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〜
「2020年度 佐賀県への政策･制度要求書」提出、県知事との意見交換会〜
１．
要求書手交
産業人材課、古賀副課長の司会のもと開会し、意見交換会冒頭、井手会長から山
口知事へ「要求書」
を手渡しました。
２．
県知事との意見交換会（要旨）
意見交換にあたり井手会長は、
「 国策絡みの難しい課題を抱え、難しく厳しい判断
を求められていると思うが、県民の声に寄り添った対応を要請する」
と求めた上で、
2020年度の要求事項については、
「 県内の経済・雇用情勢等を総合勘案し、13分野23項目87事項に取りまとめて
いる。
さらに重点事項として12分野20項目25事項に絞り、実現可能な政策制度となるよう県行政ならびに関係機関
に是非とも反映していただくようお願いしたい」
と求めました。
そして、
「連合佐賀は結成30周年を迎える。働くことを軸とする安心社会の実現に向け、政策･制度の取り組みを強
力に進めていきたい」
との考えを伝えました。
山口知事からは、
「連合の皆さんには県が抱える諸課題の大きさに理解を得ているようでありがたい。財政的な制
約がある中で、要求事項全てに答えることは難しい状況にある」
と述べた上で、
「 連合佐賀と考えの方向性は一緒で
あり、要求に対し一つでも多く取り入れ前に進めて行きたい」
との挨拶がなされました。

山口知事との

意見交換（概要）
（概要）
△井手会長ほか連合佐賀

△山口知事ほか佐賀県

〈テーマ１〉全国で一番高い医療費に関して
連合より、健全な医療提供体制の構築で、全国一高い
医療費佐賀県を脱却するため、意見交換を行ないたい
と、市町国保の財政的な保険者である県が調査・原因究
明を行い、医療提供側や県民に対して意識啓発を強める
よう求めました。
知事より、県民医療行為の動向と健康維持の取り組み
報告があり、連合側へも
「皆さんも佐賀が全国一高い医
療費の県であることを認識されているか？」
と質問し、
「県
民への啓発が不十分である。県としてしっかり調査・分析
に努め、効率的な医療の構築を進めたい」
と積極的に取
り組む考えが示されました。

2020年度佐賀県に対する
政策・制度要求
（重点事項）
に
対する対県交渉

〈テーマ２〉外国人労働者が安心して働くことのでき
る環境の整備と、地域でともに暮らす共
生社会の実現に関して
連合より、人手不足の中、外国人労働者を採用す
る企業が多くなることから、働く外国人への支援と労
働現場を離れた生活者としての外国人に対する支援
について、県による共生支援施策の実現を求めまし
た。
知事より
「重要課題と認識している。防災も含めて
外国人にとって、真の共生社会・佐賀県づくりが重要
になる。連合にも協力をお願いする」
との考えと要請
がなされました。

【日 時】2019年10月21日（月）10時00分〜16時00分
【場 所】佐賀県庁 新行政棟11階 大会議室
【出席者】（佐賀県） 産業労働部はじめ関係部局より各3〜8名程度ずつ
（連合佐賀）連合佐賀政策委員会を中心に20名程度

