れんごうさが

No.176
2020年3月

「働くことを軸とする安心社会ーまもる・つなぐ・創り出すー」の実現に向けて

RENGO SAGA
〒840-0804
佐賀市神野東4-7-3

発 行 日本労働組合総連合会・佐賀県連合会
発行人 草場義樹
編集者 高祖和彦

TEL0952-33-3705 FAX0952-33-2805

0120-154-052

私たちが未来を変える！
すべての労働者の「底上げ」
「 底支え」
「 格差是正」と働き方の見直しで！
〜第57回（臨時）地方委員会〜
連合佐賀は2月8日
（土）、
ガーデンテラス佐賀ホテル＆マリトピアにおいて
「第57回（臨時）地方委員会」
を開催し、

連合佐賀2020春季生活闘争方針について確認しました。

開会にあたり井手会長は、新型コロナウイルス関連や政治問題に触れた後、
『 2020春闘の取り組みについては、

「総合生活改善闘争」の位置づけのもと、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。賃金は労働の対価であると同時に、経済や社会基

盤を支える財源でもある。働く者の「底上げ」
「 底支え」
「 格差是正」
を図ることは、内需の拡大により企業経営の健全

化を促し、税や社会制度の持続性を支えることにつながる。
６年間続いた賃金引上げの流れを絶対に止めることは

できない。
しかしながら、公的保険料の負担増や物価上昇等により、実質賃金は減少しているのが現状だ。少子高齢

化や労働人口の減少等の要因は大きいものがあるが、
まだまだ、
これまでの賃金改善では不十分である。春季生活
闘争の根幹を流れる
「生産性三原則

①雇用の維持・拡大

②労使の協力と協議

③成果の公正な配分」の意

義を改めて確認し、
「賃金引上げ」
と
「全ての労働者の立場にたった働き方」の２本柱の実現を同時に推し進めるとと

もに、働き方も含めた「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正配分」
に取り組み、勤め先の企業規模の
大小や雇用形態、性別にかかわらず、一人ひとりの働きの価値が重視され、
その価値に見合った処遇が施される分
配構造の転換につながっていくものだと思う』
と述べ、
その意義を強調しました。

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2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。

△連合佐賀

井手会長挨拶

△議長団の電力総連：松下地方委員（左）、全水道：庄野地方委員（右）

△退任役員挨拶
（前女性委員長：田中さん）
（前青年委員長：白谷さん）

連合佐賀ホームページ

△ガンバロー三唱

https://rengo-saga.jp/
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連合佐賀結成３０周年記念式典 記念講演会・祝賀会を開催
連合佐賀は２月８日
（土）、
ガーデンテラス佐賀ホテル＆マリトピアにおいて、来賓・

歴代元役職員・連合佐賀構成組織より約１９０名参加のもと、連合佐賀結成３０周
年記念式典

記念講演会・祝賀会」
を開催しました。

記念講演会は、
ジャーナリストの河合雅司氏を講師に迎え、
「 未来の年表

減少日本で起きること」
について講演いただきました。

人口

河合講師は「今後の日本において、人口減少に歯止めはかからないと思われ、少

ない人口で社会を支えていくためには、人々の助け合いと、年齢や働き方に捉われ
ない評価基準を設け、専門的スキ
ルを持った優秀な人材を囲い込

まずにシェアしていくことが重要になってくる。
もちろんAIロボットの

実用化や女性の活躍推進なども大切だが、今後日本が小さくとも
豊かな国になるよう戦略的に縮む成長モデルを目指すべきだと考

える」
と述べられました。

祝賀会は、連合本部逢見会長代行、山口佐賀県知事、大串代

議士のご挨拶後、歴代会長をご紹介し、歓談となりました。

△連合佐賀井手会長挨拶

△大串代議士

△連合本部逢見会長代行

△秋山茂樹初代会長

△歴代会長紹介
（木塚登吉様、武重信一郎様、青栁直様）

△歓談の様子
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△山口県知事

「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
日出生台集会
「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。本年も2月12日〜21日の10日間、米海兵隊射撃
訓練が実施予定されていることから、
１月２５日
（土）、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4,508名の仲間が結集、連合佐賀からは、井手会長をはじめ各地協
より71名が参加しました。

