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　今夏に「参議院議員選挙」が実施されます。
　連合三重は、「人」を大切にする政策の実現に向
け、第17回執行委員会（2013年1月17日）において
第23回参議院議員選挙三重県選挙区から立候補予
定の高橋千秋さんを推薦決定しました。あわせて組
織内候補から比例区9名の推薦を確認しています。
　連合三重として全力で取り組み、私たちの政策実
現、さらには安心で暮らしやすい社会づくりをめざす
ため、皆さんのご支援をお願いします。

第23回 参議院通常選挙
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第23回 参議院比例代表選挙 連合組織内立候補予定者一覧

2013.1.25現在

神本 美恵子

相原 久美子

川合　 孝典

轟木　 利治

吉川　 沙織

磯﨑　 哲史

石上　 俊雄

浜野　 喜史

定光　 克之

氏　名 期数産　別 現　職
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　１月８日、津都ホテルに於いて、三重県知
事をはじめ推薦議員、友誼団体などの関係
者にもご臨席をいただき盛大に開催しまし
た。
　挨拶に立った土森会長は、「本年は、脱皮

して成長、心と情熱を新たに3つの覚悟で臨んでいきたい。具体的には、安心社会を実現するために、三重県における雇用
機会の創出や雇用の質を高める運動、すべての働く者に、連合運動へ参加の
推進、次期参議院議員選挙で連合組織内推薦の9名（比例区候補者）と三重選
挙区「高橋千秋」氏の４選をめざして総力を挙げた行動を」と挨拶しました。
　その後、岡田克也衆議院議員より「民主党政権の３年３か月」と題した基調講
演を行いました。岡田衆議院議員からは「民主党政権は、統治者・供給側の視

点を重視した政策から、生活者・働く
ものを重視する視点へとスタンスが
変わり、これまでの政権では顧みられ
なかった政策が実現したことには意
義があった」などと講演をいただきま
した。
　基調講演の後、質疑応答には多く
の参加者と意見交換がなされました。
　2013年も引き続き、「運動への参
加推進と組織拡大」に向け、飛躍の年

となるよう心新たにスタートをきりました。

　12月16日に第46回衆議院議員選挙投開票が行われま
した。初の与党として衆議院議員選挙に挑むこととなった
民主党は、選挙前の230議席を4分の1に減らす57議席と
なり、政権与党として厳しい評価を受けました。
　また、すべての選挙区ともに、連合三重として構成組織、
地協、単組を中心に全力で取り組みましたが１，４，５区につ
いては、非常に残念な選挙結果となりました。
　今年の7月に予定される参議院選挙に勝利することが、
民主党の再生と衆議院での政権復帰への道筋であり、連合
としても再起に向けた支援を継続していきます。

橋本 千晶
【推薦候補選挙結果】

逆風のなか候補者
は全力で戦い

　　　推薦候補2人当
選逆風のなか候補者
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選逆風のなか候補者
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　　　推薦候補2人当
選

票29,041区1
中川 正春 票79,908区2
岡田 克也 票126,679区3
森本 哲生 票51,943区4
藤田 大助 票56,489区5

当選
当選

第46回衆議院総選挙

年2013

▲取り組みのお礼を述べる候補者のみなさん

▲岡田代議士に質問する参加者
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　非正規労働者を含むすべての労働者の労働条件の改善にむけて、
２月９日、「出前・労働者サポートセンター」を開設します。
お気軽にご利用ください。

　1月14日、国民運動検討委員会は19名の参加を得て、
2011年9月に紀伊半島大水害（台風12号）で被害を受け
た被災地「熊野市」「紀宝町」の視察会を実施しました。
　今回は紀南地協のコーディネートによる視察会で、ま
ずは紀宝町の「飛雪の滝」を視察。道中には被災後1年4か
月が経過して災害復旧が進められ復興のきざしが見え始
めているところもありました。その後、紀宝町社会福祉協
議会にて、災害翌日から開設したボランティアセンター
の今日までの取り組みや、今後の課題などについて学習
しました。
　次に熊野市井戸町瀬戸地区を視察。曲がったままのガ
ードレールや、河川には大量の流木や大きな石が散乱し
たままの状態が見られ、本当に現況復帰できるのか、住民
の安全面なども含めて、さまざまな思いがよぎった視察
となりました。
　最後に、紀南地協の取り組み報告を受け、地域に根ざし
た連合運動が重要だと改めて感じることができました。
参加者からは、「災害を風化させてはならない」「被災地に
寄り添う支援活動の継続が必要」などの声もいただきま
した。引き続き、継続的な復興支援活動など、これから国
民運動委員会として私たちができることを話し合い、今
後の活動へとつなげていきます。

　連合三重は1月19日、ホテルグリーンパーク津におい
て構成組織・地協役員と中小・地場の労働組合役員82名
の参加者を得て「2013春季生活闘争学習会（パワーアッ
プセミナー）」を実施しました。
　最初に「2013春季生活闘争における連合三重の取り
組み」の内容説明を行い、本年の地域における賃金要求目
安額や地域ミニマム水準額など具体的な数値を示しまし
た。その後「賃金カーブ」を描くことができる「新個別賃金
分析プログラム」を活かした取り組みについて説明を行
い、地域における春季生活闘争の取り組みを参加者と共
に共有化を図りました。
　また、労働関係改正法について三重労働局労働基準部
平川部長から有期労働契約法の新たなルールである「改
正労働契約法」の説明を頂きました。引き続き、連合本部
で改正法に携わってきた雇用法制局杉山局長から「改正
労働者派遣法」「改正高年齢者雇用安定法」「改正労働契約
法」について労使協議における留意事項や労働協約の整
備など労働組合として対応すべき内容を中心に講演を頂
きました。
　連合三重は今後とも中小・地場の底上げ・格差是正をめ
ざし、すべての労働者の賃金の相場形成と労働条件底上
げに向けた取り組みを推進していき
ます。

