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誰もが希望を持てる社会を実現！
安心・安全に働ける環境整備と
「底上げ」
「底支え」
「格差是正」で
〜第59回（臨時）地方委員会〜
連合佐賀は2月6日
（土）、
アバンセホールにおいて
「第59回（臨時）地方委員会」
を開催し、連合佐賀2021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、
『 2021春闘は昨年に引き続きコロナ禍における春闘となる。
日本が抱える構造的課題

とコロナ禍によって浮き彫りとなった社会的セーフティネットの脆弱さを克服しなければ、将来世代が希望を持てる持

続可能な社会の実現は有り得ない。経済や社会の責任を担う
「政・労・使」がそれぞれの責任の下で実効ある政策

に取り組んでいかねばならない。経済や社会基盤を支える基本財源である賃金の改善こそが経済再生の早道であ

り、個人消費の活性化につながる。
このコロナ禍において二極化された産業の事業や財務の状況ではあるが、厳し
い産業は何とか踏ん張り、好調な産業は大きく伸ばしてもらいたい。本年は「東日本大震災から10年」
「 雲仙普賢岳

の大火砕流から30年」
となる。
自然災害への備えや対応も常に意識してもらいたい。
また、政治への対応について、
唐津市議会議員選挙での構成組織の取り組みに対してのお礼を申し上げたい。今後予定されている衆議院選挙、
佐賀市議・小城市議選挙に備える必要がある。国政についてもこの非常事態で与野党とも国民の生命と財産を守

るために実効ある政策を推し進めてもらいたい。』
と述べ、最後に『2021春闘は昨年に引き続き有事での交渉とな
る。例年以上に厳しいものになるが、連合佐賀に結集するすべての構成組織の総意をもって春闘交渉に臨むことを
全体で確認する地方委員会となることをお願いしたい。』
と代表挨拶を行った。

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

△退任役員挨拶（前女性委員会事務局長：田中さん）
（前青年委員長：山本さん）

連合佐賀ホームページ

井手会長挨拶

△ガンバロー三唱

https://rengo-saga.jp/
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「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。今年は1月30日
（土）に開催され、
コロナ禍の
ため自治労会館大会議室でのライブ中継視聴となりましたが、連
合佐賀からは約20名が参加しました。

2021税制度学習会
連合佐賀は労福協共催のもと、1月26日
（火）、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「税制度学習会」
を開催しました。

緊急事態宣言により、連合本部からはオンライン学習会として経済・社

会政策局の中村佳佑部長より、
「 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」について説明いただき、コロナ禍を踏まえ、
テレ

ワークの課題やマイナンバー制度の推進など税制改革のビジョンなどに
ついて学びました。

△主催者挨拶
（井手会長）

《 講演①概要 》骨子
１．当面する税制改革の課題
２．税財政の課題に対する連合の考え方
３．近年の税制改正の動向
４．
マイナンバー制度に関する連合の考え方

《 講演②概要 》骨子
１．令和３年度税制改正について
△３密を回避したオンライン学習会となった。

その後、税理士法人佐賀総合会計代表社員岸川浩幸公認会計士・税理士より、
「令和３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その他課税の改正としてカーボンニュートラル
投資促進税の創設や押印義務の見直しの動向や検討事項として①年金課税②金融所得課税③小規模事業の税

制のあり方④相続税に係る不動産登記⑤自動車関係諸税⑥原料用石油製品等に係る免税措置⑦デジタル社会へ

の環境整備⑧税理士制度⑨社会保険診療報酬に係る軽減税率⑩ガス供給事業に係る外形標準課税⑪贈与税制
度の検討状況について説明を受けました。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。

オンライン学習会
連合本部 経済･社会政策局
中村 佳佑 部長

2

公認会計士・税理士
岸川 浩幸

2021春季生活闘争の取り組み
九州一周キャラバン出発式および連合佐賀の取り組み
2021年度のキャラバン出発式については、新型コロナの影響で、連合宮崎関係者のみで開催されました。
連合佐賀は、2月10日
（水）
に南部地協でフラッグの受け取りを行い、
その後、2月12日
（金）は佐賀県西部方面を、
15日
（月）は佐賀県東部方面を周回し、2021春闘の世論喚起を行いました。2月15日
（月）の15時に、鳥栖駅にて連
合福岡へフラッグを引き継ぎ九州一周の役割を果たしました。
集結式は、例年とは違い連合福岡関係者のみでの開催となりました。

