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　10月23日、津センターパレスホールにて約
200名の参加を得て、『ストップ・ザ・格差社
会！ すべての働く者を連合の輪へ 「安心社
会」を切り拓こう！』をスローガンに掲げ、定期
大会を開催しました。
　開会にあたって法所会長代理より、「９月に
安全保障関連法案や労働者派遣法などが強
行採決され、８月28日に女性活躍推進法が
成立した。また障がい者雇用促進の取り組
み、来年７月に行われる参議院選挙の取り組
みや選挙権年齢18歳への引き下げに向けた
体制づくりなど、働く仲間の立場に立って取り
組みを進めていきたい。」と挨拶されました。
　続いて、「連合・愛のカンパ」地域助成の授
与式、2015年度活動報告と新規加盟組合の
紹介、2016年度運動方針を決定しました。
　役員選挙においては、吉川秀治新会長が満
場一致で確認されました。就任挨拶で吉川会
長は、「働く者の仲間の大同団結で15万連合
をめざすとともに、労働運動の社会化で多くの
仲間を巻き込む運動をめざす。そして、政治的
影響力をめざす。」と挨拶され、最後は団結ガ
ンバローで締めくくりました。
　また、定期大会終了後、参加
者全員で「2016ディーセント
ワーク世界行動デーアピール
行動」を行いました。

会長あいさつ

連合三重 会長
吉川 秀治

　「労働組合は、経営側の行動に関するチェッ
ク機能を果たし、社会正義を追求する運動体で
ある。これらを推進する前提として、労働組合
自らが、法令や社会的ルールにもとづいた近代
的で公正・透明な運動と組織運営を確立し、組
合員はもとより未組織労働者や社会全体から
信頼される存在でなければならない。」

　これは連合行動指針の一節です。単一労働組合組織から連合体組織
まで、それぞれに立ち位置が違う中、この指針はみごとに行き先を照らし
てくれています。
　現在、連合が全国で進めている政策・制度実現の要求をはじめ、春季生
活改善闘争・平和・人権・教育・福祉・雇用・暮らしなどをテーマとする運動
は、すべての働く仲間とその家族に関わるものです。とりわけ政治につい
ては、私たちが目指している社会とは逆方向に向かっています。
　近年の投票率を見ると、若年層ほど低い傾向にあり、多くの若者の「無
関心」をうかがうことができます。しかし、議会で決まる様々な法律や条例
は前述の運動に影響を及ぼし、私たち一人ひとりに降りかかってきます。
まさに無関心であっても「無関係ではいられない」わけです。
　一方、労働組合の組織率を見ると、5000万人を超える全雇用労働者
の17％台の状況です。すべての働く仲間が大同団結し、運動に参加し、そ
して働く者・生活者視点の社会を目指していく。まさに「働くことを軸とす
る安心社会」の実現です。
　来夏に実施予定の第２４回参議院議員選挙は、働く者を犠牲にし、平和
を脅かす政治から決別する第一歩です。連合組織内候補者１２名と選挙
区候補者の勝利により、その第一歩を踏み出したいと強く思うところで
す。連合組織内はもとより、社会全体に投票とその必要性を訴えていく取
り組みを展開します。皆さんの格段のご理解と行動をお願いいたします。
　最後になりますが、連合加盟組織の役員・委員・組合員の皆さんには、連
合運動への引き続きの参加・参画をお願い申し上げ、就任のあいさつとい
たします。

労働運動の社会化をめざして

▲主催者を代表して挨拶する法所会長代理

ストップ・ザ・格差社会
！ 

すべての働く者を連合
の輪へ 

「安心社会」を切り拓
こう！

第27回
定期大会の開催



2

■2016～2017年度 執行役員■
役　職 組織名新役員

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
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
情報労連三重県協議会
自動車総連三重地方協議会
自治労三重県本部
三重県教職員組合
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
化学総連三重地方連絡会議
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
労済労連
自動車総連三重地方協議会
ＵＡゼンセン三重県支部
全電線三重地方協議会

 

