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すべての人にディーセント ・ ワークを !
（Decent Work for All）
ディーセント・ワーク世界行動デー
一〇月一〇日、長岡市ＮＣホールで「ディー

セント・ワーク世界行動デー一〇・一〇新潟集

会」を開き、約三〇〇人が参加しました。

「ディーセント・ワーク」とは、国際労働組

合総連合が提起する「働きがいのある人間らし

い仕事」を意味し、不安定雇用や失業者の増加、

格差・貧困の拡大により、働きがいも人間らし

さもなくただ機械のように作業させる職場が増

えたことを背景に生まれた言葉です。

「連合･愛のカンパ」の助成金をいただき、ありが
とうございました。今回の助成金は2017年度総会
女のスペース・にいがた 記念講演会｢憲法改正 個人の尊重から家族の尊重
へ？24条｢家庭生活における男女平等｣はどうなる
○2017年度総会・記念講演会
の か？｣と「 に い が た 女 と 男 の フ ェ ス テ ィ バ ル
および女男フェスタ講演会
2017」で「女が女でいられる けんぽう―現行憲

助成金額 30万円 法に学ぶ女性の人権」の講演会開催費用に充てさ
せていただきました。助成金をいただけたことで、
私たちが希望していた講師を東京からお招きする
新潟市中央区
ことができましたし、総会・女と男のフェスティ
関屋下大川原町2-18
025-231-3012 バルと二つの講演を開催する事ができ、有意義な
http://os-niigata.info/
時間を持つことができました。大変ありがとうご
代表理事：朝倉安都子
ざいました。

今年の集会では、齋藤会長、中越地協・矢島

2017年度は全国116団体へ合計93,410,000円を助成することにしており、連合新潟
では県内３団体に合計125万円を助成することが決まりました。
連合では、今後、市民・ボランティア団体のメーデーへの参加や、緊急災害への
支援・助成を行ったＮＧＯ・ＮＰＯ団体などとの連携を進めるとともに、「連合・愛
のカンパ」について、各団体で機関紙等に掲載するなど、広報ＰＲ活動を要請して
いく予定です。また、
「連合・愛のカンパ」の活用を通じて地域に顔が見える連合の
取り組みを推進していきます。

事務局長のあいさつの後、リレートークを行い、

連合新潟女性委員会・上村葉子さんは、「日本

はグローバル・ジェンダー・ギャップ指数が世

界一四四ヵ国中一一一位であり、昨年よりも一

〇位順位を落としている。政策効果が十分に表

れていない。女性委員会の様々な集会でも、日

本社会の厳しい根っこみたいなものが変化して

「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・支援を目的にしています。

いない」など働く女性からの視点を交えて訴え

ました。

集会アピールでは、

過労死・過労自殺問題

が取り上げられること

が多かったことを踏ま

え、厚生労働省の「過

労死等防止対策白書」

を引用し、連合が目指

す「労働者が健康で充

実した家庭生活や社会

的な時間を確保し、一

人ひとりが生き生きと

活躍できるディーセン

ト・ワークの実現」に

はほど遠い状況である

ことを踏まえ、私たち

は、均等待遇の実現や

長時間労働の解消によ

るワーク・ライフ・バ

ランスの実現に向けて、

働くことを軸として、

安心と希望につながる

社会をつくっていくこ

とを採択しました。

2017年度連合・愛のカンパ 新潟県内の支援団体を決定

○子ども食堂


助成金額 25万円
新潟市東区
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代表：細野 弘康

新 潟 県 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

11日 第12回四役会議
11日 第12回執行委員会
31日 新潟県女性労働問題
懇談会

わたし

フードバンクにいがたは沢山のご支援を頂きよ
うやく新潟県下で活動が少し知られるようになっ
フードバンクにいがた
てきました。寄贈量が初年度3.7トンから昨年25ト
ンと支援が増え続け、地域の市民活動であること
○生活困窮者自立支援活動
を実感しています。
反面、生活困窮者が増え続けているのに驚きです。

助成金額 70万円
そんな中、今年も連合・愛のカンパの助成金を戴
けることは活動の大きな弾みとなります。活動拡
新潟市中央区新光町6-2 大に伴い、取扱食品の拡大に迫られ冷蔵庫・冷凍
勤労福祉会館4階
庫などが必要になり、それら購入資金として活用
025-384-4466 させていただきます。
http://foodbank-niigata.org/
私たちは食品を通じて人と人を繋げていく大切
代表：高見   優
な使命を担っていると思います。

こどもの茶の間

日本労働組合総連合会

10月の主な活動

特定非営利活動法人

わたし
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「連合・愛のカンパ」の助成金を今年もいただき
ましてありがとうございました。
「こどもの茶の間」は、みんなで楽しく夕食を食
べ過ごす地域の居場所です。開設以来、のべ1500
人を超える皆さんに来ていただきました。無事1周
年を迎え、
「祝1周年こどもの茶の間スペシャル」
を開催しました。後援していただいている保育園
より保育士さん達が手品を披露してくれ、また食
事をビュッフェ方式にして子ども達が大喜びでし
た。斎藤連合新潟会長にお越しいただき、ありが
とうございました。今後もみんなの笑顔溢れる居
場所づくりに尽力します。

