今こそしっかり声を上げよう

労働の規制緩和に NO

日本労働組合総連合会

〒950-8558 新潟市中央区新光町6-2
ＴＥＬ0 2 5
（2 8 1）
7555
ＦＡＸ0 2 5
（2 8 1）
7556
発行人 齋 藤 敏 明
題 字 宮 崎 風 穂
定 価
１部５円
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６月の主な活動
引き続き、

22日 新潟県・食と環境ネットワーク

体験型学習会
23～25日 平和行動 in 沖縄
24日 第８回執行委員会

場を代表して、４地方連合 プレヒコールの後、団結ガ

で集会を開催し、インター 固 阻 止 し な け れ ば な ら な いる集会会

新潟は新潟市音楽文化会館 働く者の団結でこれらを断 開催されて

行動が行われました。連合 にあらゆる手段を駆使し、 全国で同時

集会として、５・ 全国総 審議を含め、世論をバック

全国の連合をつなぐ大きな ール。労働者派遣法の改悪 べました。

的状況にさらされている今、活を営むための最低限のル 識だ」と述

労働者保護ルールが危機 働く者が人たるに値する生 は世界の常

者構成原則

ＩＬＯの三

ならない。

１日 青年・女性委員会

合同研修会

ル改悪反対への意思統一を

インターネット中継後、 行いました。
集会後のデモ行進では

食糧難改善へ
アジア・アフリカ
支援米発送式

※賃金カーブ維持相当分（定期昇給相当分）を除いた賃金改善分

一時金・年間 集計（組合員・加重平均）

月数集計

4.08月

額集計

1,205,579円

一時金・夏季 集計（組合員・加重平均）

月数集計

2.02月

額集計

652,353円

（前年同時期比較 △0.21月 △13,288円／前年実績比較 △0.06月 ＋28,837円）



（前年同時期比較 △0.33月 △25,159円／前年実績比較 ＋0.00月 ＋34,954円）

2014春季生活闘争 第７回回答集計結果〔全国〕（6月2日現在）

5,981円 2.08％

五月一〇日に厚労省が発
表した今季卒業の高校生の
就職率（就職希望者に対す
る就職者数の割合）
は九八・
二％。四年連続の改善で、
バブル景気の一九八八年の
水準に並んだと新聞で報じ
られていました。
働く者の権利を知らない
ま ま 就 職 し、
「これが当た
り前」と思っていても、労
働基準法を知って愕然とす
るケースも多々あるようで
す。
二月に「相談ダイヤル」
のチラシを見た母親から、
連合下越地協に相談があり
ま し た。「 二 二 歳 の 娘 が、
歯科技工士専門学校の紹介
で就職し、朝八時から夕方
六時の勤務だったが、今は
朝七時に出勤して夜一〇時
から一一時に帰宅してい
る。
」さらに話を聞くと、「従
業員は正規社員の本人を含



め二人で、パートと臨時の
人が五時に退社した後に残
った仕事を二人で終わらせ
ている、休日は昼過ぎまで
起きられない状態が続いて
い る。
」 と い う の で す。 こ
んな働き方があるのか、と
怒り心頭のようでした。本
人から電話して下さいと答
えたがその後連絡はありま
せん。
二二歳という貴重な時期
を大切にしてもらいたい、
と願うだけですが、学生の
就職戦線に明るさが戻って
きた一方で、若者の雇用環
境がここまで荒れ果ててい
る状況を痛感しました。
働く者が分断されモノと
して扱われ、やりがいや達
成感を感じられないような
働かされ方が増えています。
若者にディーセントワー
ク（誰もが働きがいのある
人間らしい仕事）を！