吉川　秀治
法所　　誠
前出　桂一
岡本　　博
藤井　明彦
中村　武志
畑井　祐樹
西部　隆哉
萩原　弘二
峯　　孝二
番条　喜芳
平井　一彦
松山　陽一
金森美智子
藤森　久次
廣瀬　純子
伊藤　公則
人見ゆかり
深田　明美
赤沼　寛子
奥山由佳里
福嶋　裕子
柘植　真理
東浦　敏久
松岡　秀樹
中村　元昭
石川　秀樹
入谷　政治
河本　陽二
道正　哲太
田中　明憲
一柳　幸一
山川　清美
北村　智美

会計監査

執行委員

第24回参議院議員選挙の取り組みについて

【三重県選挙区連合推薦立候補予定者】【比例区連合組織内立候補予定者】

ＵＡゼンセン
自治労

自動車総連
電機連合
ＪＡＭ
日教組
基幹労連
ＪＰ労組
情報労連
電力総連
私鉄総連
ＪＲ総連

川合　 孝典
江崎　 　孝
濱口　 　誠
矢田　 稚子
藤川　 慎一
那谷屋 正義
轟木　 利治
難波　 奨二
石橋　 通宏
小林　 正夫
森屋　 　隆
田城　 　郁

  かわい　         たかのり

  えさき　             たかし

はまぐち　            まこと

 や    た　          わかこ

ふじかわ　       しんいち

  なたにや　  まさよし

とどろき　        としはる

  なんば　         しょうじ

いしばし　        みちひろ

こばやし　         まさお

  もりや　             たかし

   たしろ　            かおる

　安倍政権は、特定秘密保護法、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変
更の閣議決定、安全保障関連法案や労働者派遣法改正案の強行採決など、
強引な手法を繰り返し、国会・国民を軽視した状況が目立っており、生活者や
働く者の立場に立つ政治勢力を拡大していく必要があります。
　第27回定期大会では、2016年７月施行の参議院通常選挙については、連
合が推薦する候補者の勝利に向けた支援体制の確立と具体的な取り組みを
進めていくことを確認しました。

　「連合・愛のカンパ」は、人道主義の立場から「自由、平等、公正で平和な世界
の実現」に向け、社会貢献活動として取り組むものであり、NGO・NPO団体等の
事業・プログラムへの支援、および自然災害等による被災者に対する救援・支援を
目的とします。

立候補予定者 読み仮名
芝　　博一 しば　ひろかず

擁立構成組織 候補者予定者

2016年度「連合・愛のカンパ」地域助成団体の募集
●目　的●

　①連合組合員及びその家族、ＯＢ（家族を含む）が積極的に運営に参加し、
　　ＮＧＯ・ＮＰＯ団体等の具体的事業プログラム。
　②地方連合会（連合三重）が日常的な活動で連携し、特に推薦する
　　ＮＧＯ・ＮＰＯ団体の具体的事業プログラム。
対象となる社会貢献活動
　①大規模災害などの救援・支援活動
　②戦争や紛争による難民救済などの活動
　③人権救済活動
　④地球環境保全活動
　⑤ハンディキャップをもった人たちの活動
　⑥教育・文化などの子どもの健全育成活動
　⑦医療や福祉などの活動
　⑧地域コミュニティー活動
　⑨生活困窮者自立支援活動
助成期間
　地域助成の期間は１年とする。ただし、必要と判断した場合は、通算３年を限
　度とすることができる。
　ご不明な点がありましたら、各労働組合までお願いします。

●対象資格●
２０１６年１月１日～３月３１日
●申請受付期間●

2015年度「連合・愛のカンパ」
地域助成を募集した結果、2団体
が助成対象となりました。

●町屋百人衆
●特定非営利活動法人 
　なちゅらん

連合の政策実現をめざして

「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！

ディーセントワークを!
すべての人に

JOB JOB

JOB JOB
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」とは…
】形【】tnsːíd【 tnec･ed