△雨の中、九州・沖縄より集結

△参加者4,508人での団結ガンバロー

2020税制度学習会
連合佐賀は労福協共催のもと、連合佐賀四役・執行委員、政策
委員、地協役職員および連合関係団体・推薦議員を対象に産別に
も呼びかけ1月28日
（火）
「 税制度学習会」
を32名の参加を得て開
催しました。
今年の学習会では、
「連合が求める税制改革と、
この間の税制改
革の動向と課題」
について、連合本部 経済・社会政策局の中村 佳佑 部長

△主催者挨拶
（石橋会長代行）

より、連合がめざす税制改革と制度概要などを説明いただき、
「働くことを軸と
する安心社会」
を支える税制改革のビジョンなどについて学びました。
その後、税理士法人佐賀総合会計
／岸川浩幸

代表社員／岸川公認会計士事務所

公認会計士・税理士より、
「令和2年度税制改正について」
とし

て、主な改正事項、①個人所得課税、②資産課税、③法人課税、④消費課
税、⑤国際課税、⑥その他課税の改正、⑦未婚のひとり親に対する税制上の
措置及び寡婦（夫）控除の見直し、⑧住居用賃貸建物の取得に係る消費税
の仕入れ税額控除制度の見直し、⑨子会社配当と子会社株式の譲渡を組

△連合本部 経済･社会政策局
中村 佳佑 部長

み合わせた租税回避行為への対応について内容説明を受けました。
連合は引き続き、政策実現に向けた取り組みの一つとして、持続可能で健
全な経済の発展に向け、
「 公平・連帯・納得」の税制改革を求め、取り組みを
進めることを確認する学習会となりました。

△岸川 浩幸 公認会計士・税理士
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2020春季生活闘争の取り組み
九州一周キャラバン出発式
連合九州ブロックは毎年、九州一周キャラバン行動を展開しており、九州・沖縄に

おいて世論喚起を展開しています。
キャラバンカーは本年、2月１日
（土）大分からの出
発となり各県リレー方式で展開されました。

大分駅前で街宣行動が行われ、横断幕・のぼり旗などの設置により、通行車両や

通行人に対してアピールしました。

佐賀でのキャラバンカーは、2月18日
（火）
に佐賀県西部、19日
（水）
に佐賀県東部

を巡回しました。

自治体要請キャラバン行動
［実施時期］

2020年2月４日
（火）〜20日
（木）

［内

春季生活闘争前段取り組みの一環として毎年実施している
「自治体要請キャラバン行動」
を実施し

［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
容］

ました。行動には、連合佐賀四役・各地協役員・連合議員懇、
自治労単組役員が参加し、各自治体をはじめ各ハロー

ワークならびに各労働基準監督署に要請行動を展開しました。
なお、10市10町に対しては、
「 持続可能な水道」の実
現に向けた要請書および教育委員会に
「学校の働き方改革」
に関する要請書を各地域協議会議長名にて手交・要
請を行いました。

要

請

先

市・町
意 見 交 換：① 佐 賀 豪 雨 災 害
を踏まえた中 小 企 業 復 旧 支
援および休職者支援
⑦同一労働同一賃金の趣旨
に基づいた会計年度職員の
任用

ハローワーク
意見交換：求人傾向と相談状
況（名ばかり正社員）

労働基準監督署
意見交換：管轄内における相
談内容の概況と特徴
（最低5日の有給取得）

要

内

容

① 地域の多様な主体との連携強化による産業政策と雇用創出の一体的推進
② ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた長時間労働の是正
③ 公契約条例の制定による公契約の適正化
④ 介護サービスの安定的な提供と人材確保、介護離職の根絶
⑤ 子ども・子育て支援新制度の着実な実施と保育職場の環境改善
⑥ 教育の機会均等の保障と貧困の連鎖防止
⑦ 公共サービスの水準確保と公務労働者の人員確保と臨時・非常勤職員の処遇改善
⑧ 切れ目のない医療を提供する体制の確立（⑧は該当する自治体のみ）
①
②
③
④
⑤