連合佐賀ホームページ

http://www.rengo-saga.jp/
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〜連合「2019平和行動in広島」開催〜
2019年8月5日（月）、連合「2019平和行動in広島」
が開催され、「ピースウォーク」および「被爆74年連
合2019平和ヒロシマ集会」に、連合佐賀より6名が参加
しました。
広島平和公園を中心に実施された「ピースウォーク
（567名参加）」では、連合広島の青年･女性委員会メ
ンバーが、ピースガイドとなり案内した原爆ドームや
原爆の子の像、原爆死没者慰霊碑、原爆供養塔など、
広島平和記念公園内外の「慰霊碑」などを巡りながら
説明を受けました。
上野学園ホールで開催された「平和ヒロシマ集会
（参加者2,316名）」では、組合員が世界恒久平和への
祈りを込めて作成した「折り鶴」を参加者各人が登壇
の上、献納しました。
集会では、プロローグとして「体験証言」ＤＶＤが
上映され、連合広島の久光会長よりの開会挨拶の後、
参加者全員で「語り継ぐ戦争の実相と運動の継続で、
核兵器廃絶と恒久平和を実現しよう」と黙祷を行いま
した。
主催者として連合本部の逢見会長代行よりの挨拶を
はじめ、広島県副知事や広島市市民局長、海外来賓の国際労働組合総連合会（ITCU）会長より挨拶を受
けました。
続いて、若者からのメッセージとして、高校生平和大使の21代大使3名よりの活動報告と22代大使3名
からは平和大使活動への熱い思いが伝えられました。
連合長崎より連合北海道へピースフラッグリレーが行われ、連合平和活動が引き継がれたことを受け、
連合広島による平和アピールが行われました。
集会の最後は、参加者全員で核兵器廃絶と恒久平和の願いを込めて、「原爆を許すまじ」を合唱し閉会
しました。
今年は、核兵器廃絶1,000万署名に向けてのキックオフとして、「2020年核兵器不拡散条約（NPT）再
検討会議に向けた平和シンポジウム」も開催されました。
連合佐賀からの参加者は、連合平和行動とあわせて、今年4月に被爆者の遺品などを中心に展示し、被
爆者に思いをめぐらせることができるよう28年ぶりにリニューアルされた
「広島平和記念資料館」などを平和学習しました。
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〜連合「2019平和行動in長崎」開催〜
連合「2019平和行動in長崎」が8月8日（木）よ
り2日間開催され、連合佐賀より総勢39名が参
加、全国より3,370名が長崎市に参集しました。
被爆74年「連合2019平和ナガサキ集会」
初日8日は、15時30分より長崎県立総合体育館
メインアリーナにおいて「連合2019平和ナガサキ
集会」が開催されました。
集会は、連合長崎宮﨑会長の挨拶後、参加者全員で黙祷を捧げ開会しました。
主催者を代表して連合神津会長の挨拶では、広島投爆は一部の人にしか知られなかったため、長崎に再
度落とされ、あってはならない事が2度起こった、持っていれば再び使われる可能性があると話されまし
た。
その後、来賓として中村法道長崎県知事、田上富久長崎市長よ
り挨拶が行われました。また今回は、ITUCのアユーバ・ワバ会
長が初めて参加され挨拶されました。
集会では、ユース代表団と高校生平和大使によるメッセージ、
連合長崎本田青年委員長による平和アピールの採択、連合広島竹
田事務局長よりピースメッセージ、その後、連合北海道へピース
フラッグリレーが行われ閉会しました。
長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典
2日目の9日は、10時30分より長崎市主催「長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」に参加し、参列者と一
緒に原爆犠牲者の冥福を祈るとともに、核兵器廃絶と恒久平和の実現を世界に訴えました。式典内では、
献水や献花などが行われ、原子爆弾が投下された11時2分、参列者はもとより全国より黙祷を捧げまし
た。
来賓として挨拶した安倍首相は広島の式典での挨拶同様、核兵器禁止条約には言及されませんでした。
そのほか献花では各政党の代表者が多く参列されました。
平和学習会、ピースウォーク
式典参加後は、平和学習として平和記念資料館を見学し、平和記念公園で実施された連合長崎青年・女
性委員会のみなさんのガイドによるピースウォークに参加し、被爆遺構の説明を受け、全日程が終了しま
した。
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〜連合「2019平和行動in根室」開催〜
連合「2019平和行動in根室」が9月7日（土）より2日間開催され、連合佐賀より5名が参加、全国より
1,000名が根室に参集しました。
《第1日目》9月7日（土）
■13:15〜15:00

映画「ジョバンニの島」鑑賞

（北海道立北方四島交流センター「ニ・ホ・ロ」）
（概要）宮沢賢治の童話『銀河鉄道の夜』をモチーフと
した、実話をもとにした作品。太平洋戦争末期から終戦
直後の色丹島を舞台に、ソ連の占領に伴い激変した島民
の暮らしをとある家族の視点で描かれたアニメ映画。
■15:30〜17:00

