円引き らかであり、事業所の支払

6日 第11回四役会議

13日 構成組織
書記長・事務局長会議

21日 第4回地協代表者会議
2019年度働き方改革
関連法学習会

特にアルバイトや定年再雇 す。ぜひ労働組合からも企 働 局 の Ｈ Ｐ を ご 覧 く だ さ
用の方、また派遣の方の賃 業に、この制度を紹介して い。

度に時給で示す現在の方式 はできませんでした。最終

この金額は、２００２年 でも意見の一致をみること
るかどうかもチェックをお

分もきちんと支払われてい

わせて深夜に働く方の割増

金改定周知キャンペーン」

回構成組織・
回女性代表者会議開催

０円を超えることとなりま プラス１円）の引き上げが
で県内を回ります。各構成

第
第

県内の女性役員が交流

金は大丈夫でしょうか？あ ください。詳しくは新潟労

となって以降、最大の引き 的には公益代表が「地域間

旬から 月中旬に「最低賃

時給は９０１円となり、東 慮する必要があることから、と各地域協議会では９月下
円（Ｃランクの目安より

連合新潟第29回定期大会

◦日時

青年委員会
第31回総会

11月９日㈯
15：30～
◦場所 新潟市・
万代シルバーホテル

◦日時

その後行われたピースウォ

ークでは、原子爆弾落下中

心地碑、松山街防空壕跡、

平和記念像などを連合長崎

青年委員会の説明を受けな

がら周りました。

新潟からは遠く感じる長

崎ですが、決して他人事で

はありません。原爆投下か

年が経ちますが、世界

回女性代表者会議を開催し、見交換の活性化とコミュニ 催され、連合新潟からは４ が報告されました。また、 弾頭があると報告されてい

長崎平和宣言に初めて被爆 ます。一刻も早い核兵器廃

集会では開会に先立ち連 者が綴った詩が書きこまれ 絶に向け、我々も出来るこ

県内の構成組織と地域協議 ケーション能力の向上を目 人が参加しました。
会から 人が集まりました。的とした自己紹介と他己紹

（連合新潟事務局長・小林俊夫）

この業務改善助成金は、 「女性活躍の現状と心理的 グループワークで各組織に ノコ雲の下で何が起こった を周知するとともに、核兵 ょう。

の大切な人がいたらどうな

やすためにどうすれば良い う。核兵器はなくすことが

や、女性役員のなり手を増 ０００万人署名に取り組も

性差に関する職場の課題 ったのか考えて欲しい。１

を引き上げる場合、生産性 り」と題した基調提起によ 話し合いました。

※最低賃金との比較対象になるのは、基本給＋諸手当（精皆勤手当・通勤手当・家族手当は除く）
ボーナスや残業代、その他臨時の手当は含まれません。
諸手当に固定残業代が含まれている場合、残業代分はマイナスして計算してください。

向上のための設備投資など り、女性の仕事と育児・介
にかかった費用の一部を国

１時間あたりの金額に変換し、実際に比較しよう

要な役割、そして地域間格

今後は最低賃金の
チェックと周知を

が助成する制度です。新潟

あなたの給料が最低賃金をクリアしているかチェック‼

差と、同一労働同一賃金も
踏まえた雇用間格差の是正

新潟労働局の最低賃金履

」とあいさつが述
かなど、さまざまな課題と で き る。
対策についてあらゆる角度 べられました。

からのアイデアを出し合い、 その後開催されたＮＰＴ

ジウムでは被爆者の訴えと

情報共有することができま 再検討会議に向けたシンポ
した。

して、当時８歳だった奥村

『平和であることの
大切さを感じる』

終戦記念日のある８月に 塔（ 平 潟 神 社 ） → 平 和 像

地協の平和行動から

り引き起こされた戦争の歴

長岡観光コンベンション 史を振り返り、改めて『平

が新たに奉安され、原爆死 災資料館→戦災殉教者慰霊

なった３，４０２人の名簿 館→山本記念公園→長岡戦 でした。

年間に原爆の後遺症で亡く きながら、山本五十六記念 いう想いを強くしたツアー

ました。式典では、この１ 況を詳しく説明していただ び繰り返してはいけないと

慰霊平和祈念式典に参加し の方から当時の生々しい状 感じ、このような不幸を再

２日目は長崎原爆犠牲者 協会のボランティアガイド 和』であることの大切さを

います。

おのずと決まってくると思 しました。

の使命（取るべき行動）は るフィールドワークを実施 当時のさまざまな問題によ

聞くことが出来たわれわれ 館や長岡空襲の史跡をめぐ （左近の土手）をまわり、

が減っていく中で、訴えを 動として、山本五十六記念 子 爆 弾 投 下 地 点 跡 地 の 碑

をお聞きしました。語り部 合わせ、柏崎地協の平和行 （平和の森公園）→模擬原

アヤ子さんの壮絶な体験談

柏崎地協



を主張して、近県の水準に

時給額 そのままでＯＫ！
日給額 ÷（１日の所定労働時間）
月給額 ÷（１日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12）

