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丈夫だという言葉で、講演

会は締め括られました。

午後は、７つのセッショ

ンが開催され、連合新潟は

「社会保険労務士さくら事

労働同一賃金」―給料は？

待遇は？―」と題したセッ

ションを設け、参加しまし

た。

その後の全体交流会では、

「食べ残しゼロ作戦」にチ

佐渡市八幡1674-2
（㈱共立テクノ内）

理事長：
板倉 未来

10月の主な活動
15日 第12回四役会議
15日 第12回執行委員会
19日 ディーセント･ワーク
世界行動デー
10.19新潟集会

代 表：
林
良宏

働き方改革
関連法は
もう施行されています

を強調しました。

また、同一労働同一賃金

に関しては、パート・有期

雇用労働者の待遇差解消に

むけて、基本給・一時金・

各種手当それぞれの待遇差

が不合理でないかを比較し

なければならないことや、

講師の冨高裕子局長

派遣労働者に対しては、派

遣先企業に派遣料金の配慮

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！
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義務などが盛り込まれたこ

周年を迎えます。

30

９月 日、新潟市内で連 から順次施行されている働 とから、これらの労働者を

合新潟非正規労働センター き方改革関連法の全体像の 雇用・受け入れている企業

連合新潟
ラジオＣＭ

とにいがたユニオンの共催 話にはじまり、改正された の労働組合にそれをチェッ

連合新潟は今年、結成

めまぐるしく変わる労働環境の変化、多様

化する雇用形態や格差が拡大する社会情勢の

中、 労 働 組 合 の 必 要 性 を 組 合 員 の み な ら ず、

広く県民にもアピールしていく取り組みが重

要となります。

そこで、連合新潟はＦＭラジオＣＭを１年

を通して行い、連合新潟や構成組織のＰＲを

行っていきます。連合新潟一体となって取り

組み、盛り上げていきましょう。

結成30周年記念企画

働き方改革の関連法は施

※各団体の詳細は、団体ホームページや連合新潟へお問い合わせください。
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で「２０１９年度働き方改 労基法や同一労働同一賃金 クするなどの役割があるこ

昨年の11月から新潟市東区に住む一人親家庭で児童
扶養手当受給者を対象に（主に母子家庭）毎月５㎏のお
米をボランティアの皆さんでお届けしているプロジェク
トです。次年度は東区と中央区で最低120世帯に拡大実
施する計画で準備を進めています。事業を推進するにあ
たり連合の皆さんからの「愛のカンパ」を頂き有り難う
ございます。有効に使用させて頂きます。今後もご支
援・ご協力を宜しくお願いします。

行されはじめています。改

「フードバンクしばた」は、食糧支援のフードバンク、
市内２か所でそれぞれ毎週土日の昼に開催の「こども食
堂」、学用品や靴、ランドセルなどを購入して届ける
「就学支援」
、市内中学校と高等学校の「制服のリサイ
クル」の各事業を通して、特に子どものいる貧困家庭を
支援しています。また、昨年の12月から、就学援助を
受けていて希望する世帯に、「こども支援プロジェクト」
として年間を通して米10キロを届ける事業も始めまし
た。

革関連法勉強会」を開き、 に関わる法規定、雇用形態 とに触れました。

会 長：
二瓶千代喜

にいがたユニオンをはじめ 間の待遇差に関する裁判例

代 表：
佐藤 哲也
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について学びました。

新潟市中央区
万代1-3-1

各構成組織の組合員など

新発田市
舟入町1-1-38

改正された労基法の話で 正された法律を学ぶととも

助成金額
30万円

人が参加しました。

助成金額
25万円

勉強会の講師には昨年に は、 協定の違反が罰則化 に、適切に運用するために

○にいがたお米プロジェクト

引き続き、連合本部総合労 されたことを踏まえて、過 労働組合の果たすべき役割

○フードバンクしばた

連 合 新 潟
ホームページ

働局労働法制対策局の冨高 半数代表としての労働組合 が増していることを学ぶ機

佐渡地区では農業者の高齢化等が進み、多くの田畑で
耕作放棄が進んでいて、外来種のセイタカアワダチソウ
等が生い茂っています。この現状を何とか打破するため、
景観形成作物によって再生し、持続可能な環境を構築し
ようとボランティア団体がひまわりプロジェクト実行委
員会を立ち上げました。
「みんなであしたにタネをまこう！」を合言葉に地域
貢献の活動を広げており、今後は、年間を通して景観形
成に取り組もうと春は菜の花、夏はひまわり、秋にはコ
スモスを計画しています。
そして、農業と福祉の連携の一助に繋がればと思いを
馳せています。