参加者みんなでディーセント・ワークを訴えた

— 第48回 衆議院議員選挙———————
～連合新潟 推薦衆議院議員候補～

新潟３区

新潟２区

新潟１区

黒岩たかひろ

わしお英一郎

西村ちなみ

新潟６区

新潟５区

新潟４区

うめたに守

大平えつこ

菊田まきこ

（無所属）

（無所属）

（無所属）

女性委員会第29回総会

◦日時
◦場所

11月11日（土）
13：30〜
新潟市・
万代シルバーホテル

青年委員会第29回総会

◦日時
◦場所

▲

連合新潟ホームページアドレス

連 合 新 潟
ホームページ

「働くことを軸とする安心社会」の実現へ！

11月11日（土）
15：30〜
新潟市・
万代シルバーホテル

（立憲民主党）

（無所属）

（無所属）

10月の自治体選挙

南魚沼市議会議員選挙
選挙日/2017年10月22日（定数26人）
連合新潟
推薦予定候補者

梅澤道男

（うめざわ

みちお）

無所属（社民党）
新人

http://www.jtuc-rengo.jp/niigata/ 「齋藤会長＠ブログ」発信中！
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県内各地で
最低賃金改正の周知街宣

応援弁士からは、改定さ た。

連合新潟は、今回の街宣

一〇月一日から新潟県内 弁士として駆けつけました。その是正について訴えまし

の最低賃金が引き上がるこ

とを周知するため、県内各 れた新潟県最賃のアピール

地で街宣キャラバン行動を に加え、東京都などとの間 キャラバン以降も最低賃金

労働金庫
直江津支店

落選  三 宅 政 一 7,695票

至直江津駅

ご協力ありがとうございました。

新事務所

９月度のホーム・ページ アンケート結果発表
質問：９月のアンケートは「自宅の防災対策はど
うしてますか？」でした。
アンケートの結果は「懐中電灯」に約半数の票
が集まりました。夜間、電気が途絶えときなど真
っ先に必要になるもの。最近は携帯電話・スマホ
にも電灯機能が付いてますよね。
さて10月のＨＰアンケートは、連合が一貫して
反対している「高度プロフェッショナル制度」に
関してです。投票をお待ちしています！
対策していない

28%

携帯ラジオ
非常用の食料

22%
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懐中電灯
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地協総会日程
地協名

開催日時

会

下

越

11月13日
（月）15：00

新発田市・地域交流センター

新

潟

11月17日
（水）15：00

万代シルバーホテル

佐

渡

11月17日
（金）18：30

新潟交通ビル

県

央

12月３日
（日）14：00

四季の宴 千翔

中

越

11月22日
（水）15：00

長岡グランドホテル

柏

崎

11月30日
（木）18：30

柏崎文化会館アルフォーレ

上

越

11月17日
（金）15：00

ホテルハイマート

土曜相談会

10月は14日に開催

新潟県では、総合生協が全労済から

業務を受託して実施しています。

全労済は、営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、組合員の皆さま
の安心とゆとりある暮らしをめざしています。出資金をお支払いいただいて都道府県
生協の組合員になれば、各種共済をご利用いただけます。

1517A022

労働で悩んでいる人、あなたの周りにいませんか？

フリーダイヤル

いこうよ

場

れんごうに

無料相談 0120-154-052（平日9:00～17:00）

九月三〇日、新潟市ガレッソ

ホールにて連合新潟第四回地協

代表者会議が開始され、各地協

代表者二三人が参加しました。

会議では、はじめに齋藤会長

から第四八回衆議院選挙に絡

み、九月二九日までの連合の動

き等の説明があり、参加者との

意見交換を行いました。また報

告・意見交換では、連合新潟第

二七回定期大会議案の説明、各

地 協 総 会 の 日 程 確 認（ 別 表 ）、

政策関係、労働関係、国民運動

など、幅広く意見交換を行いま

した。地協代表者会議後は、新

投開票日 ９月17日

潟駅前にて新潟地協による最低

連合は労働者のた
めの団体なので、
日頃から労働条件
の改善や労働相談
に取り組み、その
活動を広く市民の
皆さんへ周知でき
るようマスコミに
も活動を紹介しているが、取
り上げてもらえることは多く
ない。でも、マスコミがこぞ
って連合を取り上げる、事務
所にも頻繁にやってくること
がある。それは・・・ さぁ、
二二日は投票日だ。棄権だけ
は避けよう。 
（Ｔ）

※電 話 番 号・FAX・ メ ー ル ア
ドレスの変更はありません
※下記の団体も新住所に移転い
たします
・上越ライフサポートセンター
・上越地区労働者福祉協議会
・上越地域退職者連合

賃金周知の街宣行動も行われま

新住所／〒942-0081
新潟県上越市
五智３丁目３番10

(2)

第４回 地協代表者会議
した。

移転日／平成29年10月16日㈪

で開き続ける最賃格差が人 改正の周知をはかっていき

上越地協・事務所移転
のお知らせ

実施しました。

周知街宣は、九月二五日 口減少・流出問題の要因の ます。

から二週間かけて街宣車二 ひとつとなっていることや

台を活用し、最低賃金が一

〇月一日から二五円引き上

が り、
「七七八円」になる

ことを市民にアピールし、

「新潟県内で働くすべての

県央地域での周知街宣

胎内市長選挙結果
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労働者に適用されます。最

賃違反になっていないか、

家族・友人含め確認して下

街宣キャラバンスタート

さい。
」
などと周知しました。

となった県央地協エリアで

は、菊田まきこ衆議院議員

（四区選出）をはじめ、高

倉・藤田県議会議員も応援
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