下越地協

・
・
・
・
・
 若者にディーセントワークを ・

連合新潟への最近の相談事例から



今回は東京の市民団体の協

力を得て、アフリカのマリ

今回も、日本通運株式会

共和国へと発送されます。

社新潟支店の皆様にご協力

額集計



五月二三日、昨年度育て いただきました。ドライバ

し、無事発送することがで

たアジア・アフリカ救援米 ーの方に花束を渡して激励
の発送式を行いました。

アジア・アフリカ支援米

今年度は、上越地協、県 きました。
央地協の休耕田で作った米

に、中越地協の組合員が育 の活動に携わっていただい

てた六〇キログラムも加え た皆さん、ご協力ありがと

て、約一・二トンが集まり うございました。
ました。例年、支援米はカ
ンボジアに送っていますが、

最低賃金の底上げに向けて

北陸ブロック最賃会議を開催
六月五日、北陸ブロック
り立つことは が流れています。注目が集 井県で開催され、各県から

犠牲の上に成 働法制についてのニュース 最低賃金担当者会議が、福

報道では連日のように労

しやすい国』 ールしました。

番企業が活動 声を上げ、広く市民にアピ

す『世界で一 い捨ては許さないぞ！」と

「政府がめざ ル を 守 れ！」「 労 働 者 の 使

さつの中で、 「法律に沿ったワークルー

とする労働者保護ルールは、にする成長戦略はあっては 連合新潟の齋藤会長はあい

長は「労働基準法をはじめ 江田代表は「働く者を犠牲

冒頭、連合本部の古賀会 あり、その中で民主党・海 されました。

続いて、国会情勢報告が 会によるリレー中継が実施 ンバローで労働者保護ルー

ネット中継で全国の連合と い」と呼びかけました。

11日 第８回四役会議

あってはなら まっている今だからこそ、 昨年の審議経過と今年の取

690,851円

2.37月

＋45,143円）

月数集計

（前年同時期比較 ＋0.21月
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全国総行動新潟県集会

５.27
つながりました。

14日 土曜相談会

ない」と強調。しっかりと声を上げ、全国 り組み状況について意見交

事項について「二〇二〇年 ならないとの提起がありま

新潟県最低賃金の審議に

までにできる限り早期に全 した。
国の最低賃金八〇〇円を確

保し、景気状況に配慮しつ あたっては、今年の春季生

つ、全国平均一〇〇〇円を 活闘争の結果を踏まえ、最

めざす」について、政労使 低賃金の底上げを図り「す

＋80,369円）

額集計

一時金・夏季 集計（組合員・加重平均）

連 合 新 潟
ホームページ
モバイルサイト

運動をつなぐAction ! 〜Live47〜
メイン会場から呼びかける古賀連合会長

1,540,887円

4.98月



（前年同時期比較 ＋0.45月

一時金・年間 集計（組合員・加重平均）

月数集計



（前年同時期比較 ＋1,056円 ＋0.36％）

賃金 集計（平均方式・加重平均）



９日 第３回労働条件委員会

集会アピール の労働者を守る取り組みを 換を行いました。
続いて開催された学習会
では、最低賃金をめぐる社
会経済情勢と連合の二〇一
四年の取り組みについて提
起がありました。その中で、
政府が二〇一〇年に確認し

※募集要綱等詳細は、７月発送予定です

た第四回雇用戦略対話合意 て反映させていかなければ

スタート：11時30分

で確認しており、その目標 べての働く者の処遇改善の

（回答・妥結の内 賃上げ分※・加重平均）
1,378円（46組合）
（前年同時期比較 ＋659円 ＋0.26％／前年実績比較 ＋894円 ＋0.32％）



10・11日
		全国一斉相談ダイヤル

キャンペーン

が、労働者の

ところ：デンカビッグスワンスタジアム
およびスポーツ公園内コース

を達成させるためには、今 実現」となるよう審議に臨

2014春季生活闘争 連合新潟第５回集計 回答・妥結状況（5月21日公表）
賃金 集計（定昇込み平均賃上げ方式・加重平均）
5,150円 1.99％



８日 第４回女性委員会
		第24回女性集会

の確認、シュ 進めていきましょう。

第24回
新潟県勤労者駅伝大会

年の最低賃金審議会におい んでいきます。

▲

http://www.jtuc-rengo.jp/niigata/ 「齋藤会長＠ブログ」発信中！

連合新潟ホームページアドレス

き：2014年９月14日
（日）
と

27
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（ＵＡゼンセン）

ないことが一番の復興支
援」という言葉が心に残り
ました。

（ＪＰ労連）

▪ 連合新潟女性委員会

池田こずえ

（有）イーストファームみ

て当時のことを話して下さ やぎ赤城農場にて、耐塩性
の高い綿花の種まきや、草

た建物をみて、新聞やテレ 私たちが今できる防災の事

※2014年6月1日現在

お問い合わせは
新潟県労働金庫本支店まで

東日本大震災を忘れない

初日のボランティア活動

復興へ頑張ろう！
五月三一日～六月一日、
連合新潟女性委員会と青年 は気温三〇度を超える炎天
＊注 １

委員会は合同研修会として、下の中「東北コットンプロ
宮城県へボランティア活動 ジェクト」の綿花を植える
は南三陸町の当時の津波被

と被災地の視察に行きまし 作業の手伝いをし、二日目
た。
害を語り部さんから説明を
受け、復興は道半ばを実感
し、これからも機会を作り
復興支援の活動を続けてい
こうと誓う二日間となりま
した。

和尊

ホテルの方が語り部となっ

＊注１
「東北コットンプロジェクト」 レイな花が咲き、秋に収穫
津 波 被 害により 稲 作 等が困難に
されて自分達のまいた種か
なった農地に綿花を植えることで、
農業再開をめざすとともに、栽培し ら製品になることを考える
たコットンを使った新規事業で安定
と今から楽しみです！
した農 産 業 と雇 用を生み出す 活 動。
翌日は、実際に被災した
六一の団体が支援を行っています。

