新潟労働局との
地域産業労働懇談会
を開催
一一月二〇日、新潟市・

ガレッソホールにて、連合
新潟は新潟労働局と平成二
九年度地域産業労働懇談会
を開きました。
ゆずりは

はじめに、楪葉局長から
「九月七日に新潟県働き方

連合新潟構成組織の
書記長・事務局長が集う
一二月六日、新潟市・東
映ホテルにて第八回構成組
織書記長・事務局長会議を
開きました。会議には二〇
人が出席し、春季生活闘争
をはじめ今後の取り組み事
項の確認や、第四次男女平
等参画推進計画をふまえた
女性組合員の青年委員会・
女性委員会への役員選出に

ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル新潟

交換を行いました。

意見交換では、連合新潟

一二月九日、連合新潟は は第二七回定期大会で確認

新潟市内にて、民進党新潟 した次期統一地方選挙への

県連と第二四回定期協議を 対応（政策実現に向けた政

開催しました。連合新潟か 治活動の強化について）の

また、第四八回衆議院選 潟市長選挙（二〇一八年一

へ～職域・地域で社会的労 〇人が出席、民進党新潟県 連は、民進党地方組織の維 挙の結果を受け、連合新潟 〇 月 ）、 統 一 地 方 選 挙（ 二

生協による産別推進会議が 進しよう！～』という題目 黒岩衆議院議員をはじめ一 方針の説明、県内総支部の 六区総支部梅谷支部長との 挙（二〇一九年七月）につ

会議終了後は新潟県総合 働運動・自主福祉運動を推 連からは大渕代表職務代行、持・存続にからみ、党本部 推薦の衆議院議員四人と第 〇 一 九 年 四 月 ）、 参 議 院 選

行いました。

の状況について意見交換を らソーシャルユニオニズム らは牧野会長をはじめ、一 説明を行い、民進党新潟県

ついての呼びかけ、各組織

場所

開催され、総合生協共済や の講演がありました。将来 三人が出席し、両組織の新 代表者、事務所異動につい 連携を深めることを確認し、いても意見交換を行いまし

当面の選挙対策として、新 た。

＊適用除外業務および年齢など、最低賃金に関するお問い合わせは、連合新潟または、
新潟労働局賃金室、最寄りの各労働基準監督署まで

改革共同宣言に連合新潟か

2018年１月５日
（金）
午後 ３時15分

コープクルコについての説 の超少子高齢化社会への危 体制を報告したあと、意見 ての説明がありました。
明を聞きました。労働者福 惧や、それに向けた組合活
祉中央協議会より山本幸司 動・日本社会のあるべき姿
アドバイザーが招待され、 について参加者全員が真剣
『ビジネスユニオニズムか に聞き入っていました。

春季生活闘争論議スタート
一二月八日、新潟市・勤 と連合本部闘争方針（一二
労福祉会館にて第一回労働 月五日・第七十六回中央委
条件委員会を開きました。 員 会 確 認 ） を 踏 ま え、「 底
委員会では、二〇一八春季 上げ・底支え」「格差是正」
生活闘争方針（案）の論議 「大手追従・大手準拠など
をはじめる上で必要となる の構造を転換する運動」の
のデータを確認したほか、 の労働者の立場にたった働

10月30日 第３回専門部会において（全会一致）

ら署名を頂き感謝する。新

日時

地域産業労働懇談会は毎 毎月勤労統計調査による現 き方」実現への取り組みを 員会にて春季生活闘争方針

10月23日 第３回専門部会において（全会一致）

潟県の雇用情勢は好調であ
るが、人手不足感もあり、
忙しくなると労働災害も増
える傾向にあり、引き続き
新たな問題への対応が必要
と な る。
」などあいさつが
ありました。牧野会長は、
「働き方改革の論議は進ん
でいるが、長時間労働や賃
金未払いの相談は引き続き
ある。来年四月には契約社

