
　先の統一地方選挙において、組
合員の皆様に対し、多大なご支援を
いただいたことに対し、心から感謝
します。
　三重県知事選挙に当選した鈴木
知事は、連合三重の機関会議に出
席し、「働く方々の気持ちをしっかり
受け止めて、引き続き、県政を進め
ていきたい。その上では、連合三重
は大切なパートナーとして考えてい
る。これからも緊密に連携をとらせ
ていただき、政策を進めていきた
い。働き方改革が進むなかで、特に
医療・介護・保育などで働く環境も
改善していかなければならない。そ
ういった働く環境を改善したうえで
県民に安心した暮らしが確保でき
ると思う。今後もいろんな現場の声
を聴きながら進めていく。」と挨拶
しました。
　また、三重県議会議員選挙にお
いては、新政みえを代表して三谷
県議は、「大変厳しい選挙戦となっ

たが、連合三重の多大なご支援を
いただき、結果として、連合三重の
推薦する候補者２１名を当選させて
いただくことができた。各構成組
織・各地協の組合員の皆様に対し
て、心から感謝を申し上げます。引
き続き、連合三重のめざす『働くこ
とを軸とする安心社会』の実現なら
びに連合三重の政策実現に向けて
全力で取り組んでいきたい。」と挨
拶しました。

▲第２０回執行委員会で挨拶する新政みえの三谷代表（中央・左）と津村幹事長（中央・右）

▲第20回三役会議に出席した鈴木知事（右）

鈴木　英敬 当　選

選挙区 候補者名

いなべ市・員弁郡
三重郡

伊賀市
名張市

多気郡

尾鷲市・北牟婁郡
熊野市・南牟婁郡

桑名市・桑名郡

四日市市

鈴鹿市

津市

松阪市

伊勢市

小島　智子
三谷　哲央
日沖　正信
舘　　直人
田中　智也
稲垣　昭義
藤田　真信
平畑　　武
藤田　宜三
下野　幸助
森野　真治
北川　裕之
舟橋　裕幸
杉本　熊野
川口　　円
中瀬古初美
喜田　健児
濱井　初男
中村　進一
廣　耕太郎
津村　　衛
藤根　正典

結　果
当　選
当　選
当　選
当　選
当　選
当　選
落　選
当　選
当　選
当　選
当　選
当　選
当　選
当　選
当　選
当　選
当　選
当　選
当　選
当　選
当　選
当　選

第１９回
統一地方選挙

第19回統一地方選挙の結果
三重県知事選挙

末松　則子鈴鹿市長選挙 当　選

前葉　泰幸津市長選挙 当　選

水谷　俊郎東員町長選挙 当　選

首長選挙

三重県議会議員選挙

第25回 参議院議員通常選挙三重県選挙区 連合三重推薦立候補予定者
1993（平成 ５）年　三重県立四日市南高校 卒業　
1998（平成10）年　横浜国立大学 経済学部 卒業
2001（平成13）年　京都大学 法学部 卒業
2010（平成22）年まで国会議員秘書として国会勤務
　　　　　　　※議員秘書時代は農業政策や外国人労働者問題に取り組む
2011（平成23）年　四日市市議会議員当選
2015（平成27）年　三重県議会議員当選

●
●
●
●

●
●

生年月日/1974（昭和49）年9月30日
趣　　味/映画鑑賞、旅行（特にまちブラ）、 
　　　　 歴史談義
特　　技/もちつき
　　　　（年間50臼くらいつきます）
好きな曲/島んちゅぬ宝（BEGIN）

●
●

●

●

三重県津市柳山津興630-3
Tel 059-253-1311 Fax 059-253-1312

よしの 正英 
　　後援会事務所

ご支援に感謝

よしの 正英 プロフィール

日本労働組合総連合会
三重県連合会

〒514−0004　三重県津市栄町1丁目891
ＴＥＬ.059−224−6152
ＦＡＸ.059−223−3633
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「SDGs」について知ろう
☆「SDGs」って何？ ☆労働運動はSDGsの実現につながっています。

