
”時間を大切に”の意味です

　１０月２９日、メッセウイングみえ展
示場において、WEB参加者を含め
て組合員約150名が参加のもと、ハ
イブリッドによる定期大会を開催し
ました。
　主催者を代表して番条会長は、
「この1年間は新型コロナウイルス
感染症により、会議等の開催形態の
変更や縮小、中止が余儀なくされ
た。緊急事態宣言が解除されたが、
予断を許さない状況が続いている。活動に制限はあっても組合員に向き合い、寄り添
った取り組みに感謝する。」と述べ、また、組織づくりやジェンダー平等参画推進、そし
て衆議院議員選挙の連合三重が推薦する候補者の必勝に向けた取り組み依頼にも
触れた挨拶を行いました。
　その後、2021年度活動報告や決算報告、特別報告、2022～2023年度運動方針
や予算案、役員選挙や規約等改定などが承認されました。
　最後は、大会スローガンと大会宣言を確認し、参加者全体の拍手をもって閉会しま
した。

ご支援いただいたみなさまに
感謝申し上げます。

第49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 2021年10月31日(日) 

投票率56.17%
【1区】次点　64,507票  松田直久さん

【2区】　　 109,165票  中川正春さん

【3区】当選 144,688票  岡田克也さん

【4区】次点   41,311票  坊農秀治さん

▲主催者を代表して挨拶をする番条会長

▲新役員の紹介

2022～2023年度新役員
役　職 構成組織名氏　名

会　長

事務局長

副会長

電力総連
自動車総連
電機連合
自治労
UAゼンセン
三教組
JAM東海
JEC連合
全電線
私鉄総連
JP労組
ゴム連合
電力総連
電機連合
自治労
自動車総連
電機連合
自治労
UAゼンセン
三教組
私鉄総連
JP労組
電力総連
基幹労連
運輸労連
情報労連
フード連合
JR連合
国公総連
全労金
JAM東海
ゴム連合
情報労連

番条  　喜芳
葛山  真由美
小田 　 正亮
長澤 　 和也
楠本  　敏久
山門 　 　真
伊藤 　 久志
藤井 　 大輔
村木　  靖彦
竹原　  史郎
廣瀬 　 純子
松山  　陽一
山本　  和典
金森  美智子
藤岡 　 充昭
向井  　理夏
面高 　 亜衣
石原 　 知枝
山川 　 清美
庄下  亜也子
齋藤  　志帆
中村  　静香
福嶋　  裕子
出馬  　孝博
山本  　昌司
北村  　公男
新貝　  秀史
村田  　　雄
上村　  佳伸
辻　　  　南
前田　  亜弓
辻井 　 幹人
中川　  友紀

（専従）

（専従）

（専従）
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　第33回定期大会では、2年間の運動方針を満場一致で確認いただきました。引き続き、構成組織・地域協議会のみなさんと
共に、安心社会の実現をめざし取り
組んでいきます。

重点分野その1

すべての働く仲間をまもり、
つなぐための集団的労使関係の追求と、
社会に広がりのある運動の推進

男女平等をはじめとして、
一人ひとりが尊重された「真の多様性」が
根付く職場・社会の実現

安心社会とディーセント・ワークをまもり、
創り出す運動の推進

社会連帯を通じた平和、人権、社会貢献への
取り組みと次世代への継承

健全な議会制民主主義と政策実現に
向けた政治活動の推進

すべての働く仲間をまもり、
つなぐための集団的労使関係の追求と、
社会に広がりのある運動の推進

1.多様な就労者の法的保護の取り組み推進など働く者を守る
ワークルールの強化
2.連合運動を再構築し、実践するための基盤強化
3.組織拡大「15万連合三重」に向けた体制強化と戦略の構築
4.社会対話による広がりのある運動の推進
5.新たな青年委員会および女性委員会の活動の推進
6.三重退職者連合の活動支援

重点分野その3

男女平等をはじめとして、
一人ひとりが尊重された「真の多様性」が
根付く職場・社会の実現
1.性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、
やりがいをもって働くことのできる職場・社会の実現
2.男女平等・ジェンダー平等の実現、均等待遇、仕事と生活の
調和（ワーク・ライフ・バランス）に向けた取り組み
3.男女平等参画推進に向けた女性リーダーの育成
4.多様な相談への対応力向上を含む「フェアワーク（公正・公平
に働くこと）」推進の取り組み

