画で活動を行っていることもあり、翌年の取り組みに向けて話し合いを進
めて行きたい。
　政治センターは適時開催としており、選挙がある前・後等々に開催している。しかし、選挙が決まった後の開催
が間に合わないでいる現状にある。前回の衆議院選挙の反省は、取りまとめているので、次回選挙に活かしてい
きたい。今回は、参議院選挙であり衆議院選挙の反省をそのまま使うことにはいかなかったが、もう少し政治セン
ター幹事会を開催したい。

○石橋 地方委員の発言に対して
　選挙は、いつあっても対応できる体制でのぞむ。ＴＰＰは、非常に幅広い問題であり専門的知識が必要であり、
連合本部で精査をしている。中身について連合本部が出すことを受けて、勉強会等を行いたい。公契約条例に
ついては、県部局長交渉で強く求めた。今後も制定に向けて進めて行きたい。

第３号議案に対する質疑・討論
　第３号議案「2016年度余剰金処分および2017年度一般会計予算に関する件」に対する質問・意見を求めたが、
特になかったため採決に入り、拍手による賛成多数で第３号議案を承認した。

（４）第４議案　役員補選に関する件
報告：鳥巣 選挙管理委員長
提案：原口 役員推薦委員長（会長代行）
◎議長が質疑はないものと判断し、新しい役員の補選について拍手で確認後、新役員から挨拶が行われた。
副 会 長1名　井手　雅彦（情報労連）、
執行委員1名　小川　龍二（運輸労蓮）、他2名欠員
会計監査1名　杉江　和紀（政労連）：欠席

（５）第５号議案　役員の表彰に関する件
提案：森田 副会長
◎議長が規約に基づくものであり質疑はないものと判断し、新しい役員の補選について採択に入り、圧倒的多数
の拍手で承認された。その後、青栁会長より退任役員に対し表彰状の授与を行い、労った。
退任役員　嶋　慶二（ゴム連合）、吉津　涼子（政労連）

１２．地方委員会アピール（案）の採択
提案：坂井 執行委員（青年委員会委員長）

１３．各種委員解任
議長が、議事録署名人を残し、委員会各種委員、書記長、書記を解任した。

１4．議長団解任あいさつ　石橋 議長
　皆さんのご協力により方針が補強され、2つの柱と8つの具体策に取り組むことを確認しました。各構成組織の
強力なバックアップで、積極的に活動を展開しましょう。連合佐賀が佐賀県を代表する労働団体として力強く発
展することを祈念し、降壇の挨拶とさせていただきます。

15．閉会あいさつ　　新山 副会長

16．団結ガンバロー
青栁会長の「ガンバロー三唱」で第52回地方委員会を終了した。
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【活動報告】
　一般活動経過報告、佐賀空港自衛隊オスプレイ配備問題に関する連合佐賀の考え方、第24回参議院選挙総
括、2016年度会計報告ならびに会計監査報告が行なわれた。その後、一括質疑討論が行なわれ、採決によって承
認された。

 質疑討論

○桑原 地方委員（基幹労連）
　参議院選挙の総括について、活動経過報告の目次の中に記載がないが、参議院選挙の総括について議題
として提案されているのか。
　佐賀県選挙区について、連合佐賀としての活動総括はどのような考えがあるのか。現状としての選挙総括を
示してほしい。

○牟田 地方委員（自治労）
　佐賀空港自衛隊オスプレイ配備問題に関する考え方の説明について、連合佐賀は、今日までこの問題に触れ
ていなかった。今回どのような経緯で提起となったのか説明してほしい。

●向井 事務局長
○桑原 地方委員の発言に対して
　参議院議員選挙の総括は、時間の関係で一般経過報告の中で報告をさせていただいた。
　次回の議案の中で、総括の報告を入れていきたいと考える。連合佐賀としての総括の考え方は、政治センター
幹事会を開催し、その議論を踏まえて総括を行いたい。