連 合 新 潟
ホームページ

人手不足に起因する特別条 渡る課題提起をし、意見交 県内の経済情勢、雇用情勢 継 続 的 取 り 組 み、「 す べ て

員の無期転換が施行される。
誰もが安心して働き続けら

19日 第２回執行委員会

用環境・均等行政、労働基 会社休業規則の乖離、超過 は今後も県内で働く労働者 査結果、地域ミニマム運動 引上げ要求は、定期昇給分 スタートします。連合新潟、

877円（＋18円）2017年12月29日

自動車（新車）、自動車部分品、
附属品小売業

れる社会にむけて、引き続

13日 第２回四役会議

準行政、職業安定行政の取 勤務実態把握の難しさ、テ の立場にたって労働行政へ として各加盟組合から提出 を含め４％程度とする方針 構成組織、地域協議会、加

10月25日 第３回専門部会において（全会一致）

新 潟 県 連 合 会

はじまり、働き方改革、雇 療と仕事の両立支援制度と 年開催しており、連合新潟 金給与総額や労働時間の調 基本的な考え方とし、賃金 を確認し、本格的に春闘が

から労働行政全般の動きに の一部労働者への偏り、治

「名刺交換会」

盟組合の一体となった運動

▼特定（産業別）の最低賃金

〒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 牧 野 茂 夫
題 字 宮 崎 風 穂
定 価
１部５円

り組みと課題について説明 レワーク・みなし残業に関 の意見反映を続けていきま してもらった賃金データを 案を確認しました。

870円（＋18円）2017年12月21日

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具、製造業
（電球製造業及び電気計測器製
造業を除く）

810円（＋10円）2017年12月31日

各種商品小売業
（衣食住にわたる商品を小売り
する百貨店、
総合スーパー等）

効力発生日

最低賃金額〔時間額〕
（対前年比）

適用業種

き 協 力 を お 願 い し た い。
」

14日～15日
全国一斉労働相談
ダイヤルキャンペーン

今後は、二〇一八年二月 で春季生活闘争を盛り上げ

▼新潟県の最低賃金

日本労働組合総連合会

懇談会では、新潟労働局 項を利用しての時間外労働 換を行いました。

とあいさつしました。

８日 第１回労働条件委員会

集計・分析した結果を確認

新潟県の最低賃金が10月１日から778円となったことに続き、特定（産業別）
最低賃金の３業種についても審議がすすめられ、下記のとおり決定しました。

▲

http://www.jtuc-rengo.jp/niigata/

６日 第８回構成組織
書記長・事務局長会議

しました。これらのデータ 八日開催の第六一回地方委 て行きましょう。

特定（産業別）最低賃金が決定

第322号 2017. 12 .15
をうけ、連合新潟からは、 わる問題、人事制度構築に す。
育児休業制度の運用実態、 関する助成制度など多岐に

778円（＋25円） 2017年10月１日

新潟県内に働くすべての労働者
に適用

効力発生日

最低賃金額〔時間額〕
（対前年比）

適用の範囲

連合新潟ホームページアドレス

新春労働団体・友誼団体

民進党県連と
次期選挙に向けた
対応を確認

12月の主な活動

2018
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総会には三八人が出席し、
総会議長には羽賀副代表幹
事（ＪＡＭ新潟）が就任し

議事では、二〇一七年度

額：508,454円
月数：2.04ヶ月
昨年 額：495,909円
月数：2.02ヶ月
（昨年との差 額：＋12,545円、月数：0.02ヶ月）
◎組合平均（単純平均）

額：438,783円
月数：1.90ヶ月
昨年 額：420,873円
月数：1.85ヶ月
（昨年との差 額：17,910円、月数：0.05ヶ月）

☆調査対象組合375組合（73,159人）中、155組合（30,069人）
が回答妥結した（年間妥結の年末分含む）。

算案および役員新体制につ

総会後の秋季研修会では いう題目で講演会が開かれ

〇一八年度の活動方針・予 により締めくくられました。と二大政党政治の行方』と

の活動報告・決算報告と二 梅野新代表幹事のあいさつ 師 に 招 き、『 内 外 の 諸 情 勢

◎組合員１人平均（加重平均）

いて満場一致で承認され、 鷲尾英一郎衆議院議員を講 ました。

北陸ブロック
福井
女性会議

一二月八日、福井県福井

説明がありました。各県か
らの活動報告と意見交換で
員の選出が少ない実態を共
有するとともに、女性役員
の拡大に向けた取り組みを
引き続き継続していくこと
を確認しました。

2016年同時期
2017年

ました。開会あいさつでは
梅野代表代行幹事（電機連
合）より、先の衆議院選挙
や参議院選挙についての現
状報告の後、働き方改革に
ついてＪＣＭ産別間のさら
なる連携・協力が必要であ
ることを訴えました。また
春闘については、すべての

一一月二五日、新潟市・ 働く人達への賃上げ波及が 賃への取り組みに敬意を表
ホテルサンルート新潟にて、できるよう各組織が力を入 するとともに、連合として
来賓の米山副会長（電力 取り組みについて話があり