1．きち
んとした

, 適切な
, 妥当な

2. 魅力
的な

3. 相当
の

「ディー
セントワ
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組合員のみなさま、知人・友人でお困りの方はみえませんか？
三重県

最低賃金 円（時間額）
パートや学生アルバイトなどを含め、すべての労働者に適用されます。
賃金が最低賃金以上になっているか、確認してみましょう。

7712015年10月1日から

連合三重・労働者サポートセンター
0120-154-052 月～金曜日

10：00～17：00

メールでのご相談はコチラ http://rengo-mie.jp/連合三重

「気になることが…」あれば、『なんでも労働相談ダイヤル』へ！！

検索

携帯・PHS OK

最低賃金は、毎年、都道府県ごとに
見直されています。

深夜勤務の場合には、割増賃金を
加算しなければなりません。
コンビニエンスストアや
ファーストフード店などで、
よくみられる違反です。

最低賃金を下回る賃金で
働かせる経営者には、
罰金50万円が科されます。

セラミックス連合・三重ナルミ労働組合の加盟
加盟経過
⑴2008/10～　
連合三重に未加盟であったため、三重ナルミ労働組合と伊勢志摩地協と
定期的に協議
⑵2013/10～　
連合三重への加盟の意思を確認し、その後、窓口産別となるセラミックス
連合へ協力要請
⑶2015/9/24(木)　
連合三重事務局においてセラミックス連合東海地本と三重ナルミ労働組
合と連合三重への加盟手続きの協議
⑷2015/10/9(金)　
三重ナルミ第２３年次定期大会で連合三重への加盟決定
⑸2015/10/9(金)　
セラミックス連合東海地本で承認

連合三重に加盟したことについて⇒稲葉委員長より一言！！です。

会社の紹介です。

　私たち三重ナルミ労働組合は、産別組織セラミックス連合東海地方本部
に加盟し、組合活動を行っています。このたび地協の方のお誘い、組合設立
当初の先輩方の勧めもあり、連合三重への加盟が定期大会での承認を得て
実現しました。小さい組合ではありますが、よろしくお願いいたします。

名　　称　「セラミックス産業労働組合連合会東海地方本部」 （略称：セラミックス連合東海地本）
住　　所　〒467-0879 名古屋市瑞穂区平郷町3-11 
　　　　　TEL 052-882-4561 FAX 052-882-9960
代 表 者　牧田辰夫　　　　組合員数　30名
連合三重の加盟単組
　①名称「三重ナルミ労働組合」
　②住所　〒517-0218 志摩市磯部町築地１５２４-１　組合事務所
　　　　　TEL 0599-55-3550　FAX 0599-55-3550
　②執行委員長　稲葉　文典
　③組合人数　３０名
　④伊勢志摩地協加盟

三重県志摩市磯部町築地字下外戸1524番地の1
設　立　　昭和57年5月1日
代表者　　熊澤　誠治　　　資本金　1億円
TEL 0599-55-2113（代）　FAX 0599-55-3203

※産別の事務局としてセラミックス連合東海地本が担い、現行１組合のみの活動になります。

三重ナルミ株式会社

セラミックス連合とは⇒
　セラミックス連合はセラミックス産業で
働く仲間の連帯により、働く者の生活の向
上、ゆとり豊かさの実現とセラミックス産業
の発展を目指し、平成７年に結成した「産
業別労働組合」です。
　その母体は、戦後、窯業関連労組の地方
組織が全国組織の設立を目指し、１９４８年
（昭和２４年）に結成された「全国窯業労働
組合連合会(全窯連)」であり、愛知県に本
部を構える８地方組織、４７組合、１８，６９８
名の組織です。

三重ナルミ労働組合の活動⇒
　三重ナルミ労働組合は平成4年にその
母体となる“栄友会”から労働組合として
発展し、まだ23歳になったばかりですが、
「安心して働きつづけられる環境作り」、
「ずっと働きつづけたいと思える会社作
り」を支援し、会社で働く皆さんが健康的
に、そして心身共に充実した状態で仕事に
臨むことが出来る環境作りを目指し日々活
動を行っています。