被災地
熊野市・紀宝町を視察

被災地
熊野市・紀宝町を視察

被災地
熊野市・紀宝町を視察

2013春季生活闘争
パワーアップセミナーを開催
2013春季生活闘争

パワーアップセミナーを開催
2013春季生活闘争

パワーアップセミナーを開催

とき／ 年 ～2013 月2 日 10：00～18：00㈭7 日㈮8
場所／労働者サポートセンター（連合三重事務所内）

とき／ 年2013 月2 日 10：00～19：00㈯9
場所／イオンモール四日市北　1階

2013春季生活闘争 全国一斉「なんでも労働相談ダイヤル」
どうしよう？困った！ 労働問題で悩んだら相談しよう!

●専門のスタッフが労働相談に応じます
●組合員でなくても相談できます
●秘密厳守！安心して電話してください
●必要に応じて直接面談も行います

●組合づくりのお手伝いをします
●労働問題は悩むよりもまず相談
●連合には６75万人の心強い仲間がいます
●問題解決に向けて一緒に頑張りましょう

フリーダイヤル い  こ  う  よ れんごうに

0120-154-052
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　個別労働関係紛争のあっせんは、個々の労働者と会社との
間で、労働条件などをめぐって紛争が発生し、自主的な解決が
困難なとき、当事者からの申請に応じて、紛争を平和的に解決
するための仲介・援助などを行う制度です。

経営上の理由から配置転換を命じた従業員が、理由もなく
拒否している。
勤務評定に基づき賞与を減額した従業員から増額を求めら
れ、話し合いがつかない。
整理解雇した従業員に何度も説明を行っているが理解して
もらえず、裁判所に訴えると言われている。

●

●

●

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

2013春季生活闘争　全国一斉「なんでも労働相談」

2013春季生活闘争　全国一斉「なんでも労働相談」

2013春季生活闘争決起集会　

第84回 三重県中央メーデー

■連合三重事務所内

■イオンモール四日市北

■513BAKERYスタジアム松阪
　　　　　　（松阪公園スタジアム）

2月7日～8日

2月9日

3月2日

4月27日

連合三重 平和行動in沖縄

連合三重 平和行動in広島

6月23日～25日

8月4日～6日

連合三重 平和行動in長崎

連合三重 平和行動in根室

8月7日～9日

9月14日～16日　

主な今後のスケジュール

日時／ 年2013 月3 日 17：30～18：30（予定）㈮8
場所／津駅東口

～2013春季生活闘争 
3.8国際女性デー全国統一行動～

こんなときご利用ください（例示）

　あっせん員は、労働者側、使用者側及び第三者の性格を持
つ公益側から各1名、計3名の経験豊富な委員が任命されま
す。あっせん員が公平・中立な立場で当事者双方の言い分を
聞き、紛争解決のために適切な助言を行い、双方の歩み寄りを
図ります。その結果、双方の意向が一致することで解決が図ら
れます。

労働委員会のあっせんの方法

三重県労働委員会事務局
TEL 059-224-3033  FAX 059-224-3053
（〒514-0004 津市栄町1丁目954 三重県栄町庁舎5階） 

問い合わせ先

三重県労働相談室
TEL 0120-31-1018

相談・申請窓口

①紛争の発生

労働者と会社の話し合いがまとまらない

②相談・申請

まず、三重県労働相談室に相談して下さい。
相談の結果、労働委員会のあっせんを希望する場合、
同室にあっせん申請書を提出して下さい。

③あっせん作業

あっせん員が双方から事情を聞き、指導・助言を
行い、歩み寄りを図ります。

④解決または打切り

双方の意見が一致すれば解決。
解決の見込みがない場合は打切りとなります。

まず、三重県労働相談室にご相談ください。
あっせんは、三重県労働委員会が行います。

個別労働関係紛争の
あっせん制度のご案内
～労使トラブルの解決をお手伝いします～

三 重 県 労 働 委 員 会

■三重県総合文化センター大ホール

3.8 国際女性デーとは…
今から１５０年前、１８５７年３月８日、ニューヨークの被服工場で働く女
性たちが低賃金・長時間労働に抗議を行ったことが「３．８国際女性
デー」の起源であると言われています。
その後１９０８年３月８日には、女性労働者たちが賃金改善と労働時間
短縮、そして婦人参政権を求めて「パンとバラ」を掲げ、デモを行いま
した。以来、この日は、賃金・労働条件の向上を表す「パン」と、女性の
尊厳・人権の確保を表す「バラ」をシンボルに、世界各国で様々な行動
が展開されています。

「3.8国際女性デー」の意義と男女平等政策を訴える街頭宣伝を行います。

連合三重は、男女平等参画の実現に取り組み
「働くことを軸とする安心社会」をめざします。

コイサン  ベーカリー

▲昨年の様子