若者雇用促進法を踏まえた情報開示促進
契約後のトラブル防止
生活困窮者自立支援制度の充実
障がいを理由とする差別解消の推進
相談態勢の充実・強化

① 監督体制の充実・強化
② 労使協定締結に関する指導強化
③ 長時間労働の是正
④ ブラック企業対策
⑤ すべての労働者の安全・健康対策
⑥ 法令違反・労働相談への対応（1）外国人実習生、
（2）無期転換ルール、
（3）有給休暇
の取得義務、
（4）働き方改革関連法

△働き方改革実現に向けて要請
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請

△伊万里市／深浦市長

△地協より二つの要請書を手交

全国一斉集中労働相談ホットライン
［テ ー マ］ 「STOP！雇用不安
［実施日時］

〜辞めるしかない？！と悩んでいませんか〜」

2020年2月13日
（木）〜14日
（金） 各日10時00分〜19時00分

［相談件数］ ２件

［相談内容］ サービス残業・パワハラ・契約社員の有給休暇

中小民間労組交流集会
［開催日時］ 2020年2月15日
（土）
［開催場所］ 佐賀市「四季彩ホテル
［出席者数］ 総勢55名
［内

容］

千代田館」

非正規・中小民間共闘センターとして春闘を

たたかう意思統一を目的に中小民間労組交流集会を開催し

ました。

集会冒頭、主催者を代表して連合佐賀、草場事務局長が

佐賀県における春闘をめぐる情勢や雇用情勢などの挨拶を
行いました。

その後、連合佐賀

説明を行いました。

△草場事務局長挨拶

高祖副事務局長より
「2020春季生活闘争の方針と2019地域ミニマムの調査結果」
について、

これまで、連合本部より講師を派遣いただき、連合本部の春闘方針についての説明をお願いしていましたが、今回

の中小民間労組交流集会では、参加各組合から2020春闘に対する要求状況、付帯事項等の要求内容、各組合の
困りごとなど、事前に配布したアンケートに沿った報告会としました。
［各組合からの報告の様子］

その後、各組合の報告に対し、連合佐賀顧問弁護士で

ある甲木弁護士より各組合の報告に対する総括と労働問

題について講演頂き、参加者から活発な意見が出されまし

た。

最後に、九州労働金庫とこくみん共済coopより提起と要

請を受けました。

その後の懇親会では、構成組織ごとに親睦を深め、中小

民間労組交流集会は終了しました。
△連合佐賀 甲木顧問弁護士による総括
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
３月７日（土）開催予定の佐賀県中央総決起集会と
国際女性デー・学習会については中止、
３月２０日（金・祝）開催予定の連合佐賀結成３０周年記念
行事社会貢献活動（プロレス大会）
は延期＜開催時期再検討＞としました。

連合佐賀議員懇談会「第23回定期総会」
〜県政報告会〜
連合議員懇は、2月20日
（木）佐賀市において
「第23回定期総会」
を開催、2019年度活動

経過報告および2020年度活動方針ならびに新役員など、全5議案について満場一致で確認

し、承認されました。役員には徳光清孝

会長（県議）ほか11名の再任が確認され

ました。

その後、県議会県民ネットワーク会派

（藤崎・江口・下田／国民民主党、徳光

／社民党、野田／無所属）により県政報

告会を開催、佐賀県における2021年度新規主要事業と当初予

算等について説明が行われ、活発な意見交換が行われました。

佐賀県内メーデー開催日程
地協

地域／地区

日時

場所

東部

鳥栖・三養基

4月25日
（土）
鳥栖市民文化会館
9時30分

東部

佐賀県中央、佐賀

4月25日
（土）
どんどんどんの森
10時00分

北部

唐津・東松浦・伊万里

4月25日
（土）
唐津市文化体育館
10時30分

南部

武雄・杵島・多久・小城・
鹿島・藤津

4月25日
（土）
武雄市文化会館
10時00分

北部

有田

4月27日
（月）
有田町生涯学習センター
18時00分

※新型コロナウイルスの影響により中止となる可能性があります。

新型コロナの影響がある中、20春闘は大手企業の回答が出揃い昨年比としてのきなみ下回った結果となっている。
新型コロナにより厳しい20春闘となっているが中小企業は、昨年同様、更に大手企業との格差を縮めるような成果を
勝ち取ろう。新型コロナの報道ばかりで、20春闘の話題が表に出ない状況のようになっているが、しっかり取り組み、
団結して頑張っていきましょう。
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（Ｋ）

