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☆『2021 春季生活闘争出前ミーティング』を開催！ 

□ 日  時  2020 年 12 月 23 日（水）18 時 30 分 

□ 場  所  武雄市「武雄市文化会館・ミーティングホール」 

□ 素案提起  草場 義樹 連合佐賀事務局長 

□ 総参加数  51 名（22 単組、地協役員他） 

 12 月 1日（火）連合は、第 84 回中央委員会において「2021 春季生活闘争方針」を確定しました。 

  これを受け、連合佐賀は、2021 年 2 月 6 日（土）に予定する第 59 回（臨時）地方委員会で「連合佐賀

2021 春季生活闘争方針」を確認することになります。 

この方針策定にむけて「2021 春闘出前ミーティング」を開催し、基本的な考え方を全体で共有化する

とともに、地協からの意見を反映する場として取り組んでいます。 

  2021 春季生活闘争の連合佐賀としての基本的な考え方、すべての働く者の賃金の「底上げ・底支え」

と「格差是正」で月例賃金の引き上げを継続する闘争と位置づける。また、運動の両輪としての「政策・

制度実現の取り組み」を推し進める。 

今後、産別・単組で具体的な論議が開始されると思いますが、地協としても「底上げ・ 

底支え」「格差是正」の実現のため、情報の共有化を図り、コロナ禍の厳しい状況ですが 

出来ることから取り組んで行きます。 
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           新年あけましておめでとうございます 

      連合南部地協の諸活動に対し日頃のご指導・ご支援に心より感謝申し上げます。 
昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等で、思うような活動ができませんでした

が、このコロナ禍の中でも奮闘されている組合員に敬意を表します。 

また、年末のひと文字には密で、流行語大賞は三密が選ばれました。コロナに関係するものばかりでし

た。明るい日常を早く取り戻したいですね。 

このようななかで延期されていました「東京オリンピック・パラリンピック」 

の開催がどうなるのか心配ですね、ワクチンの効果により安心・安全な開催となることを願います。 

すべての働く仲間・生活者の命と雇用とくらしをまもり、「働くことを軸とする安心社会」 
の実現に向け、コロナ禍の中で厳しい状況ではありますが、仲間と支え合い「私たちが 
未来を変える～安心社会に向けて～」取り組みましょう。 

本年も連合南部地協に一層のご支援をお願いするとともに、 

皆様の益々のご健勝とご活躍を祈念いたします。 

連合佐賀南部地域協議会役職員一同 

2021 年 1 月 5 日 

監　査 監　査

木島　泰介

（清本鐵工労組）

蒲原　清司

（杵東衛生処理労組）

1年間よろしくお願い致します！

2021年度執行体制（四役・幹事・監査）のご紹介

事務局次長 事務局次長 幹　事 幹　事

（江北町職）

野中　和男

（白石町職労）

佐古　龍也

幹　事 幹　事

古賀　孝明

（県職労杵藤支部）

山口　直孝

（ＯＥＲ労組）

事務局次長

宮田　和豊

（嬉野市職労） （多久市職労）

溝上雄一郎牧瀬　　康

（九電武雄分会）

幹　事

松尾  直人 西谷　直人

幹　事

（ﾃﾗﾙ多久労組）

幹　事 幹　事 幹　事

坂口　一史

（森鉄工労組） （祐徳薬品労組）

幹　事

三好　　友

（JP労組南西支部）

中島　雄高

（鹿島印刷労組）

力久　　勉

(ﾊﾟﾅ佐賀労組）

幹　事

小野原正明

（祐徳自動車労組）

（SUMCO労組）（王子マテリア労組）

伊藤　大作

幹　事 幹　事幹　事

杉町　　孝

幹　事

松尾　泰二

（ＪＲバス労組）

古川　美貴

（労金労組）

幹　事

（地協青年委員会）

幹　事

柴田　　昇

（多久市学給労）

佐藤　智史

事務局長

武富　英男

議　長 副議長

陣内　誠二

（連合佐賀）（ＪＳＳＫ労組）

副議長

松江　博正

副議長 副議長 副議長

峰松一政

（鹿島市職労）

吉田　常彦

（東亜工機労組）（武雄市職労）

樋渡　理香

（小城市職労）（九州製鋼労組）

木寺　孝宏



※延期をしています地協結成 10 周年記念式典については、今後協議を行います。 

 