△長崎からのフラッグ引継ぎ

△福岡へのフラッグ引継ぎ

自治体要請キャラバン行動
［実施時期］ 2021年2月15日
（月）〜25日
（木）
［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
［内
容］ 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
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以下の内容について、要請行動を展開しました。
なお、今年度は、新型コ
ロナウイルスの感染拡大状況のため、最小人数で対応しました。

意見交換内容
市・町

①感染拡大に伴う自治体における、企業
や住民へ相談体制と支援体制の確立に
ついて」
②「感染者への差別や偏見が生じないた
めの啓発活動の徹底について」
③「感染者拡大防止対策と地域の経済
活動の両立に向けた取り組みについて

労働基準監督署

①感染症により影響を受けた、事業主へ
の事業支援および労働者への生活支援
の状況と相談内容等
②パワハラ問題での労基署における労働
相談の傾向について

ハローワーク

①管轄内での求人・採用状況と、採用
後の相談状況などの実態について

△佐賀市／伊藤副市長へ宮崎会長代行より手交

要

請

内

容

① 新型コロナウイルス感染症の対策と人権を守る取り組み
② 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
③ 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
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 公共サービスの水準確保と公務労働者の人員確保と会計年度任用職員の処遇改善
⑦ 切れ目のない医療を提供する体制の確立（⑦は該当する自治体のみ）
① 法令違反・労働相談への対応について
② 監督体制の充実・強化
③ 長時間労働の是正
④ すべての労働者の安全・健康対策
⑤ ブラック企業対策
①
②
③
④
⑤

生活困窮者自立支援制度の充実に向けて
相談態勢の充実・強化
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
障がいを理由とする差別解消の推進

△伊万里市／深浦市長へ俣野副会長より手交

△武雄市／山崎総務部長へ二十歩副会長より手交
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全国一斉集中労働相談ホットライン
［テ ー マ］ 「雇用SOS ちょっと待った！その解雇・雇止め」
［実施日時］

［相談件数］

2021年2月24日
（水）〜25日
（木） 各日10時00分〜19時00分
1件

［相談内容］ パワハラについて

1年程前から、上司からパワハラを受けている。会社にも相談したが対応してくれない。

2021春季生活闘争

3.4佐賀県中央総決起集会

［開催日時］ 2021年3月4日
（木） 18：00
［開催場所］ 自治労会館
［規
［内

模］

30名

大会議室

容］ ・2021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

・団結ガンバロー三唱

△井手会長挨拶

△集会アピール採択：城島女性委員

△団結ガンバロー三唱

佐賀県および佐賀労働局ならび経営者5団体への要請行動
連合佐賀は3月12日
（金）2021春季生活闘争の取り組みの一環として、佐賀県・佐賀労働局・経営者5団体に対

し、要請行動を実施しました。
１．佐賀県への要請概要

［要請項目］

①新型コロナウイルス感染症の対策②産業政策と雇用創出③「働き方
改革」④介護サービスの安定的な提供⑤子ども・子育て支援⑥公共

サービスの水準確保⑦安定的な介護サービスの提供
［県対応者］

産業労働部：寺島部長・産業人材課：鷲﨑課長・坂田副課長

産業人政策課：大橋課長・北村ＤＸ室長、園田係長、年永担当
〔佐賀県

意見交換〕

△寺島産業労働部長へ要請書手交

「新型コロナウイルス感染症対策」の支援状況等の説明を受け、継続した取り組みと人権を守る取り組みを要請

しました。
また、
アフターコロナの経済政策、雇用の維持拡大の産業政策については、行政で初めて設置されたDX
推進室の支援状況などを中心に意見交換を行いました。
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２．佐賀労働局への要請概要