【ITUCの掲げる重点目標】
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
ジェンダー平等を達成し、すべての女性および女児の能力強
化を行う
包摂的かつ持続可能な経済成長およびすべての人々の完全
かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディー
セント・ワーク）を促進する
各国内および各国間の不平等を是正する
気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策を講じる
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、す
べての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルに
おいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

目標１
目標５

目標８

目標10
目標13
目標16

最近よく目にするようになった「SDGs（エスディージーズ）」。
国連で採択された全世界共通の目標で、国際的に注目されています。

ジェンダー平等を
実現しよう

働きがいも
経済成長も

ジェンダー平等を達成し、すべ
ての女性と女児のエンパワーメ
ントを図る。

すべての人々のための持続的、
包摂的かつ持続可能な経済成長、
生産的な完全雇用およびディー
セント・ワークを推進する。

【具体的な達成基準】
● 性的な暴力や虐待など公私におけるあらゆる女性

差別の撤廃
● 未成年者の結婚・強制結婚など有害な慣行の撤廃
● 家族内における責任分担を通じた、無報酬の育児

・介護や家事労働の評価
● 政治・経済・公共分野での意思決定における完全

な女性の参加とリーダーシップ機会の確保
● 土地や財産など経済的資源に対する平等なアクセ

スの確保
● 目標達成に向けた政策と拘束力のある法律制定の

推進　など

【具体的な達成基準】
● 一人あたりの経済成長率の持続（途上国は年7％

以上）
● 雇用創出、起業、生産性向上、技術革新を促す政

策の実施による中小企業の成長の奨励
● 良質な教育・訓練機会の提供
● 完全で生産的な雇用とディーセント・ワーク、同

一労働同一賃金の達成
● 強制労働の根絶、人身売買・児童就労の撲滅
● 労働者の権利保護と安全・安心な労働環境の促進

など

【具体的な達成基準】
● 虐待、拷問などを含めあらゆる暴力の撲滅
● 違法な資金・武器取引の大幅な減少、組織犯罪の

根絶
● 意見表明の自由の保障と自らの生活にかかわる決

定への参加、情報への公共アクセスの確保
● グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参

加拡大
● 持続可能な開発のための非差別的な法規・政策の

推進　など

平和と公正を
すべての人に

持続可能な開発に向けて平和で
包摂的な社会を推進し、すべて
の人々に司法へのアクセスを提
供するとともに、あらゆるレベ
ルにおいて効果的で責任ある包
摂的な制度を構築する。

例えばSDGsにはどんな目標があるの？

▲第30回大会の終了後には、全員でディーセント・ワークアピール行動を行いました。
　「包摂的かつ持続可能な経済成長およ
びすべての人々の完全かつ生産的な雇用
と働きがいのある人間らしい雇用（ディー
セント・ワーク）を促進する」は、国内外を問
わず様々な格差が拡大しており、労働者や

　２０１５年９月の国連総会は、「誰一人
取り残さない」持続可能で多様性と包
摂性のある社会の実現のため、２０３０
年を期限とする「持続可能な開発目標
（SDGs）」として１７の開発目標を確認し
ました。SDGsは、すべての国を包含し、
政府のみならず民間企業や市民社会組
織なども参画するもので、労働組合も

貢献を果たすことが期待されています。
　１７の開発目標は、①「貧困をなくそ
う」から⑰「パートナーシップで目標を達
成しよう」まで多岐にわたる分野をカバ
ーしており、どの目標も労働組合が運
動あるいは政策として取り組んでいる
ものと通じるものばかりです。
　連合は、労働組合の運動・政策が、

SDGsの実現につながっていることを
社会全体へ発信していきます。
　連合が加盟している国際労働組合組
織である国際労働組合総連合（ITUC）
は、１７の開発目標のうち６つを重点目
標と定めています。