○牟田 地方委員の発言に対して
　オスプレイ配備問題に関しては、四役会議・執行委員会で論議を重ねてきた。政府の対応が二転三転し内容
が不鮮明な中で、連合佐賀の考え方を示せないでいた。四役会議・執行委員会で、どこかのタイミングで連合佐
賀の考え方を明確にすることにしていたが、構成組織に示すタイミングが今回となった。

　これ以外に質問・意見を求めたが、他に質問はなかったため採決に入り、拍手による賛成多数で経過報告を承認
した。

【議事】

 第１号議案　加盟組合に関する件

（１）第１号議案　加盟組合に関する件
全国自動車交通労働組合連合会
　　佐賀タクシー労働組合　北島 執行委員長
佐賀県地域ユニオン
　　佐賀県労働者福祉協議会職員労働組合　代理　佐賀県地域ユニオン　古賀 会長

（２）第２号議案　2016年度運動方針の補強に関する件
（３）第３号議案　2016年度余剰金処分および2017年度一般会計予算に関する件
　
２号議案、３号議案を一括提案し、議案ごとに質疑・討論、採決を行った。

 質疑討論

第２号議案に対する質疑・討論

○草場 地方委員（電力総連）
　青年委員会活動について（要望）青年活動については、地協あるいは連合佐賀での活動を精力的に展開さ
れている。連合佐賀と地協の活動での重複感を含めて見直しを行ったがよいのではと思う。地協では、労金各
支店の活動も入っているので検討をお願いしたい。
　政治センターについて、政治センターの開催については、年間で運営をすることで理解してよいのか。今回、参
議院選挙を進めるにあたって、前回の選挙の反省をどうしたのか。衆議院解散も含めて、より良い活動にしていく
ために、次開催の考え方と反省もしっかりしてほしい。
　政治センターについて（要請）参議院選挙は3年に1回であり、3年前にも反省をしていると思う。しっかり引き継
ぎながら次の選挙に、さらに力を高めて効果的に進めて行くことを確認すべきである。政治活動連絡会、政党と
の連携強化も取り組んで、政治センターでどういう活動を進めているのか共有化してほしい。

○石橋 地方委員（自治労）
　ＴＰＰに対する対応について、公正なワークルールと政策、ＴＰＰについての見解を聞かせてほしい。公契約条
例の制定へ連合も取り組まれているが、公正なワークルールを守るとの立場から次期総選挙の争点となると言わ
れるＴＰＰに対しての考え方を示してほしい。

●向井 事務局長
○草場 地方委員の発言に対して
　青年活動の地協と連合佐賀との重複感について、現状を把握できていない。地協事務局長を入れながら活
動を精査し、話し合いをしたい。年間計画で活動を行っていることもあり、翌年の取り組みに向けて話し合いを進
めて行きたい。
　政治センターは適時開催としており、選挙がある前・後等々に開催している。しかし、選挙が決まった後の開催
が間に合わないでいる現状にある。前回の衆議院選挙の反省は、取りまとめているので、次回選挙に活かしてい
きたい。今回は、参議院選挙であり衆議院選挙の反省をそのまま使うことにはいかなかったが、もう少し政治セン
ター幹事会を開催したい。

○石橋 地方委員の発言に対して
　選挙は、いつあっても対応できる体制でのぞむ。ＴＰＰは、非常に幅広い問題であり専門的知識が必要であり、
連合本部で精査をしている。中身について連合本部が出すことを受けて、勉強会等を行いたい。公契約条例に
ついては、県部局長交渉で強く求めた。今後も制定に向けて進めて行きたい。

第３号議案に対する質疑・討論
　第３号議案「2016年度余剰金処分および2017年度一般会計予算に関する件」に対する質問・意見を求めたが、
特になかったため採決に入り、拍手による賛成多数で第３号議案を承認した。

