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主催者代表あいさつ：古賀会長
　働く者の結集で政府が推し進めようとしている労
働者保護ルールの改悪にストップをかける。
　持続可能な社会、経済を実現するためには雇用の
安定と将来不安の払しょくこそ不可欠です。
　全国のすべての働
くものの声を結集し、
来月予定されている
政府の方針に労働者
保護ルールが盛り込
まれることを阻止し
なくてはいけません。

国会情勢報告：民主党　海江田代表
　働く者を犠牲にする成長戦略はあってはなりません。
　雇用のあるべき姿をとらえ、働く人の意見を反映
させるべく、民主党の総意として、労働者派遣法を
はじめとする雇用法制の改悪を阻止していく。連合
とも連携をはかりながら、全国各地で政府に対する
批判の世論を巻き起こし、今国会を戦い抜くことを
誓います。

「労働者保護ルール改悪阻止」の請願採択の
� 取り組み報告：太田市議会　石倉議員

　議会請願書の作成に当たり、労
働者保護ルールの改悪ではなく改
定への置き換えなど、ソフトな言
い回しとしました。そして、市民
経済委員会の委員や各会派の代表
を中心に、一人ひとり時間をかけ
粘り強く説明しました。

　理解を得るためには大変苦労しましたが、最終的
に全会一致で本請願をまとめることができました。
　今後、多くの議会で粘り強く交渉・説得し、請願
採択に取り組んで頂きたいと思います。

＜＜＜インターネット中継＞＞＞

　政府が目指す労働者保護ルールの改悪にストッ
プをかけるため、５月27日に前橋市内で「STOP 
THE 格差社会！暮らしの底上げ実現 5.27中央総
行動・全国統一集会 連合群馬結集集会」を実施し、
産別・地協・議員懇から150名が参加しました。
　本集会は、昨年10月より継続展開している「STOP 
THE 格差社会！暮らしの底上げ実現」キャンペーン
第２弾の取り組みとして、“労働分野の規制緩和”の阻
止をするため全国の働くものの声を国会に届けること
と社会全般に対するアピールを目的に実施しました。
　連合では初の取り組みとして全国47都道府県での
集会をインターネット中継でつなぎ、各会場に集まっ

た 全 国 で 働 く 仲 間 約
22,000人が一斉に怒りの
声をあげ、私たちの主張
を広く社会に示すととも
に集会アピール採択と力
強く意志表明しました。

〜〜〜労働者保護ルール改悪阻止に対する訴え〜〜〜

櫻井副会長
　政府は、圧倒的数を背景に労働者
の代表を入れず、様々な労働者保護
ルールの改悪論議を進めています。
　全国の職場・組合が最終行動とし
てこの運動を盛り上げ、なんとして
でも阻止しなければなりません。

議員懇�塚原代表
　働く仲間が、生きがいを持って働
ける雇用社会を築いていかなければ
いけません。組織内議員のそれぞれ
の自治体で労働者保護ルール改悪阻
止の請願採択に向け、頑張っていき
ます。

民主党群馬県連�黒沢代表
　労働者・生活者の視点に立って、
各級議会の中で声を出していかなけ
ればなりません。そのためには、我々
の仲間を議会に送る必要があります。
来年の統一自治体選挙で、一人でも
多くの議員を議会へ送り、声を出し
続けていきましょう。

5.27 中央総行動・全国統一集会 連合群馬 結集集会
残業代ゼロがあなたにも！？働く人の暮らしが危ない！
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　2014連合群馬ふれあいフェスティバルを、５月25日10会場、６月１日に２会場において「働く力で活
力ある地域づくり！」を掲げ開催し、組合員や家族、地域の方々など40,700人に参加いただきました。
　各会場では、地域の学校や幼稚園・保育園、商店、企業や各労働組合がそれぞれに工夫を凝らし、模擬店
の出店やステージでの演奏やダンスの披露、ご当地アイドル・キャラクターの登場、動物とのふれあいやも
のづくり体験など盛りだくさんのイベントとなりました。
　連合群馬の活動を地域に対して発信するとともに、働く仲間への支援として行っている、労金・全労済・
連合群馬議員懇談会員と連携した相談コーナーを設置し、働く上での問題・疑問や地域での問題など20件
の相談が寄せられました。

記録的な暑さの２日間   フェス

ご当地キャラです。まゆダーマン!!

搬送？いえ、見学です！…救急車

利根実業高校のえだまメンチ

パナソニック ワイルドナイツの
 ラクビ—体験

大事な宝物直します。おもちゃ病院

親子で作る竹とんぼ！

藤岡中央高校の力強い太鼓演奏

いくつすくえるかな？スーパーボール

何が起こるか？池田虹子先生の理科実験室

八瀬太鼓の演奏でスタート
連合キャラクターユニオニオン(右)も参加！

Menkoiガールズの書道パフォーマンス

子どもの長い列ができたダーツ

おいしく焼けるかな！

藤岡 富岡

沼田 館林

桐生 伊勢崎

５/25
（日)
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　2014連合群馬ふれあいフェスティバルを、５月25日10会場、６月１日に２会場において「働く力で活
力ある地域づくり！」を掲げ開催し、組合員や家族、地域の方々など40,700人に参加いただきました。
　各会場では、地域の学校や幼稚園・保育園、商店、企業や各労働組合がそれぞれに工夫を凝らし、模擬店
の出店やステージでの演奏やダンスの披露、ご当地アイドル・キャラクターの登場、動物とのふれあいやも
のづくり体験など盛りだくさんのイベントとなりました。
　連合群馬の活動を地域に対して発信するとともに、働く仲間への支援として行っている、労金・全労済・
連合群馬議員懇談会員と連携した相談コーナーを設置し、働く上での問題・疑問や地域での問題など20件
の相談が寄せられました。