■出所 ： 公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES）作成による仮訳

■出所 ： 国連広報センター ・ 一般社団法人社会応援ネットワーク「YELL」vol.4 P3より転載
■出所 ： 一般社団法人社会応援ネットワーク
　　　　「YELL」vol.4 P5より転載

社会的弱者がその犠牲になっているとい
う実態を受け、その対策が必要であるとい
う認識の下で目標として設定された背景
があります。連合が行っている運動はすべ
て「SDGs」の実現につながっています。

「SDGs」について
詳しくはコチラ▶
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熊野までお越しいただ
き

ありがとうございまし
た

ぶらり
旅ユニオニオンの

　前日から準備をしていただいた紀北地協、紀南地協の皆さんユニ

　多くの組合員をお迎えするために
駐車場の整備を行ったユニ

　紀北地協出店のフランクフルト。
たくさんのお買い上げありがとうユニ

　中央メーデー恒例のお楽しみ抽選会は
毎年盛り上がるイベントユニ。

抽選券を引く吉川会長も責任重大？？

前日打ち合わせをする
地協役員の皆さんユニ

アンカーは最南端の地協アンカーは最南端の地協

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

　４月２７日、熊野市「山崎運動公園」特設会場において組合員とその家族、1,100名の参加
のもと、連合三重、紀北地協、紀南地協、南熊地区労福協との共催による「第90回三重県中
央メーデーin東紀州」を開催しました。
　メーデー会場では、地元物産品販売、福島復興支援販売、事業団体のうちわ配布、部落
解放三重県民会議の狭山事件パネル展などが行われました。
　式典終了後、地元の名産品、宿泊券や旅行券、ゲーム機などが当たるお楽しみ抽選会を
行い、賞品の当選番号を読みあげる度に、会場が盛り上がりました。

　三重県中央メーデーは、地域に顔の見え
る運動をめざす取り組みの一つとして、
2010年から毎年、地協の協力を得て、持ち
回りで開催してきました。各地協の皆様にご
協力・ご参加いただいたことに感謝します。

　東紀州は、熊野灘に雄大な海岸線、温暖な
気候、紀伊山地の山並みなど自然に恵まれて
いるだけでなく、熊野古道をはじめとした歴史
的、文化的資源が豊富であり、古来より精神文
化を源流とする地域となっています。
　今年は熊野古道世界遺産登録15周年であ
り、様 な々イベントが開催されます。この中央メ
ーデーをきっかけにぜひ日を改めて、またこの
地域を訪れて下さい。

 第90回三重県中央メーデーｉｎ東紀州

すべての地協で
中央メーデーを開催

開催地を代表して

　4月から働き方改革関連法が施行され
た。
　誰もが健やかに安心して働き続けられ
るよう、36協定の遵守など真に働く者のた
めの働き方改革を確実に遂行しよう。
　また、社会的セーフティネットを拡大・強
化し、子ども・子育て、医療、介護などへの
将来不安を払拭し、「働くことを軸とする安
心社会」の実現をめざそう。

メーデー宣言

▲岩本議長（紀南地協）

▲奥村議長（紀北地協）

2010年4月29日
2011年5月  1日

2012年4月29日
2013年4月27日
2014年4月26日
2015年4月29日
2016年4月29日
2017年4月29日
2018年4月28日
2019年4月27日

三泗地協：四日市市民公園
連合三重：津市アストホール
　
伊賀地協：名張中央公園
松阪多気地協：513BAKERYスタジアム
鈴鹿地協：鈴鹿サーキット
津地協：津お城西公園
桑員地協：桑名市吉之丸コミュニティパーク
伊勢志摩地協：志摩スペイン村
亀山地協：亀山市文化会館
紀北地協・紀南地協：山崎運動公園

※東日本大震災のため、連合三重開催

熊野までようこそ。多くの組合員の皆さんとその家族に参加いただいたユニ。