（４）第４議案　役員補選に関する件
報告：鳥巣 選挙管理委員長
提案：原口 役員推薦委員長（会長代行）
◎議長が質疑はないものと判断し、新しい役員の補選について拍手で確認後、新役員から挨拶が行われた。
副 会 長1名　井手　雅彦（情報労連）、
執行委員1名　小川　龍二（運輸労蓮）、他2名欠員
会計監査1名　杉江　和紀（政労連）：欠席

（５）第５号議案　役員の表彰に関する件
提案：森田 副会長
◎議長が規約に基づくものであり質疑はないものと判断し、新しい役員の補選について採択に入り、圧倒的多数
の拍手で承認された。その後、青栁会長より退任役員に対し表彰状の授与を行い、労った。
退任役員　嶋　慶二（ゴム連合）、吉津　涼子（政労連）

１２．地方委員会アピール（案）の採択
提案：坂井 執行委員（青年委員会委員長）

１３．各種委員解任
議長が、議事録署名人を残し、委員会各種委員、書記長、書記を解任した。

１4．議長団解任あいさつ　石橋 議長
　皆さんのご協力により方針が補強され、2つの柱と8つの具体策に取り組むことを確認しました。各構成組織の
強力なバックアップで、積極的に活動を展開しましょう。連合佐賀が佐賀県を代表する労働団体として力強く発
展することを祈念し、降壇の挨拶とさせていただきます。

15．閉会あいさつ　　新山 副会長

16．団結ガンバロー
青栁会長の「ガンバロー三唱」で第52回地方委員会を終了した。
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佐賀県の産業別 　　　　 決まる！

部門 2016年度
最賃額

一般機械

電気機械

陶磁器

８１０円

７７４円

７１６円

2015年度
最賃額

７９５円

７６０円

６９５円

2017.1.7

2016.12.31

2016.12.30

引上げ額 結審日 発効日
（予定）

2016.11.9
(全会一致)
2016.11.1
(全会一致)
2016.10.31
(全会一致)

１５円

１４円

２１円

　２０１６年度佐賀地方最低賃金審議会特定（産業別）最低賃金については、労側から申し出ていた、一般
機械、電気機械、陶磁器について「必要性あり」の答申を引き出し、それぞれの専門部会において審議を行
なった結果以下のとおり結審いたしました。

最低賃金

9月・11月の主な活動9月・11月の主な活動9月・11月の主な活動9月・11月の主な活動

2016中小民間労組交流集会

　共闘センター／森田委員長が主催者代表挨拶を行い、早速、連合本部／労働法制対策局　黒田正和局長より
「2016春闘の総括と労働法制改悪阻止に向けて」と題して講演を受けた。講演内容は、2016春闘の結果と評価と
して、年明け以降、為替相場の円高化や株式市場の下落、消費動向の低迷、企業不祥事や熊本地震などの影響も
あり、交渉環境は厳しいものとなったが、闘争方針にもとづき構成組織、単組が「人への投資」を求め交渉を追い上
げた結果、月例賃金の改善を3年連続でなし遂げることができた。と「連合として頑張ることができた春闘となった」と
評価した。中小組合と連合全体の賃上げ率のかい離が縮小するなど「底上げ・底支え」「格差是正」や「大手追従・
大手準拠などの構造を転換する運動」への取り組みは進展したが、依然として中小組合の賃金水準は十分とはい
えない。と「中小」「地域」間格差是正を進めて行く課題を提起された。

連合九州ブロック青年委員会「第5回ユースラリーinさが」

　連合本部の青年活動委員会において示された青年活動指針を踏まえ、「連合九ブロ連絡会青年委員会・担当者
会議」で協議を重ね、隔年で取り組みを行うこととし、本年度は佐賀県において開催することが九ブロ幹事会で確認
された。