⇒
⇒
⇒

県ではこの制度の認知が進

まずは、あなたの職場の「所定労働時間」や「所定労働日数」を調べましょう。
就業規則や契約書等からわかります。
それをもとに、以下の計算式で算出した金額と最低賃金額とを比較します。

時給の人
日給の人
月給の人

並ぶ金額への引き上げを提 行確保に関わる監督指導で

0120-154-052

んでおらず、他県に比べて

1,038

示しましたが、使用者側は は、毎年 ％前後の事業所

830

意を強く感じるものでした。

11月９日㈯
13：30～
◦場所 新潟市・
万代シルバーホテル

８月８日、長崎県で「連 没者名簿登録者数は、１８ ら

女性委員会
第31回総会

性について説明した後、意 合平和ナガサキ集会」が開 ２，６０１人となったこと には１３，８８０発もの核

８月 日、新潟東映ホテ 護の現状や女性役員の必要

した。新潟と全国平均の格 適当」との見解を出し、採

組織でも周知へのご協力を ルで第 回構成組織・第

電子部品・デバイス等製造

今後は、各種商品小売業、

差拡大は踏みとどまったも 決の結果、８３０円となる
との差はさらに広がってい
ます。

連合新潟規約第19条に基づき、
第29回定期大会を下記のとお
り開催します。

冒 頭、 高 橋 委 員 長 か ら 介を実施しました。その後、合長崎の宮崎会長から「キ るなど、核兵器の恐ろしさ とから取り組んでいきまし

14

フティーネットとしての重 金の改定審議が始まります。中小企業で企業内最低賃金 安 全 性 の 高 い チ ー ム づ く おける現状と課題について のか。自分がいたら、自分 器を廃絶し、平和を築く決

今年度の審議会で労働者 業、 自 動 車 新( 車 ・) 部 品 小
側は、最低賃金が持つセイ 売業の３つの産業別最低賃

知っていますか？
「業務改善助成金」

お願いします。

10

のの、残念ながら、東京都 ことが決定しました。

京と神奈川は初めて１００

26日 第4回政策委員会

に違反が見つかっています。申請数も少なくなっていま

９月の主な活動
願いします。また連合新潟

として、時間をかけた審議

上げられ、 月６日から８ い能力が限界に達している

在の８０３円から

新潟県の最低賃金は、現 新潟県経済の落ち込みが明

新 潟 県 連 合 会

上げです。また全国平均の 格差が広がらないように配

３０円となります。

19日 第11回執行委員会
検索
連合新潟

日本労働組合総連合会新潟県連合会（連合新潟）

小林事務局長ブログ「徒然なるままに」発信中！ 詳しくは連合新潟ホームページまで！

7日 第29回
新潟県勤労者駅伝大会
に

ごう

れん

よ

こう

い

平和像の前で説明を聞く参加者

〒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

10

連合新潟の参加者で集会会場前にて

日本労働組合総連合会

新潟県
10月6日

74

語り継ぐ戦争の実相と
運動の継続で
核兵器の廃絶と
恒久平和を実現しよう

■日時 2019年11月５日（火）
10：00～16：20
■会場 新潟市・
ANAクラウンプラザ
ホテル新潟
２階「芙蓉の間」
■付議事項
・2019年度活動報告
・2019年度財政報告
ならびに会計監査報告
・2020～2021年度
運動方針（案）
・2020年度予算（案）
・2020～2021年度役員選出
・退任役員の表彰
・特別表彰
■その他
大会終了後、レセプショ
ンを開催します。

『ナガサキを
最後の被爆地に』

示
公

2019.９.15
第343号
27

連 合 新 潟
ホームページ

26 22

26

27

28日 ワーク&ライフフォーラム
 in 新潟

22 24

10

2019年９月15日
第三種郵便物認可）
（平成２年２月19日

潟
新
合
連
（毎月１回15日発行）

第343号
(1)

10月6日から27円UP

2019年新潟県最低賃金

第三種郵便物認可）
（平成２年２月19日

2019年９月15日

連

合

新

潟

第343号

（毎月１回15日発行）

(2)

「TEAM JP労組Ａ」総合優勝 !! ２連覇
「胎内市にこにこRC-Ａ」混合６連覇!!
第
回新潟県勤労者駅伝大会

回勤労者駅伝大会を開

チームが健脚を競

９月７日、残暑厳しい中、

第

催し、

40%

いました。

■区間賞
1区 山岸 広海(糸魚川市役所駅伝競走部A) 0:16:23
0:09:32
2区 田中 健太(柏崎市職労)
3区 安達 健人(佐渡汽船ランナーズ) 0:16:10

1:28:36
1:32:06
1:32:10

4区 蟹井 一(TEAM JP労組 A)
0:10:39
5区 矢島 久樹(糸魚川市役所駅伝競走部A) 0:15:04 NR
6区 岩崎 覚(TEAM JP労組 A)
0:09:18