辻

▪ 下越地協青年委員会
初日の綿花の種まきは炎 いました。

テレビを通さないリアル 取りのボランティアを気温

また、報道されていない

ビなどで知る情報より、は について考えさせられ、研

れんごうに

いこうよ

フリーダイヤル

７月は12日に開催

90% 100%

80%

70%

60%

祖父の葬儀が終わ
り、一段 落をしてい
た時。祖母が「この
壺をおじいちゃんの
形見にして、床の間
に置いておこう。
」と。
聞けば戦時中に大阪
から引き上げてくる
時一緒に仕事をして
いた商人から貰って
きた物だとか。
骨董品好きな親戚が興味を
示し、さっそく鑑定。
「うーん。
室町時 代の物にも見 えるし、
江戸時代の物にも見えるし…。
もっと詳 しい人に見てもらお
う。
」と、後日骨董品コレクタ
ーの元へ。すると年 代や 価 値
は明 らかにされないまま「 是
非譲っていただきたい！」と懇
願され慌てました。祖父の大
事な形見は譲れませんが、な
んでも鑑 定団にでも出てみま
すかね。 
（宇）

無料相談 0120-154-052（平日9:00～17:00）

労働で悩んでいる人、あなたの周りにいませんか？

天下でしたが、皆で声を掛

しました。

けながら楽しく作業するこ な 体 験 談 を 聞 い て、「 忘 れ 三二度の中、三二名で実施
とができました。夏にはキ

二日目は、実際に被災さ
れたホテルの従業員の方の

五月十七日、新潟市・万 その後各地協の取り組みに

るかに恐ろしい津波だった 修会参加者全員の心に刻み

地協青年代表者研修会を開催

代市民会館において、地協 ついて活動報告がありまし

46%
2〜4連休

50%

40%

30%

20%

10%

0%

■ 問い合わせ
常安寺
ＴＥＬ：0258-52-2318
栃尾観光協会
ＴＥＬ：0258-51-1195
38%
5連休以上

土曜相談会

15%

連休が
取れなかった

お話をききながら、被災し 避難生活の苦労話を聞いて、

青年委員会役員と連合新潟 た。 意 見 交 換 で は、「 ど の

五月九日、新潟市・ガレ の活動計画について報告を

は、昨年の活動報告と今後

連合新潟青年委員会から

ました。

取り組み状況の報告があり

説明と、県や市においての

に民主党の政策についての

子ども・子育て支援を中心

民主党青年委員会からは、

こまれました。

のだと感じました。

の参加率を増やすにはどの

して、地協青年代表者研修 加者が増えるのか」、「女性
会を開催しました。

冒頭、連合新潟佐藤青年 よ う な 工 夫 を し て い る の

委員長よりあいさつがあり、か」、「会議をいつ、どのよ
うにして行っているのか」
など情報交換を行いました。
研 修 会 で は、「 青 年 活 動
の必要性とコミュニケーシ
ョン」と題して連合新潟諸
橋副事務局長より、連合新

その後、お互いの取り組

潟の紹介と青年委員会の必 ッソホールにおいて民主党 しました。
要性について講義があり、 新潟県連青年委員七名（県

は、休日の過ごし方や議員 ました。

63歳
新人
無所属

「秋葉の火祭り」

その後、ゲームを通じてお 議・市議）と連合新潟青年 みについて意見交換を行い、になってからの生活の変化
を開催しました。

てつろう）

半戸 哲郎（はんど

ほ っとスポット

互いの距離を縮める手法に 委員六名が参加し、懇談会 引き続き行われた懇親会で など、話を聞き懇親を深め
ついて学びました。

連合新潟推薦候補者

質問： 今年のゴールデンウィーク、
どのくらい休めた？

津南町長選挙

今年のゴールデンウィークは、なかなか連休の取りに
くい曜日の巡りだったようですが、５連休以上とれた方
が約４割という結果になりました。反面、ゴールデンウ
ィークにおいても連休が取れなかったという声もありま
す。仕事の充実のためには、ワーク・ライフ・バランス
の充実が大きな意味を持ちます。しっかりと休みがとれ
るように、職場でも声を上げていきましょう。
６月のＨＰアンケートは、男女平等月間に関する話題
です。投票お待ちしています。

2014年６月22日（日）
選挙日

５月のホーム・ページ アンケート結果発表

６月の自治体選挙

6
私のまちの

青年委員会の二二名が参加 ようなイベントを行うと参

青年委員会の
課題を共有

今回は長岡市谷内で行われる「秋葉の火祭り」を紹介します。
秋葉神社は、栃尾地区にあり火伏
せ（火防）の神様として全国に多く
の神社をもつ秋葉三尺坊大権現を祀
った神社です。その神社のある秋葉
公園で三尺坊の遺徳をたたえ、命日
にあたる毎年７月24日の夜に火祭
りが開かれます。秋葉信仰の祖・三
尺坊は信州に生まれ、諸国修行後、岩野蔵王（長岡市楡原）に至り修行を続け、
神通力を得たと言われています。ほら貝の音とともに祭りが始まり、結界中央
の祭壇に灯が灯ると祭りは最高潮に達します。紅蓮の炎が静まる頃、火渡りが
始まり、善男善女が無病息災・家内安全を願い合掌して渡ります。
公園の一角には、僧形をした謙信公の銅像があります。ぜひお立ち寄りくだ
（中越地協）
さい。

▲民主党青年委員会と意見交換を実施
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