　開催目的は、①県・構成組織の枠を超えた青年交流、②次代を担う青年リーダー・女性リーダーの育成、③九ブロ
内の青年活動の共有化、ネットワークづくり、④青年活動の推進・充実。
　連合佐賀青年委員会として、女性委員会にも要請し実行委員会を設置、5回の協議と2回の現地調査を行いなが
ら、開催テーマを「ひとつになって ともに生きよう！ 一人じゃないよ！仲間がいる」を決定し、開催準備を進めた。
　ウォークラリーは、佐賀市内に多数点在する恵比寿像を活用したまちおこしの拠点である「恵比寿ステーション」に
協力をいただき、恵比寿廻りでの採点競技としたが、佐賀市民や商店などとの交流にも重点を置いた内容としたた
め、「若い人達と良い交流ができた」「また企画して欲しい」などと連合への好評価を受けたとともに、台風の影響で
蒸し暑い中、佐賀市街の散策した参加者にとっても貴重な体験と他県・他産別の参加者との交流を深めることがで
きていた。
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連合佐賀青年委員会2016ユースフォーラムアンケート

　連合本部の青年活動委員会において示された青年活動指針を踏まえ、「連合九ブロ連絡会青年委員会・担当者
会議」で協議を重ね、隔年で取り組みを行うこととし、本年度は佐賀県において開催することが九ブロ幹事会で確認
された。

　開催目的は、①県・構成組織の枠を超えた青年交流、②次代を担う青年リーダー・女性リーダーの育成、③九ブロ
内の青年活動の共有化、ネットワークづくり、④青年活動の推進・充実。
　連合佐賀青年委員会として、女性委員会にも要請し実行委員会を設置、5回の協議と2回の現地調査を行いなが
ら、開催テーマを「ひとつになって ともに生きよう！ 一人じゃないよ！仲間がいる」を決定し、開催準備を進めた。
　ウォークラリーは、佐賀市内に多数点在する恵比寿像を活用したまちおこしの拠点である「恵比寿ステーション」に
協力をいただき、恵比寿廻りでの採点競技としたが、佐賀市民や商店などとの交流にも重点を置いた内容としたた
め、「若い人達と良い交流ができた」「また企画して欲しい」などと連合への好評価を受けたとともに、台風の影響で
蒸し暑い中、佐賀市街の散策した参加者にとっても貴重な体験と他県・他産別の参加者との交流を深めることがで
きていた。