1:33:09
1:45:07
1:45:42

■女性区間賞
0:21:17
1区 渡辺 美紀(めざせ!優勝!)
2区 細井 睦(糸魚川市役所駅伝競走部B) 0:13:19
3区 石井久美子(めざせ!優勝!)
0:21:38
4区 金子 里絵(めざせ!優勝!)
0:12:33 NR
0:26:57
5区 青木 麻由(南浜病院)
6区 小林美弥子(チーム丸運A)
0:13:00

全体成績は連合新潟のホームページをご覧ください。

調査実施中 ご協力をお願いします
●2019年度労働条件実態調査
●2020地域ミニマム運動 賃金実態調査

50%

20%

昨年に引き続き、陸上競

今大会も、ＩＣ計測器を

■男女混合順位
1位 胎内市にこにこRCーA
2位 TEAM JP労組 B
3位 おいでよ新発田ERC

1:20:59
1:25:34
1:26:52

提出期限：10月

全国統一の金
額にすべき

技場～信濃川やすらぎ提コ

ースを走り、競技場内でタ

スキを渡すことにこだわっ

たコース設定としました。

今大会には、全日本実業

団対抗駅伝（ニューイヤー

駅伝）常連チーム“走る大

工集団”重川材木店陸上部

と読売新聞駅伝取材班の２ 導入し、リアルタイムで自

運営に努めてまいります。

参加された選手のみなさ

■総合順位
1位 TEAM JP労組A
2位 糸魚川市役所駅伝競走部A
3位 柏崎市職労
4位 十日町地域広域事務組合A
5位 佐渡市役所
6位 新潟市スマイル

7%

0%

総合１位：TEAM  JP労組Ａ

第29回新潟県勤労者駅伝大会・結果

43%

都道府県を超え
たエリアで金額
を決めるべき

チームにゲスト参戦してい 分たちの順位がモニターや

ただき、大会を盛り上げて 各自のスマホなどで確認で

きるようにしました。また、

総 合 の 部 で は、「 Ｔ Ｅ Ａ 記念写真の「映え」効果を

狙 い「 ユ ニ オ ニ オ ン Ｐ Ｏ

にいがた祭り 人の金時鐘との付き合い。

大民謡流しを横 愛知トリエンナーレの「表

目に、私はライ 現の不自由展」への思いな

ブ会場に急ぐ。 ど・・・。特に印象に残っ

「浪花の唄う巨 ているのは「今、日本は韓

人」在日韓国人 国をたたき、韓国は日本を

ミュージシャン、パギやん たたく敵視政策をやってい

（趙博）のライブだ。パギ るが、それが在日に向かう

やんが唄う、美空ひばりの ことの危機感がある」とお

反戦歌「一本のえんぴつ」 っしゃって、ドキッとして

は、圧巻で涙がこぼれる。 しまった。とてもコアな楽

（Ｓ）

ライブの後は、お酒を飲み しいライブ＆トークであっ



ながら彼の近況を聞く。友 た。

人だった永六輔のこと、詩

質問：８月のアンケートは『都道府県別の最低賃金制度
はどうすべき？』でした。
結果は、現行制度よりも全国で統一すべきとの考えの
ほうがやや上回りました。拡大する地域間格差を問題と
する考えの表れでしょうか。今回の新潟県の引き上げ額
も、地域間格差の課題が少しでも反映された結果となり
ました。
（一面の記事を参照）
さて、９月のＨＰアンケートは、
『読書の秋』につい
てです。連合新潟ホームページで投票をお待ちしていま
す！

29

選手宣誓  高橋 正史さん
（チーム：佐渡汽船ランナーズ）

男女混合１位：胎内市にこにこRC-Ａ

８月ホームページアンケート結果発表

都道府県ごとが
適当

いただきました。

Ｍ ＪＰ労組Ａ」が２連覇

ご支援、ご協力に感謝いたします。ありがとうございました。

ん、ならびに運営にご協力

投票率 65.67％

を果たし優勝。男女混合の Ｐ」なども準備し、大人気 ます。

投票者数 7,487人

今大会は大変な暑さの中 いただいた新潟市中央陸上

＊有権者数 11,401人

部では「胎内市にこにこＲ エリアとなりました。次回

当選
（５） 五十嵐利栄 468票 ⑨

続できるよう検討していき 急搬送されました。実行委 じめとするみなさんに感謝

８月25日（定数14）○は当選順位

Ｃ‐Ａ」が優勝し、大会６ 以降も楽しい駅伝大会を継 での開催となり、２人が救 競技協会や新大陸上部をは

連覇を成し遂げました。

投開票日

員会としても、安全に皆様 申し上げます。次回大会も

○聖籠町議会議員選挙

から参加頂けるようコース お誘いあわせのうえ、より

連合新潟推薦候補者 選挙結果

内の運営委員配置や給水ポ 多くのチームにご参加いた

緑に囲まれながら走るランナーたち

イントの見直しなど再検討 だきますようお願いします。

し、次回大会以降、トラブ

ルが起こらないよう円滑な

猛暑の中スタート

61

29

60%

80%

100%

連合
新潟

１ 日（火）必着

土曜労働相談会 10月は12日に開催

新潟推進本部（新潟県総合⽣活協同組合）

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

れんごうに

無料相談 0120-154-052（平日9:00～17:00）