重点分野その2

安心社会とディーセント・ワークをまもり、
創り出す運動の推進

社会連帯を通じた平和、人権、社会貢献への
取り組みと次世代への継承

1.｢政策･制度要求と提言｣の推進状況や課題の検証と策定
2.｢政策･制度要求と提言｣の実現に向けた取り組み
3.経営者・経済団体との連携
4.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
5.すべての働く者のディーセント・ワーク実現に向けた雇用・労
働政策の推進
6.賃金・労働諸条件の向上と地域社会を支える中小企業の基盤
強化

推進分野その2

健全な議会制民主主義と政策実現に
向けた政治活動の推進

1.政治活動の基本
2.政治活動の推進
3.選挙の取り組み

推進分野その1

1.支え合い助け合い運動の推進
2.平和運動の推進
3.人権・連帯活動の強化
4.自然災害への取り組み強化
5.労働者の地位や労働条件の改善、人権・労働基本権の確立に
向けた社会的アピール

▲三重県中央メーデー

▲ジェンダー平等推進計画

▲組織拡大プラン2030
▲知事要請

推進分野その3

▲河南省総工会との意見交換会▲政治学習会

2022～2023年の主な活動

国際連帯活動の推進
1.中国河南省総工会や韓国労総光州地域本部などとの連携

国際連帯活動の推進
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　2021年度「連合・愛の
カンパ」地域助成3団体
が対象となり、新規団体
については定期大会にて
授与式を行いました。

▲大会で挨拶をする西岡委員長（左）、高岡書記長（右）

　連合三重の皆様、はじめまして。私たちは、三重県内
の農協で働く職員で構成する労働組合です。
　私たちは、農協の繁栄と私たちの豊かな生活の実現
と明るく楽しい職場環境の確立をめざすため、このた
び、「三重県農業団体職員労働組合連合」（以下 三重県
農団労）を結成し、連合三重に加盟しました。
　三重県農団労の加盟組合は、津市を中心とした「津
安芸農協」と松阪市を中心とした「みえなか農協」の２つ
の労働組合で構成しています。
　連合三重に加盟する労働組合のみなさんと連携し、
交流を密にすることによって、私たちの業界の発展とそ
こで働く者の経済的・社会的地位の向上に努めていき
ます。
　私たちを取り巻く環境は、単に農協や労働組合だけ
では解決しえない課題も多くあります。税金・社会保
障・物価など農協や業界の枠を超えた社会的要求、行
動も必要になってきていると思います。今後ともご支
援とご指導をいただきますようお願いします。

連合三重に新たな産別が加盟『三重県農団労』

▲尾鷲みんなの食堂 山下裕子代表▲太陽の家 対馬あさみ理事長

「連合・愛のカンパ」地域助成団
体の紹介

団体名 推薦組織 回数 助成金

EKIDEN for Life 生命の駅伝

太陽の家

尾鷲みんなの食堂

三重県教職員組合

桑員地協

紀北地協

3

1

1

200，000円

500，000円

100，000円

【三重県農業団体職員労働組合連合（略：三重県農団労）】
  加盟組合
　　①みえなか農協職員組合　　　
　　　代表　西岡　和輝　　組合員数　４６５名
　　　三重県松阪市豊原町１０４３－１　
　　②津安芸農協労働組合
　　　代表　高岡　紀覚　　組合員数　１６０名
　　　三重県津市一色町２１１

連合と関係する各種関係団体と連携し、
人財育成と労働教育の推進
連合と関係する各種関係団体と連携し、
人財育成と労働教育の推進

推進分野その4

1.連合と関係する組織主催のセミナーへの参加派遣や、組織
内外における幅広い労働教育の推進

▲三重大学共同研究

連合三重運動を支
える基盤強化

1.連合三重の運動を支える人財の確保と育成
2.地協機能の充実･強化
3.構成組織との連携強化

▲JEC連合との懇談会
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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

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　https://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/

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