記録的な暑さの２日間   フェス ティバルに　　　　　　来場40,700人

ご当地キャラです。まゆダーマン!! おなじみ！労福協のやきまんじゅう

搬送？いえ、見学です！…救急車

ヒトデを見つけた。移動水族館

高崎経済大学吹奏楽部の演奏

利根実業高校のえだまメンチ

元気いっぱいSUNNYSのチアダンス

ろうきんのロッキー＆ピンキーも参加

夏は不足気味！献血に協力を

パナソニック ワイルドナイツの
 ラクビ—体験

子どもたちに大人気！GTVのポチッとくん

家族でにぎわう会場

大事な宝物直します。おもちゃ病院

震度７を体験　地震体験者

親子で作る竹とんぼ！

藤岡中央高校の力強い太鼓演奏 専門学校生によるネイルアート

いくつすくえるかな？スーパーボール

震災支援　北茨城市のブース

何が起こるか？池田虹子先生の理科実験室

八瀬太鼓の演奏でスタート

思わず夢中！ヨーヨー釣り

連合キャラクターユニオニオン(右)も参加！

Menkoiガールズの書道パフォーマンス

群馬大学ダブルダッチサークルと縄跳び

子どもの長い列ができたダーツ

ご当地アイドルOtan43と
 ゆるキャラのおおたん

おいしく焼けるかな！

大人気のわたあめ作り

動物ふれあい広場

長野原高校による大型紙芝居

藤岡

安中

富岡
高崎

沼田
渋川

館林

前橋

桐生
太田

伊勢崎 吾妻

ぐんまちゃんも遊びにきたヨ！

５/25
（日)

６/１
（日)
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　４月16日の参議院で、「改正パートタイム労働法、
改正次世代育成支援対策推進法」が可決・成立し
たことや、７月１日から「男女雇用機会均等法」の
改正施行規則が施行されることを受け、６月４日
に群馬労働局雇用均等室の松本室長に、要請書を
提出しました。
　この取り組みは、2014年度連合「男女平等月間
（毎年６月）」の取り組みの一環として、全国の地
方連合会が各都道府県労働局雇用均等室へ要請す
る統一行動であり、パートタイム労働法の改正内
容を踏まえた労働者への相談や事業主への指導・
支援など、10項目にわたる要請になります。
　雇用均等室の松本室長からは、各要請項目に対す

る、均等室での取り
組み状況として、法
改正の内容の周知・
ＰＲを強化するとと
もに、労働者・事業
主への相談・支援・
指導を行っていくと
の説明がありました。

　労働運動の醍醐味は「組合結成」にあるとも言わ
れています。今日まで「組合づくり」に携わってきた
者として、まさにその通りと改めて実感しています。
　それまで様々な不安を抱えながらも何も言えな
かった労働者が、要求書を出し、モノが言える「力
関係」になる痛快さは「組合づくり」をした者し
か味わえない特権ではないでしょうか。
　「組合づくり」は担当役員だけの活動として位置
付けるのではなく、産別、地協、さらには各単組の
組合役員が日常活動の一部として捉えていくことが
1000万連合の実現につながると確信しています。
　縁あって労働組合役員になったのだから、その
証として、ぜひ「組合づくり」の醍醐味を味わっ

ていただきたいと思います。
　私は定年退職後から今日までの
10年間、組織アドバイザーを務
めて参りました。この間、多くの
方々に支えられたことに感謝を申
し上げまして退任のご挨拶といた
します。
　誠にありがとうございました。

今井アドバイザー 退任のご挨拶

平和ヒロシマ派遣団
日　程 参加費

８/５〜８/７ 80,000円/人
８/５〜８/６ 64,000円/人
高崎駅起点となります
親子での参加の場合（小学生）
日　程 参加費

８/５〜８/７ 112,500円/人
８/５〜８/６ 83,500円/人
高崎駅起点となります

平和ナガサキ派遣団
日　程 参加費

８/８〜8/10 90,000円/人
羽田空港起点となります

パートタイムで働く仲間のつどい
高崎会場
開催日：７月５日（土）10:00〜12:50
会　場：エテルナ高崎
　　　　（高崎市栄町22-30）
　　　　☎027-323-1122

太田会場
開催日：８月２日（土）11：00〜13：50
会　場：ダニエルハウス（太田市飯塚町895）
　　　　☎0276-47-1222
参加費：両会場とも500円（昼食込）

お 知 ら せ

働く女性の活躍促進に向け！
群馬労働局雇用均等室長への要請行動 〜10年間、お疲れ様でした〜

要請書を提出する吉田副会長（左）
６月末で勇退する
� 今井健司　氏
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