政治家の方の話を聞く機会が今までなかったので

本人による自身の意見を直接聞くことができて良

かった。文書で知るより想いが伝わった。

「望まれるところで仕事ができること等や」とい

う言葉に大変共感しました。中村てつじさんの

思っていることが分かって良かったです。

難しい言葉も分かりやすく説明いただいた。

先進国の大学進学にかかる金の話など知らなかっ

た。障害者自立支援法の法施行、自分の業務にか

かわる話など、勉強になった。

普段話を聞く機会がない方の話が聞けてよかっ

た。

講師の考えが聞けたのはよかった。

中村さんの政策等への話が聞けて勉強になりまし

た。

中村哲治さんの理念・政策・人となりを知ること

ができてよかった。

中村さんの政策に対する考えを聞けたことや、若

い層からの意見を尊重して、政治に取り入れよう

としてくれている姿勢を知ることが出来てよかっ

た。

若年層への経済政策の話はわかりやすかった。

政策の結果がでるには時間がかかる、メデイアは

企業をむいている。

将来のゆめを見つけようと思った。

民進党としても、経済成長の具体的施策を多く示

してほしい。

実際には、なかなか聞けない意見が聞けて良かっ

た。

産業の活性化のためには、若者世代の可処分所得

の増が重要であることがわかった。

自己紹介が長かったので政治に関する政策等を

もっと知りたかった。政治の内容に関してはいい

話が聞けた。

初めて話を聞くことができたから。

（意見・感想など） 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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　連合佐賀第52回地方委員会に、ご参加頂きました代
議員各位の皆さん、大変お疲れさまでございます。日頃
から、連合佐賀の取り組みに対しご支援・ご協力を頂い
ておりますことに感謝を申し上げます。
　本日は公私とも大変お忙しい中、連合本部からは神
津会長と下田総合総務財政局長、民進党佐賀県連か
らは大串代表・中村副代表、社民党佐賀県連からは松
永副代表、連合議員懇談会より徳光会長、また労福協
からは江頭専務理事、九州労働金庫佐賀県本部より
相川本部長、全労済佐賀県本部より宮島本部長にご
臨席を賜り、連合佐賀を代表して心より感謝申し上げる
次第であります。また、連合佐賀に対しご指導・ご厚誼
を賜っておりますことに重ねて御礼を申し上げたいと思
います。後程、それぞれご紹介しご挨拶を賜りたいと思
いますので、よろしくお願い致します。
　直近の政治状況や連合の今後の取り組みなどにつ
いては神津会長に委ね、2点に絞りご挨拶申し上げたい
と思います。昨年の第14回大会は、「ストップ・ザ・格差
社会！すべての働く者を連合の輪へ　安心社会を切り
開こう！」とのスローガンのもと2016年～17年度の2年間
の運動方針を確認し、県に対する政策制度要求をはじ
め、各自治体への要請行動、7月の参議院選挙の取り
組みなど、各地域協議会と連携し取り組んでまいりまし

た。この間、各構成組織の組合員の皆様方をはじめ関
係者の方々には大変なご支援・ご協力を賜ったことに、
改めて感謝を申し上げさせて頂きたいと思います。
　まず1点目は、東日本大震災と熊本地震について触
れたいと思います。東日本大震災については、発災から
すでに5年7カ月が経過をいたしました。しかし、福島第
一原子力発電所事故では汚染水の処理問題を含め
未だ収束の兆しすらなく、福島を含む東北3県では今な
お14万人の人々が自宅に戻れない状況が続いていま
す。先日、福島を訪問する機会があり、関係者の方 と々
意見交換を行い、発災以降の取り組みなどこの間の経
過について話を伺ってきました。今後現地においては来
年3月に自主的に避難されている方々の家賃の補助が
なくなるとか、戻っても生活するためのライフラインが未
だ整っていないなど、復興が進むにつれて課題やニー
ズも変化してきており、今後10年後、20年後はどんな姿
に変化していくのか想像が難しいことなどの報告を受
けました。そして、まだまだ風評被害もあることから最大
の支援は現地に来て頂き、現実を知り正しい情報を発
信していってほしいと訴えられました。長い道のりになる
と思いますが、今後とも被災地に寄り添いながら事故を
風化させない取り組みが最も大切だと感じたところであ
ります。

　くわえて、今年4月に発生した熊本県を中心とする地
震からも半年が経過しました。災害関連死を含め110
人が犠牲になるなど、ご冥福を申し上げるとともに、被災
された全ての皆様方に心からお見舞いを申し上げたい
と思います。さらに、阿蘇山の噴火もあり度重なる災害
が発生している状況にあります。この間、熊本震災への
支援の取り組みについては、とりわけ震災直後から被
災地への緊急支援物資の提供や自治体への支援活
動、そしてライフラインの復旧作業、さらにはボランティア
活動やカンパ活動などに際し、ご尽力・ご協力をいただ
いた関係者の皆様方に改めて感謝を申し上げる次第
であります。震災前の生活に少しずつではありますが戻
りつつあり、早く元の姿に戻れるよう今後とも支援活動に
取り組んで行きたいと思っています。昨日も、鳥取県で震
度６弱の地震が発生しました。本当に、大変な状況にあ
ります。
　2点目は、参議院議員選挙に対する御礼と政治課題
について申しあげます。今年7月10日に実施されました
参議院議員選挙においては、民進党・社民党と連携し
取り組んでまいりました。佐賀選挙区においては、民進
党の公認候補中村てつじ氏を推薦し取り組んでまいり
ましたが、候補者擁立が5月半ばと遅れたこともあり大
変厳しい結果になりました。しかし、短期間の中で12万
票近くを獲得できたことは一定の評価ができると考えて
います。3年後の参院選の選挙を見据え、今後候補者
や政党と連携し取り組みを強化していきたいと考えてい
ます。また、全国比例区については、連合全体で12名の
候補者を擁立し8名の当選を勝ち取ることができ、12名
が獲得した個人名票も211万票と過去最多となりました。
この間のご支援とご協力に改めて感謝を申し上げます。
　一方、連合としては構成組織と連携し、「法令遵守の
徹底」「期日前投票の最大限の活用」「棄権防止の徹
底」など取り組んでまいりました。しかし、各地方連合会
に登録されている組合員数に対する連合組織内候補
者12名が獲得した票の割合は3割程度にとどまってお
り、連合の組織力も問われていることも事実だろうと思っ
ています。
　この参院選の全体の結果として、民進党は、改選46
議席から大きく議席を減らし、社民党も1議席の獲得に
止まり改憲勢力に3分の2を与えることになってしまい国
政選挙では4連敗となりました。我々は、この現実をどう
受け止めどう対応していくのか、また産別によって政策
や考え方の違いなども現実問題としてあり、今後支持
政党への関わり方などを含め、議論を始めていくことも
求められているのではないかと個人的には思っていま
す。
　また、民進党は9月に代表選が行われ、新しく蓮舫さ
んが代表に就任し挨拶のなかで有権者に選んでもらえ