北方四島学習会

（北海道立北方四島交流センター 「ニ・ホ・ロ」）
［第１セミナー］200名

パネルディスカッション
「北方領土問題の現状と日ロ共同経済活動を前進させるために」

コーディネーター
パネリスト

山根木晴久

連合総合組織局長

石垣雅敏（根室副市長）、石川一洋（NHK解説委員）、
児玉泰子（北方領土返還要求運動連絡協議会事務局長）、
古宮山晴香（北海道総合研究調査会情報企画部研究員）

［第２セミナー］40名
講師

鈴木咲子（元島民）

［第３セミナー］40名
講師

講演「海から見た北方領土問題」

山田吉彦（東海大学海洋学部教授）

［第４セミナー］40名
講師

講演「島のくらしと領土返還への想い」

講演「見えない壁」の向こう側

本間浩昭（北の海の動物センター理事）

《第2日目》9月8日（日）
■11:00〜12:00

2019平和ノサップ集会

（納沙布岬・望郷の岬公園）
集会では相原連合事務局長の主催者代表挨拶後、出村連合北
海道会長より歓迎挨拶があり、来賓として河野外務大臣（メッ
セージ）、石垣根室市長、北方領土返還要求運動連絡協議会の
児玉事務局長より挨拶をいただきました。また、元島民の鈴木
咲子さんからの訴えや竹島問題に関して特別報告があり、来年6
月のオキナワ集会へ繋げる
ピースリレー（ピースフラッ
グを北海道から沖縄へ）後、
アピール採択、ガンバロー
三唱で閉会しました。
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連合佐賀議員懇談会「2019夏季研修会」開催
連合佐賀議員懇談会（略称：連合議員懇）は、8月17日（土）ホテルマリターレ創世において「2019夏季
研修会」を開催し、連合議員懇会員および連合佐賀・構成組織の役員を中心に44名に参加いただきました。
佐賀県および佐賀市・多久市における公共交通施策について、報告を受け活発な意見交換が行われ、県
民・住民の生活交通手段を守るための研修となりました。
○主催者代表 挨拶

連合佐賀 議員懇談会

徳光 清孝

会長（佐賀県議会議員）

○県政報告
（テーマ）「佐賀県の公共交通の現状・課題と取組」
佐賀県地域交流部 さが創生推進課
くらしの足確保推進担当

岩永 幸三

石崎 伸二

課長

係長

○自治体より「公共交通施策」報告
佐賀市

企画調整部 企画政策課

武富 将志

課長

伊万里

市政策経営部 まちづくり課 公共交通対策係

合戸 矢一

職員

○質疑応答・意見交換
○まとめ・閉会

連合佐賀 議員懇談会

江口 善紀

幹事長（佐賀県議会議員）

△主催者を代表し挨拶を行う徳光会長

連合佐賀第１６回定期大会開催（公示）
連合佐賀規約第16条（定期大会）および第18条（大会の公示）に基づき「第16回定期大会」を下記の
通り開催する
【開催日時】2019年10月19日（土）13時30分〜20時15分
［ 定 期 大 会 ］13時30分〜18時00分（13時受付開始）
［レセプション］18時15分〜20時15分
【開催場所】佐賀市「四季彩ホテル

千代田館」

【提案事項】＜経過報告＞
2019年度
＜議

一般活動経過報告・決算報告・会計監査報告

案＞

第1号議案

2020〜2021年度運動方針に関する件

第2号議案

2019年度剰余金処分および2020年度一般会計予算に関する件

第3号議案

規約・規則の改正に関する件

第4号議案

役員選出に関する件

第5号議案

表彰に関する件

※付議の是非判断の上
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お知らせ
連合佐賀地域協議会の総会日程
地域協議会名

総

会

名

日

時

場

所

東部地域協議会

第14回定期総会

2019年11月1日（金） 佐賀市
18時20分〜
「ホテルマリターレ創世」

北部地域協議会

第10回定期総会

2019年11月23日
（土） 伊万里市
15時00分〜
「伊万里市民センター」

南部地域協議会

第10回定期総会

2019年11月9日（土） 武雄市
15時30分〜
「武雄温泉ハイツ」

佐賀県地域別最低賃金が改定されます
佐賀県における地域別最低賃金
令和元年10月4日から「時間額790円」になります
県内には、佐賀県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する
労働者に適用される「特定（産業別）最低賃金」があり、今回は「地域別最低賃金」が改定されますので
お知らせいたします。
県内の使用者は、最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。なお、臨時工・パート
タイマー・アルバイトにも適用されます。

最低賃金の件名

時間額

地域別最低賃金

790 円

効力発生日

令和元年 10 月 4 日（改定前

762 円）

連合佐賀「第16回定期大会」が10月19日に開催されます。その中で春闘のまとめを配付しますが、2019春闘は要求
書を提出した組合は127組合中93組合、妥結については127組合中84組合となり、妥結額は1組合当たり平均4,643
円、組合員1人当たり平均4,945円と特に100人未満の組合の健闘ぶりが顕著になりました。
全体的に、中小組合が大手組合を上回る結果となった2019春闘でした。
また、8月27日から28日にかけ、佐賀県内の各地で猛烈な雨が降り、3名の方が亡くなり、住宅被害は現時点で
4,347棟が被害を受けています。お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りし、被災された方へお見舞いを申し上げま
す。
（K）
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