月 連合佐賀関係予定 南部地協関係予定 

12 月 ・青年・女性委員会総会

（12/5） 

・第 13 回連合執行委員会

(12/11） 

・第 6回政策委員会(12/15) 

 

・小城多久労福協「いごてだま」(12/5) 

・杵島武雄労福協「ガーデニング」（12/6） 

・第 1 回幹事会（四役会議）合同(12/16) 

・小城多久退職者連合総会 

・2021 春闘出前ミーティング（12/23） 

・多久市学給労大会 (12/28) 

 

１月 ・県労福協旗開き（1/7） 

・第 14 回執行委員会(1/20) 

・日出生台集会（1/30） 

・税制度学習会 

・新旧役員懇親会(1/15)(延期) 

・第 2 回幹事会(四役会議)合同（1/27） 

・日出生台集会(1/30) 

・小城地区旗開き（1/13） 

・多久地区旗開き(中止) 

  

２月 ・第 59 回臨時地方委員会(2/6) 

・春闘キャラバン(2/10) 

・中小民間労交流集会 

・自治体春闘期要請行動 

(2 月○日～○日) 

 

・ハローワークチラシ配布(2/2.3.4.5.8.9) 

・自治体春闘期要請行動(2/17.18) 

・地協春闘学習会(2/22) 

３月 ・第 15 回執行委員会(3/4) 

・サブロクの日行動(街宣) 

・2021 春闘県総決起集会(3/6) 

・記念事業(いじめプロレス) 

・サブロクの日行動(街宣)(3/5.6) 

・第 3 回幹事会(四役会議)合同（3/10） 

・2021 春闘地区総決起集会予定(3/12) 

・地区別単組交流集会（19.26.31） 

 

４月 ・第 16 回執行委員会(4/2) 

・地域協議会活動推進会議(17

～18)  

・県中央メーデー(4/29 日) 

 

・第 4 回幹事会（四役会議）合同（4/7） 

・地協 3地区激励行動(4/8.9.12)予定 

・南部地協メーデー(4/25)武雄市文化会館 

５月 ・第 17 回執行委員会(5/11) 

 

・第 5 回幹事会（四役会議）合同（5/14） 

・政治学習会(5/26) 

 

月 連合佐賀関係予定 南部地協関係予定 

6 月 

 

 

・第 18 回執行委員会(6/7) 

・平和行動オキナワ(23～24) 

・第 6 回幹事会(四役会議)合同(6/16) 

・青年委員会政治学習会（6/18） 

・ろうきん友の会総会(鹿島・武雄) 

・自治体単組・政策委員会合同会議（6/30） 

・第 1 回役員推薦委員会 

 

7 月 ・第 19 回連合執行委員会(7/6) 

・こくみん共済 COOP 総代会(7/29) 

・政策委員会・議員懇合同会議(7/9) 

・第 7 回幹事会(四役会議)合同(7/14) 

・単組 9回交流集会（7/17 か 24 日） 

 

8 月 ・第 20 回執行委員会(8/3) 

・平和行動広島(5～6) 

・平和行動長崎(8/8～9) 

・自治体要請行動（8/4.5） 

・平和行動長崎（8/8. 9） 

・第 8 回幹事会(四役会議)合同(8/18) 

・課題別学習会（8/25） 

・第 2 回役員推薦委員会 

 

9 月 ・第 21 回執行委員会(9/7) 

・平和行動根室(11～12) 

 

・列島クリーンキャンペーン（9/5） 

・青年委員会地域交流会（9/11） 

・第 9 回幹事会(四役会議)合同（9/15） 

・課題別学習会(9/29) 

・第 3 回役員推薦委員会 

 

10 月 ・第 22 回執行委員会(10/1) 

・第 17 回定期大会(10/16) 

・差別と人権を考える学習会（10/6） 

・第 10 回四役会議（10/13） 

・第 10 回幹事会（10/20） 

 

11 月 ・第 1回執行委員会(11/11) ・第 11 回幹事会(四役会議)合同(11/5) 

・第 12 回地協定期総会(11/13) 

 

2021 年 度 年 間 活 動 計 画  （ 予 定 ）