裕子局長を迎え、今年４月 の重要性が増していること 会となりました。

助成金を賜りまことにありがとうございます。心より
感謝申し上げます。
子どもの頃の経験をもとに大人になったら傷ついた子
ども達を絶対に助けると誓い、2004年から虐待で助け
を求めている親子やひきこもりの子ども達の支援を始め
ました。2011年に「母と子の生命をつなぐオーバージ
ーン」を設立し、施設や施設退園後の子ども達の支援や
命のレスキュー、緊急保護、生活サポートを続けていま
す。高齢者や子どもの居場所「OHANA食堂」は毎週水
曜日に開催。
「死にたい」が「生きたい」という希望に
変わる「OHANAの家」は帰る家が無い子ども達の心と
体を癒す実家であり血のつながりを超えた家族になって
います。

ＦＭ新潟に
出演するヨ !!
誰が出るのか
は
おたのしみに
！
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・０

新潟市東区
江南1-7-5

20

・

助成金額
17万円

辻川明美社労士
ャ レ ン ジ！、〈

助成金額
25万円

運動〉を行い幕を閉じまし

○佐渡ひまわりプロジェクト
実行委員会

○特定非営利活動法人
母と子の生命をつなぐオーバージーン

㈮
5日 50分
月1 14時
1
1

組織 新潟
ＰＲ連合

た。

2019年度は全国138団体へ合計105,690,000円の助成が決まりました。
そのうち新潟県内で助成が決まった４団体をご紹介します。

～新しい時代に伝えたい言葉～

「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。

９月 日、今年で７年目 これまでの産業革命後同様 務所」と連携し、辻川社労

新潟県内の支援団体が決定！

の開催となるワーク＆ライ に変化対応能力があれば大 士による「どうなる「同一

フ フ ォ ー ラ ム は、「 連 帯・

協同でつくる安心・共生の

福祉社会の実現に向けて」

と題して、新潟東映ホテル

をメイン会場に新潟市内で

開催され、全体で３００人

を超える参加があり、連合

新潟からも１２１人が参加

しました。

午前の記念講演では、女

優で戸板女子短期大学客員

教授の菊池桃子さんの講演

があり、学生生活からスカ

ウトをされて芸能界デビュ

ーし、その後、結婚、出産、

育児の経験を踏まえ、菊池

さんの家族の事情により、

必要としていた自治体など

による支援施策が、実は多

くの働く人を支える雇用政

策として必要であるとの認

識になり、より学習を進め

られたと話がありました。

講演は、世界経済フォー

ラムのジェンダーギャップ

指数（日本は１４４ヵ国中

１１１位）となっている現

状、女性活躍推進法、特殊

出生率に関わる説明など多

岐に渡る内容でしたが、労

働人口の減少が叫ばれる中、

第４次産業革命と言われて

いる現代において、仕事が

奪われるのではないかと懸

念されている人もいるが、

2019年度連合・愛のカンパ
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新
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県

央

12月１日（日）14：00

三条商工会議所

中

越

11月21日（木）15：00

長岡グランドホテル

柏

崎

12月５日（木）18：30

柏崎市文化会館
アルフォーレ
マルチホール

上

越

11月15日（金）15：00

ホテルハイマート

25

16

第４回地協代表者会議

ホテル浦島

21
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９月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『読書の秋。どんなジャンル
を読んでみたいですか？』でした。
結果は「歴史」の人気ぶりが判明。どうしてこんなに
人気なのかとコメントに困ったものの、そういう自分も
テレビ番組では歴史モノのドキュメンタリーをよく観て
いることに気づいて勝手に納得。連合新潟は今年12月
15日に結成30年を迎えます。記念誌づくりや11月５日
の記念レセプションにむけて、いま事務局では連合新潟
の歴史を掘り起こしています。
さて、10月のＨＰアンケートは、記事にもあった『同
一労働同一賃金』についてです。連合新潟ホームページ
でぜひ投票してください。
エッセイ
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連合
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土曜労働相談会 11月は９日に開催