組 織

連合三重に新たな
産別・単組が加わりました。

派遣で働く方には、派遣元ではなく、
勤務地の最低賃金が
適用されます。

▲2015.10.9 第23年次 定期大会で連合三重への加盟を決定
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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

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

連合三重2016新春旗びらき

2016春季生活闘争三重県総決起集会

第87回三重県中央メーデーin桑員

於：津都ホテル

於：メッセウイングみえ

於：桑名市内

今後の主なスケジュール主な活動報告
1月6日（水）

3月5日（土）

4月29日（金・祝）

安倍政権にNO！ 労働者保護ルールの改悪は許さない

三重労使会議を開催

2015連合平和行動in根室に参加

三重県知事との政策懇談会を開催

部落解放三重県民会議の研修会に参加

第27回定期大会を開催

希望と安心の社会づくりにむけて「政策セミナー」を開催

9月4日

9月8日

9月15日

9月18日

10月5日

10月26日

11月7日

詳細は
ホーム
ページで

▲スタッフのみなさん

おかげさまでおかげさまでおかげさまで
OPEN　 周年OPEN　 周年OPEN　 周年1

【スタッフの声】
一生懸命頑張ってきました。忙しくて大変な時もあるけど楽しいです。
お客さんがいっぱい来ても、落ち着いて対応できるようになりたいです。
接客してもらうのはあの人がいいといってもらえるようになりたいです。
Cotti菜のメンバーとして、たよられる存在になりたいです。
【豊田さん】
楽しいことは早くつらいことは長く感じると思いますが、この1年はとって
も凝縮された1年でした。何年間分が1年間に凝縮された感じです。

インタビューインタビュー interview

http://rengo-mie.jp/

☆無事1周年を迎えますが、率直な感想を・・・

【豊田さん】
接客が初めてのスタッフばかりで歩き方や声出しなど、あたりまえの最低
のことができるまでにも少しかかりましたが、1年間ですごく成長したと
思います。

☆従業員の働きぶりを見てどうですか？ 【豊田さん】
おすすめは自社農園「わか菜の杜」の新鮮野菜のサラダバーです。食べて
頂いたら新鮮野菜のおいしさがわかっていただけます。毎週変わる定食も
おすすめです。旬の食材を使ってバランスよく献立しております。Cottti菜
カレーは野菜のうまみたっぷりのカレーです。おうどん、らーめんは堀製麺
さんの三重県産の小麦粉を使用した麺を使っております。おだしも毎朝丁
寧にとっております。それと新鮮野菜の小松菜をたっぷりとれる野菜スムー
ジーです。

☆おすすめのメニューを教えてください。

【豊田さん】
お客様に喜んでいただけるお料理作りを続けるとともに接客のレベルをも
う一歩二歩ステップアップしていきたいと考えます。
そしてCotti菜から企業へ卒業生を送り出していきたいと思います。

☆今後どのようなレストランにしていきたいですか？
【豊田さん】
苦労したことはメニューです。コンセプトをモットーに自社農園の野菜を
ふんだんに使って、季節感のある正しいお食事をてまひまかけて、こしら
えております。
スタッフがCotti菜らしいお料理を頑張って作りたいと言ってくれた時は
すごく嬉しかったです。

あと人員配置です。季節やイベントによって客数は変化しますので、それに
合わせた人員配置です。１年経過して年間行事やイベントごとの来館者数
もわかってきましたので、少し解消されます。
喜んだことは日々いっぱいあります。スタッフのがんばりやお客様からの言
葉などいろんなお客様が来てくださいます。
入院中にテレビで見てずっと行きたかったといって外泊の際に来店して下
さったお客様。退院してから初めての散歩でお食事に来て下さったお客様。
週一回デイサービスのない日はCotti菜での食事を楽しみに散歩を兼ねて
お食事に来て下さる方。
たくさんのお客様によってスタッフは成長していると思います。

☆この1年間で苦労したことや喜んだことは？

▲総責任者 豊田 悦子
さん

スタッフのみなさん、豊田さんにお話を聞きました。