［要請項目］

①労働者への財政支援と相談体制の強化②新型コロ

ナウイルス関連法や働き方改革関連法等に関する法令

の周知徹底について③法令違反等に対応できる監督
体制④労働行政の強化⑤雇用における男女平等の推
進

［労働局対応者］

加藤局長、高野総務部長、大田雇用環境・均等室長・

古川係、高橋労働基準部長、三宅職業安定部長（6名）
〔労働局

意見交換〕

△佐賀労働局への要請行動

連合から
「コロナ禍」
での事業支援や相談状況、労働行政の体制強化などを要請しました。労働局からは、
「働

き方改革関連法」
と
「コロナ禍の支援」
を併せた業務改革が期待できること、今回初めて応援体制やマニュアル化

したことなどの説明を受け、有効求人倍率など雇用情勢を中心に意見交換を行いました。

３．経営者5団体への要請概要
［要請項目］

①賃金引上げ②最低賃金③男女平等の推進④育児

や介護と仕事の両立⑤ワークルールの取り組み⑥公契
約対策⑦労使交渉の促進

〔各団体

意見交換〕

各経営団体へは、賃金引き上げの趣旨、
コロナ禍に

おける経営状況などの労使協議の推進などを要請し意

見交換を行いました。各団体から中小企業でも濃淡が

あり厳しい企業は、金融支援の資金繰りで何とかやっ

△県商工会連合会と意見交換

ているが、今後の動向によっては廃業・清算が増えることを危惧しているなど、
コロナ感染の今後の情勢について
共有されました。

連合佐賀議員懇談会「第24回定期総会」
〜県政報告会〜
連合議員懇は、2月20日
（土）
自治労会館において
「第24回定期総会」
を開催、2020年度活動経過報告および

2021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／立憲民主党、徳光／社民党、野田／無所属）により県

政報告会を開催、佐賀県における令和２年度２月補正予算案と令和３年度予算案についての説明が行われ、活発

な意見交換が行われました。

△徳光会長挨拶

△県民ネットワークによる県政報告会
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佐賀県内メーデー開催日程
地協
東部

北部

南部

地域／地区

日時

場所

鳥栖・三養基

4月29日
（木・祝）
鳥栖市民文化会館
9時30分

佐賀県中央、佐賀

4月29日
（木・祝）
アバンセホール
10時30分

唐津・東松浦・伊万里

4月24日
（土）
10時30分

唐津市文化体育館

有田

4月27日
（火）
18時00分

有田町生涯学習センター

武雄・杵島・多久・小城・
鹿島・藤津

4月25日
（日）
10時00分

武雄市文化会館

※今年は規模を大幅に縮小して開催します。
【３月６日は３６（サブロク）の日！】
働くみなさん、
「３６（サブロク）協定」って知っていますか？
働いている人に残業をさせるためには「３６（サブロク）協定」の締結が必要で
す。この協定を結ばずに残業させることは法律違反です。
みなさんは自分の職場の「３６（サブロク）協定」を見たことがありますか？
コロナ禍で働き方が大きく変化する中、今一度、労働時間について考えてみませんか？

【れんごうの日】
連合では「2021連合アクション」として、毎月05日を「れんごうの日」と設定し、構成組織・地方連合会
と一斉に、
「働く人が主役となり、多様な働く人々にスポットをあて、全国一斉行動・一斉配信を起こす」
運動を実施しております。
ツイキャス「あつまれ！ユニオンスクエア」の生配信を行いますので是非視聴ください。
URL：https://twitcasting.tv/unionion
《今後のテーマ予定》

4月 みんなの春闘〜中小・地場へ〜
5月 地方連合会（出張生配信）

6月 構成組織（UAゼンセン／スーパーで働く人）、

ツイキャスQRコード

多様性（ジェンダー平等）

7月 構成組織（日教組／教職員）、安全衛生

8月 構成組織（運輸労連／宅配ドライバー）、平和
9月 構成組織（自治労／自治体で働く人）

2021年4月1日より、中小企業においても同一労働同一賃金が始まる。もちろん景気対策もあるが、正規雇用と
非正規雇用の格差を縮めることで、少子化対策につなげるという側面ももっている。コロナ禍もなかなか収束に向
かわないが21春闘も｢底上げ｣｢底支え｣｢格差是正｣をめざす闘争となり、格差を解消するためにも今春闘は頑張っ
ていきたい。（K）
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