
第29回定期大会

　春季生活闘争では、「すべての働く
者」に視点をあてた賃金・労働条件の
底上げ、長時間労働の是正、総労働時
間の縮減、安定した雇用の維持・創
出、社会的セーフティネットの充実、解
雇・労働時間規制の緩和などの労働
法制の改悪阻止と、ワークルールの確
立、最低賃金の引き上げなど「底上
げ・底支え」、「格差是正」、「ワーク・ラ
イフ・バランス」、「ディーセント・ワー
ク」の実現に取り組みます。さらに、な
んでも労働相談ダイヤルへの対応、

「地域に顔の見える運動」の強化、「第
４次男女平等参画推進計画の目標達
成」、「平和・人権・連帯活動」を構成組
織や地協とともに展開し、連合運動の
継続と社会的な影響力を高めていき
ます。
　今こそ、すべての働く者が問題を共
有し、社会に広がりのある運動をつく
っていくため、組合員、単組、構成組
織、地域協議会が結束し、行動してい
きましょう。

▲第29回定期大会終了後、全員でディーセント・ワークをアピール

次の飛躍へ 確かな一歩を

　連合三重は２０１９年に結成３０周年
を迎えます。引き続き、「組織力」、「発
信力」、「政策立案力」、「政策実現力」
の一層の強化と、すべての働く者のた
めに次の時代に連合運動をつないで
いくことが求められています。
　このため、２０２０年を目標とした「１
５万連合三重」の実現や「クラシノソコ
アゲ応援団　ＲＥＮＧＯキャンペーン」
の積極的な発信、「２０１８～２０１９年度
　政策・制度 要求と実現」を推進して
いきます。

　10月26日、津市センターパ
レスホールにて、役員・代議員・
来賓などを合わせて約180名
が出席し、「連合三重第29回定
期大会」を開催しました。
　本大会は、向こう2年間の運
動方針を確認する重要な機関
会議であり、大会では、活動報
告・運動方針、決
算・予算、役員体
制などを代議員
の満場一致によ
り、承認いただき
ました。
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「働くことを軸とする安心社会」実現のため、

連合はDecent Work for Allを
めざします！
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運動方針を承認

組合員のみなさま
ご支援ありがとうございました。

第48回衆議院議員選挙の結果
三重県の小選挙区結果

投開票日 10月22日(日) 投票率57.09%

【1区】次点　94,045票  松田直久さん
【2区】当選 122,518票  中川正春さん
【3区】当選 147,255票  岡田克也さん
【4区】次点　68,978票  藤田大助さん
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社会に広がりのある運動を
運動方針は、６つの柱から