る政党に立て直すと抱負を述べられましたが、代表自
身の二重国籍問題や党内の役員人事を巡って求心力
が低下するなど厳しいスタートになっていると言わざる
をえません。先週、連合の地方連合会代表者会議が開
催され、その後、民進党の馬淵選対委員長との意見交
換会があり、現在行われている補選の対応や次期衆議
院議員選挙における民進党として野党共闘問題に対
する考え方が示されました。しかし、示された内容とそ
の後の新潟知事選における代表の行動などについて
は、誤解をしている部分もありますので本部として民進
党への対応等についてはこのあと神津会長から話を頂
きたいと思います。
　一方で、地方議員の政務活動費の不正受給や国会
議員による政治資金パーティーでの白紙の領収書に事
務所関係者が金額を書き込むなど、相変わらず政治と
カネをめぐっては世間の常識とはかけ離れたものになっ
ています。これまでも、「政治とカネ」の問題で複数の閣
僚が辞任しているにも関わらず、その教訓はまったく生
かされていません。今こそ、民進党は原点である国民や
労働者目線による政治への回帰に向けて、その役割を
きちんと発揮していただきたいと思っています。
　「アベノミクス加速国会」と名付けた臨時国会が先月
26日にスタートし、先週第2次補正予算が成立しました。
その後の衆議院TPPの特別委員会では、承認案の審
議をめぐり山本農水大臣の強行採決に言及する不適
切な発言を行ったことから、与野党の対立が一段と激
しくなっています。そのような中にあって、衆議院におい
ては解散風が吹き始めており、早ければ年内、もしくは
年明けとも言われています。まだ、2年もたっていない中
で700億円もの金をかけ、大義名分もない選挙をなぜ行
う必要があるのでしょうか。どの目線で政治をやっている
のか、やはり党利党略が目的であり国民目線とは随分
かけ離れていると思っています。
　いずれにしても、連合が求める政策制度実現のため
には政治との関わりは大変重要だと考えます。来るべき
衆議院議員選挙においては、1区に現職原口一博氏、2
区に現職大串博志氏を本日の地方委員会前段の執行
委員会で両氏の推薦を確認してきたところです。また、
来年は唐津市を含め自治体選挙も控えています。連合
佐賀も先頭に立って、推薦候補者全員の当選に向け
取り組みを強化してまいりたいと考えています。
　今後、2次補正の対策が実施されると思いますが、こ
れまでも政府の思惑通りに事は運んだことはほとんどあ
りません。これまでも金融緩和や財政出動などの景気
対策を打ってきましたが、効果は上がっていません。また、
安倍政権が最大のチャレンジと位置付けている「働き
方改革」に関する検討を行うために新設された「働き方
改革実現会議」が9月末に始動しています。その構成メ