ＪＣＭ新潟県連絡会（連合 れることを呼びかけました。の組織拡大と政治活動への
新潟金属部門連絡会）の第
となるものづくりや特定最

一六回定期総会・秋季研修 総連）からは、産業の根幹 ました。
会が開催されました。

食と環境
 ネットワーク
一一月一二日、新潟県・ 複数のグループに分かれ、
食と環境ネットワーク（略 現地の講師に教わりながら
称：食ネット）は、長岡市 作り、参加者は出来上がっ
ふるさと農業体験センター たこんにゃくを持ち帰り、
「農の駅あぐらって長岡」 自宅で美味しくいただきま
にて現地視察研修会と第二 した。
また、一一月一七日から

ネットは連合新潟と新潟県 一八日、熊本県熊本市にて 市にて二〇一八北陸ブロッ

回幹事会を開きました。食

JCM梅野代表幹事あいさつ

総合生協で構成され、食の 第四九回食とみどり、水を ク女性会議が開かれました。は、構成組織からの女性役
安全・安心の確立に向けた 守る全国集会が開催され、 連合北陸ブロックは新潟・
諸活動などを行っています。食ネットから一一人が参加 富山・石川・福井の四県で
構成され、全体で二四人が

集会スローガンは『火の 出席し、連合新潟女性委員

はじめに幹事会で食ネッ しました。
ト第一〇回総会にむけての

打合せを実施し、その後、 国から燃える思いを！がま 会からは倉田委員長、細川
現地視察研修会としてこん だし築こう共生の環～食み 事務局長、高橋事務局次長



れんごうに

いこうよ

フリーダイヤル

ＪＣＭ
お酒が弱い。飲み続ければ強くなるとい
にゃく作りを体験しました。ど り 水 の 復 興 を め ざ し て の三人が出席しました。ま
う言い伝えは知っているが、毎度のように
～』と題され、初日のシン た、連合本部から井上総合
体調を崩してまで強くなりたいとは思わな
ポジウムでは二〇一六年に 男女・雇用平等局長、黒田
い。
発生した熊本地震の復旧・ 雇用平等局長、小倉男女平
「ちゃんぽん」は悪酔いするという言い
復興の過程で見えてきた課 等局次長が出席しました。
訳がたまに聞こえてくるが、「ちゃんぽん」
本部からの報告事項では、
題についての講演がありま
による悪酔いの原因は、実は単なる飲み過
春季生活闘争における男女 ぎだそうだ。酒を変えることでリセットした感覚になり、
した。
二日目は五つの分科会に 平等課題の二〇一七年度の ついつい飲み過ぎてしまうのが「ちゃんぽん」の正体ら
しい。
分かれ、水俣病や農業政策、総括と、二〇一八年度の取
年末年始は飲酒の機会が増える。体調を崩すと、一緒
環境問題など、それぞれの り組み事項、第四次男女平 に飲んでいる人まで気分が悪くなるおそれがあることか
ら、お酒は適度に美味しく楽しく飲みましょう。
（８：２で猫派）

内容で理解を深めました。 等推進計画の進捗状況や国

会や各法案の動向について

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？

１月は13日に開催

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2.24

5%

土曜相談会

24%

もちろん自分で

2.21

組合平均
（単純平均）


91

12,455

2.34
組合員１人平均
（加重平均）

71%
お店に頼む

614,530
521,215

538,334
組合平均
（単純平均）


人数
組合数

610,794

7,876
54
組合員１人平均
（加重平均）


2016年同時期
2017年
人数

【月数集計】
結果は、「お店に頼む」に多くの票が集まりました。
安心・安全・手間を考えたらやっぱりお店が一番です
かね。（代金もそんなに高くないですし）。スタッドレ
スになっても安全運転を心がけていきましょう。
さて、12月～１月のＨＰアンケートは、連合新潟
が毎月発行しているこの機関紙『連合新潟』に関して
です。投票をお待ちしています！

組合数
質問：11月のアンケートは「冬に入り、車のタイヤ
は誰が交換していますか？」でした。

＜年末一時金 回答・妥結集計結果＞
年間（夏冬）妥結の年末分と年末（今季）回答妥結組合で
昨年との比較が可能な組合の集計結果
額 集 計：73組合（13,881人）
月数集計：92組合（20,861人）

in

2.36

家族にやってもらう

2018

＜年末一時金要求集計結果（今季交渉分のみ）＞
【額集計】

11月度のホーム・ページ アンケート結果発表

（12月12日現在）

2017年末一時金 連合新潟第２回集計結果
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を開催
こんにゃく作りを体験
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