1年を振り返って・・・ 連合三重2017年度 活動報告

Ⅰ．連合三重組織拡大ロードマップに基づく取り組みの推進

Ⅱ．組織強化・拡大に伴う各種課題への対応

Ⅲ．労働者サポートセンターの機能強化

Ⅳ．地協機能の充実･強化

Ⅴ．構成組織との連携強化

Ⅵ．広報活動の充実

Ⅶ．労働教育の推進

Ⅷ．女性･青年委員会活動の充実

Ⅸ. 三重退職者連合の活動支援

Ⅰ．2018春季生活闘争の取り組み

Ⅱ．地域雇用・労働対策の推進

Ⅲ．ワークルールの遵守に向けた取り組み

’16 11月

「15万連合三重」に向けた
組織拡大・強化の着実な前進と地域に
顔の見える運動の展開

運動方針その１

すべての労働者の処遇改善に向けた
取り組み

運動方針その2

政策･制度実現に向けた取り組み
運動方針その3

国民運動と社会参加活動の取り組み
運動方針その4

政治活動の強化に向けた取り組み
運動方針その5

男女平等参画社会の実現に向けた
取り組み

運動方針その6

Ⅳ．生活できる最低賃金水準の確保

Ⅴ．ワーク・ライフ・バランス社会の実現

Ⅵ．安全･健康･快適な職場環境の実現

Ⅰ．2018～2019年度｢政策･制度 要求と提言｣の推進

Ⅱ．部門連絡会
（官公部門連絡会・金属部門連絡会）の活動の支援

Ⅲ．経営者団体との連携

Ⅰ．三重県中央メーデー・地区メーデーの開催

Ⅱ．平和運動の推進

Ⅲ．人権･連帯活動の強化

Ⅳ．防災･減災､救援活動や復興支援活動の推進

Ⅴ．国際連帯活動の推進

Ⅵ．福祉事業団体運動への参画

Ⅰ．政党との連携

Ⅱ．県議会議員･市町議会議員および知事・市町長との連携

Ⅲ．政治活動の推進

Ⅳ．当面の選挙の取り組み

Ⅰ．あらゆる分野における男女平等参画の推進

Ⅱ．｢連合三重男女平等参画トップ宣言｣の推進

Ⅲ．雇用における男女平等の実現

Ⅳ．仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）と両立支援の推進

Ⅴ．男女平等参画推進に向けた女性リーダーの育成

■2018～2019年度 執行役員■
役　職 構成組織名氏　名

会　長（専従）

事務局長（専従）

副会長

副会長（専従）

副事務局長（専従）

電機連合三重地方協議会

自動車総連三重地方協議会

電機連合三重地方協議会

自治労三重県本部

UAゼンセン三重県支部

三重県教職員組合

JAM東海三重県連絡会

全電線三重地方協議会

JEC連合三重県地方連絡会

私鉄総連三重県協議会

三重県電力総連

JP労組東海地方本部三重県連絡協議会

ゴム連合三重県協議会

電機連合三重地方協議会

情報労連三重県協議会

自治労三重県本部

JP労組東海地方本部三重県連絡協議会

自治労三重県本部

三重県教職員組合

全電線三重地方協議会

私鉄総連三重県協議会

三重県電力総連

JP労組東海地方本部三重県連絡協議会

基幹労連三重県本部

情報労連三重県協議会

運輸労連三重県連合会

JR連合三重県協議会

フード連合三重地区協議会

サービス連合中部地方連合会

全国労働金庫労働組合連合会

自動車総連三重地方協議会

UAゼンセン三重県支部

JAM東海三重県連絡会

𠮷川　秀治

高津　健一

小田　正亮

長澤　和也

藤井　明彦

中村　武志

伊藤　久志

伊藤　善雄

新沼　祐介

峯　　孝二

番条　喜芳

平井　一彦

松山　陽一

金森美智子

伊藤　公則

藤田　和彦

廣瀬　純子

西野　三佳

石橋　悦子

平川美由紀

米倉奈緒美

福嶋　裕子

柘植　真理

森本　和秀

中村　元昭

石川　秀樹

入谷　政治

稲垣　秀和

道正　哲太

米村保乃香

古田　光一

山川　清美

中屋満美子

会計監査

執行委員

 今大会で承認された（向こう2年間）の運動方針は、組織・労働・政策・国民運動・政治・
男女平等と大きく分けて6つの柱から構成されています。
 メインスローガンは、「次の飛躍へ確かな一歩を」とし、引き続き「働くことを軸とする
安心社会」の実現をめざし、6つの柱の取り組みをすすめていきます。組合員の皆様の
ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

毎月5日の「連合の日街宣」

’16 12月

政策学習会

’17 1月

新春旗開き

’17 2月

2017春季生活闘争 闘争開始宣言

’17 3月

2017春季生活闘争総決起集会

’17 4月

地協役員研修会

’17 5月

連合三重中央メーデーIN伊勢志摩

’17 6月

最低賃金学習会

’17 7月

女性リーダー意見交換会

’17 8月

ナガサキ平和集会への参加

’17 9月

三重県知事要請

’17 10月

第48回 衆議院議員選挙

※加盟組合へは、大会議案書を郵送しています。
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ぶらり
旅ユニオニ

オンの

◯会社内で他部署の方と関わることができ、横のつな
がりが増えました。
◯松阪地区を中心に他労組の方と交流する機会が増
え、他業種についての視野が広くなりました。
◯執行部ではないと経験できないことが多くあります。

　今回は、松阪市大口町にあるセントラル硝子労働組合松阪支部にお邪魔しましたユニ。
　セントラル硝子（株）は、名前のとおり、様々なガラスを製造している会社ユニ。身近な
ところでは、自動車用ガラスや住宅用ガラスがあるユニ。皆さんの自家用車や住宅にもセ
ントラル硝子で製造したガラ
スが使用されているかもユ
ニ。組合員は、約４００名で、
組合執行部は９名で構成さ
れているユニ。
　執行部のみなさんは、毎

日、昼休みに組合事務所に来て、執行委員会を開催し、職場
での課題や、上部団体の取り組みなどを確認しているユニ。
その後、労働組合の交流や団結力、執行部の健康づくり、スト
レス発散！？を目的にフリーテニスを行っているユニ。このフ
リーテニスは、約25年間、執行部に受け継がれているユニ。

連合の組合員のみんなにひとことユニ？

◯組合活動は、いろんな人との出会いがあり、楽しく活動ができます。
◯組合活動で得られた人脈はこれからの人生で助けになることがありますので、大切
にしましょう。
◯何か問題が発生したら様々な意見を出し合い、１個１個解決していきましょう。

自分たちの労働組合の自慢でき
ること（アピール）はユニ？

▲毎日昼休みを利用して、フリーテニスを行い、親睦を図っています。
ユニオニオンも飛び入り参加！

▲執行部のみなさん

セントラル硝子労働組合松阪支部
組合の団結力は、「昼休み」から組合の団結力は、「昼休み」から

◯執行部の団結力があり、みんな仲がいいです。
◯困った時はお互い助け合い、協力して解決していく精
神があります。
◯組合員の方が組合活動に協力的で、感謝しています。

労働組合活動をしてよかったことはユニ？

三重県労福協
豊かで、公正な社会づくりをめざして。

〒514－0004　津市栄町1丁目891
三重県勤労者福祉会館内
ＴＥＬ　059－225－2855
ＦＡＸ　059－229－4433
ホームページ　http://www.mie-rofkyo.jp

私たちは、日本でただひとつ。はたらく人のための生活応援バンクです。

〒514－0003　津市桜橋2丁目126番地
ＴＥＬ　059－224－0336
ＦＡＸ　059－224－4819
ホームページ　http://tokai.rokin.or.jp

全労済は、共済事業をとおして「労働者福祉運動」をサポートします。

〒514－0004　津市栄町4－259－1
ＴＥＬ　059－227－6167
ＦＡＸ　059－225－5069
ホームページ　http://www.zenrosai.coop

理想の住まいづくりをカタチにする暮らしのパートナー。

〒514－8540　津市栄町1丁目891
三重県勤労者福祉会館内
ＴＥＬ　059－225－0851
ＦＡＸ　059－225－0337
ホームページ　http://www.mie-jsk.or.jp/

保障のことなら

安心社会づくりに向けた福祉活動に、各種団体と連携して取り組みます

三重県の個別労働紛争解決支援制度
　解雇、賃金、配転問題など職場を巡るトラブルの解決に、
労働相談室と労働委員会が、連携プレーでサポートします。

ご利用は無料です。
まずは労働相談室にご連絡ください。
三重県労働相談室　津市栄町1丁目891

三重県勤労者福祉会館1階

☎059－213－8290