ンバーに神津会長が参加されておられます。この実現
会議は、2016年度内に具体的な実行計画を取りまとめ、
スピード感をもって必要な関連法案を国会に提出する
ことになっています。また、安倍首相は「非正規という言
葉をこの国から一掃する」と発言もしています。今まで、
労働法制を改悪し非正規を増やしてきておきながら、よ
くこんな発言ができるなと本当労働者を舐めているとし
か言いようがありません。神津会長には、労働者の代表
として処遇の改善が図られるよう頑張って頂きたいと
願っているところであります。
　時間の関係上、言い尽くせない部分も数多くあります

が、不足している課題などについてはご来賓の方々の
挨拶の中で触れて頂きたいと思っています。いずれにし
ても、多くの難しい課題を抱えこれまでの経験則だけで
は生き残れない時代を迎えています。しかし、誰もが安
心して暮らせる社会を国民全体で取り戻していかなけ
ればならないと思っています。この間の取り組み経過や、
今後の具体的な運動方針などについては、事務局長
の提案に委ねたいと思います。
　最後に、限られた時間ではありますが、代議員各位
の真摯な討論をお願いし、執行部を代表してのご挨拶
とさせていただきます。

　連合は、全ての働く者の取り組みができるかという観
点から新しい展開をはかることにしています。それは、
連合運動のキャッチコピーとする「横の広がり、縦の深
まり」です。地方連合会での好事例を共有し、全国展開
していきたいと考えています。
　次に、2017春闘です。現在、基本構想を議論してい
ます。安倍首相が何と言おうと、要求しない限り経営者
は賃金をあげようとはしません。底上げ、格差の広がり
に対して要求することが大切です。
　最後に、政治とのかかわりです。民進党政務調査会
長・佐賀県連代表の大串衆議院議員にも出席いただき、
現国会の情勢や民進党としての対応姿勢等について

協議を行いました。衆議院では、解散風が強まっていま
す。いつ選挙となってもの準備をお願いします。

連合佐賀青年委員会2016ユースフォーラムアンケート

政治や選挙の仕組みなどを良く分からずに自分の

労組が擁立する候補者のために選挙活動をするた

め選挙活動の重要さを理解できていない。政治や

選挙の仕組みを若者の目線から噛み砕いて理解で

きるような機会がまずは必要だと感じている。

以前、選挙期間中の電話かけに行ったことがある

が、慣れない選挙活動でドキドキした記憶がある

ので、青年委員会で声掛けをして、青年層数人で

集まり選挙事務所に応援に行くなどすれば、参加

しやすいのではないかと思う。

政策の内容を噛み砕いて、ラフに説明してほし

い、言葉が難しすぎて分かりづらい。

自分たちに身近な話題。

候補者本人の講演会、あまり意見交換とかないも

の。

他との比較ができる。

国会議員経験者の方の講話を聞けるような。今回

の講演はいいと感じた。

参加する意思がない。

偏った活動が多いと感じるため参加したくない。

若い人が参加しやすいもの。

沖縄の軍施設の県外移設、佐賀県を含む他県での

軍施設の受け入れ。

特定の政党を支持しない取り組み。

テーマをしぼって講師を呼び政治学習会等を催し

てほしい。

今回のような生の声を聞くこと。

今回のような立候補者による政策を聞くことがで

きる機会。

各党の政策の検討。

分かりやすい講演会（若い人が興味を持つテー

マ）。

候補者と話せるとりくみ。

学習会。

候補者との座談会。

今回のような政治家の方と近い距離での対話。

組織活動をしなければ応援したい。

講演会を行ってもらい直接話を聞ける場があれ

ば。

魅力的だと思える取り組みだったら。

選挙前に各候補者を選べるようなもの。

候補者本人の講演。

あまり興味がないので、興味を持たせるような内

容だったら。

（意見・感想など） 
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