インターネットから
お申込みするだけで金利引下げ！

ろうきん

マイカーローン

ろうきん

キャンペーン

実施中

実施期間｜2019 年9 月2 日（月）〜2019 年11月29 日（金）
インターネット「ネットカンタン仮申込」経由※で期間中に
ろうきんマイカーローンを新規ご契約いただいた方の中から抽選でプレゼント！

40 型4Ｋ液晶 5
テレビ が当たる！
名様

お申込みは、
ネットカンタン仮申込から
新潟ろうきん

新 潟ろうきん

（受付時間 9：00〜17：00）

●休業日=月〜金の祝日
（振替休日含む）
、5月3日〜5日、12月31日〜1月3日 ※1月4日、5日が土・日曜日の場合は休業日となります。

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？

検索

※イラストはイメージです。

※2019年9月1日以前に「ネットカンタン仮申込」経由で仮申込いただいた方
も対象となります。●ネットカンタン仮申込からお申込みいただき、期間中に50
万円以上お借入れいただいた方が対象となります。●2019年12月に抽選を
行い、賞品の発送をもって当選発表とさせていただきます。当選者の方へ賞品
発送前にご連絡させていただきます。●詳しくは店頭へお問い合わせください。

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）

報告・意見交換では、連

合新潟第 回定期大会議案

の説明、各地協定期大会の

サッカー Ｊ ２

９月 日、新潟市・ガレ 合運動で今期最後となる地 日 程 確 認（ 別 表 ）、 組 織 関

11月15日（金）18：00

ッソホールにて連合新潟第 協代表者会議に対し、各組 係では、地協交付金の見直

渡

23

４回地協代表者会議が開催 織への運動の継続の要望が しに関する説明、政策関係、

佐

され、各地協より 人が参 あり、連合第 回定期大会 労働関係、国民運動など、

万代シルバーホテル

の運動方針に関するコメン 幅広く意見交換を行いまし

11月15日（金）15：00

加しました。

潟

会議では、はじめに牧野 トと第 回参議院選挙に関 た。

新

アルビレックス新

56歳

新発田市・
地域交流センター

手が３年 半ぶり

新人

11月15日（金）15：00

潟の早川史 哉選

無所属

場

越

き た。 急 性 白 血

（さとう よしのり）

会

下

にピッチに戻って

佐藤良徳

病 と診 断されて

58歳

大抵ではなかったはずだが、

現④

からここまでの彼の努力は並

無所属

周囲の理解と支えもあっての

熊倉政一

（くまくら まさいち）

場合はどうだろうか。最近で

選挙日  2019年10月20日（定数20人）

ことだろう。私たち労働者の

解は進んできているが、いわ

■ 五泉市議会選挙

は病気治療に対する企業の理

ゆる正社員への対応だけにな

用労働者にとって長期の治療

っていないだろうか。有期雇

労働同一賃金ガイドラインで

は雇用不安に直結する。同一

も、有期雇用労働者の病気休

職期間を労働契約期間の終了

ならないとしているのだ。安

日までとすることは、問題と

心して働き暮らせる社会への

ハードルはこんなところにも

ある。それにしても早川選手

が本当に戻る場所は、彼が２

０１６年開幕スタメンを飾っ

た「Ｊ１」の舞台のはずだ。

○
み

ここにもまだ高いハードルが

ある。 

10月の自治体選挙

連合新潟推薦候補予定者

開催日時

会長より２年サイクルの連 わる説明がありました。

地協総会日程

(2)

県内各地で
最低賃金改定の
周知街宣

日か

日にかけて、各地

21

最低賃金の引き上げを周

月

15

知するために、９月

ら

域協議会の協力のもと、県

内各地で街宣キャラバンを

実施しました。

県央地協の街頭行動では、

弁士は海津議長のほか、Ｊ

ＡＭ新潟の大場新潟県最低

賃金審議会委員、高倉県議

も駆けつけ、改定される新

10

左から大場委員、海津議長、高倉県議

地協名
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潟県最低賃金についてはも

ちろんのこと、その決定ま

での経過や労働・雇用全般 も時間のある限り回り、市

について、また県議会で論 民に連合の取り組みをアピ

連合新潟は、今回の街宣

戦中の県財政、県央エリア ールしました。

の地域課題などについても

訴えました。その他に県央 行動以降も最低賃金違反を

労働者に向けて工業団地に はかっていきます。

エリアの主要道や経営者・ なくすために改定の周知を

第三種郵便物認可）
（平成２年２月19日

2019年10月15日

