８３１円未満で働く人をゼロに！

市民や経営者・労働者に連
合新潟の取り組みをアピー
ルしました。
新潟労働局の２０１９年

地協代表者会議

日、新潟市・ガレ

携し７月に熊本県を中心に だき、合計で、１２６万２ 間期ではあるが、これまで ての説明、政策関係、労働

発生した豪雨災害に対する ６５５円のカンパ金が集ま の掲げてきた「１０００万 関係、国民運動など、幅広
第

回年次大会の運動方針

今年度はさまざまな活動

報告・意見交換では、ウ 影響で中止せざるをえない

また、連合新潟への集約 に関わる話がありました。 が、新型ウイルス感染症の

済み）

救援カンパを組合員、構成 り ま し た。
（ 被 災 地 へ 送 金 連合」の総括と、連合新潟 く意見交換を行いました。
組織に呼びかけました。
今回の災害は新型ウイル

ス感染症が拡大する中で発 以外にも“にゆふぁん”を

生し、ボランティア派遣も 利用してのカンパに取り組 イルス感染症対応まとめに ことも多かったですが、次

関する件や連合新潟「新型 年度は対応指針を踏まえ、

皆様からのご協力に感謝 ウイルス感染症」対応指針 開催方法や内容などしっか

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！

１月～３月の最低賃金履行
確保に関わる監督指導では
・５％の事業所に違反が

見つかりました。今年度の

改定後の違反事業所がゼロ

になるよう、今後も周知を

行っていきます。
かかった費用の一部を国が
詳しくは新潟労働局のＨ

げには「業務改善助成金」 助成する制度です。

の活用を

「 業 務 改 善 助 成 金 」 は 中 Ｐをご覧ください。

小企業・小規模事業者が企

業内最低賃金を一定額以上

佐渡では４人の市議も駆けつけてくれました

災害が発生した県内に限ら まれた組織もあります。
れるなど、さまざまな制約

について、２０２１年度活 りと協議し、取り組んでい

柏崎 11月24日
（火）
18:30 柏崎市産業文化会館

13日 第12回執行委員会

企業内最低賃金の引き上

連 合 新 潟
ホームページ

がある中での取り組みとな します。

動計画（素案）や各地協定 くことを共有しました。

中越 11月12日
（木）
15:00 ホテルニューオータニ長岡

3日 第4回青年委員会

引き上げた場合、生産性向

９月

ッソホールにて連合新潟第

４回地協代表者会議が開催

され、各地協より代表者

佐渡 11月６日
（金）
18:30 交通ビル６F

13日 第12回四役会議

もちろんのこと、その決定 上のための設備投資などに

最低賃金改定周知キャラバン
月１日からの最低賃金 かりますが、コツコツと運

日の上越地区を皮切 りません。お昼の休憩中、

引き上げを周知するため、 動を続けていかなければな
９月
りに、７地協で県内キャラ 街宣車の横に貼ってあるユ
バンを実施しました。今回 ニオニオンが気に入った小
は新型ウイルス感染防止の さな女の子がいて、ユニオ
ため、チラシなどの配布は ニオンのイラストが描いて

県央地区は 月１日～２

レゼントしました。

行わずに８３１円をアピー あるティッシュを特別にプ
上越地区では停止街宣と

ルしました。
流し街宣を行い、時間給で 日を担当し、停止街宣はイ
働く方が多いであろう商業 オン県央店の交差点付近で
施設を中心に回りました。 実施しました。
弁士は海津議長のほか、 までの経過や労働・雇用全

８３５円、８４０円に引き 低賃金審議会委員と高倉県 訴えていただきました。流

人が参加しました。

会議では、はじめに牧野

会長より合流新党に関する

ことや新型ウイルス感染症

に関すること、連合岩手で

おきた不正経理に関するこ

となどにふれたあいさつが

新潟 11月12日
（木）
18:30 ガレッソホール

期大会の日程確認、組織関

下越 11月20日
（金）
15:00 イクネスしばた

また、２年サイクルの中 係では、地協交付金につい

ありました。

地協総会日程

新 潟 県 連 合 会

上げる企業も多いと聞きま 議からも駆けつけていただ し街宣は、県央エリアの主

31日 食と環境ネットワーク

体験学習会

連合新潟では、連合と連 は多くの組織から賛同いた

都タクシー
はとタクシー
万代タクシー
第一タクシー
富士タクシー
さくら交通
光タクシー
都タクシー豊栄 弥彦タクシー
しあわせ交通
中越交通
はまなす観光タクシー
新発田観光タクシー

〒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

す。誰もが時給１，０００ き、８３１円に改定された 要道、ショッピングセンタ

28日 連合新潟
第30回年次大会

このステッカーが貼ってある
タクシーに乗ろう

日本労働組合総連合会

上げを機会に、採用賃金を ＪＡＭ新潟の大場新潟県最 般についてなど、それぞれ

８３０円から１円の引き
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2020.10.15
第356号
円以上となるには時間はか 新潟県最低賃金については ー、工業団地などを回り、

10月7日は
ーク世界行動デー
ディーセント・ワ
新潟地区は
このタクシー13社です

24日 にいがた女と男
 フェスティバル2020

中越地区の街宣

りましたが、救援カンパに

牧野会長のあいさつ

高田城址公園
オーレンプラザ ホール

上越 11月13日
（金）
18:00

燕三条地場産センター
リサーチコア７F

県央 11月26日
（木）
18:30

20

場

会

開催日時

地協名

19

10

21日 連合地域協議会
活動推進会議

ありがとうございました

10
23

10月の主な活動

2020年７月
豪雨災害への
救援カンパ

第4回

30

県央地区ではパネルを使ってアピール

2020年10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356号
(1)

連

合

新

潟

第356号

（毎月１回15日発行）

(2)

第 回推薦県議会
議員懇談会を開催

９月
10

日、推薦県議会議

員との懇談会を開催しまし

た。連合新潟では、年に４

回県議会開会前に推薦県議

会議員と懇談会を開催して

います。

今回は、推薦県議会議員

人で開催しました。

15

12

人と連合新潟政治センタ

ー幹事

内容は「２０２１年度新潟

県予算に関する施策要望」

（案）についてです。昨年 言い回しを含め踏み込んだ

との変更点や今年度の力点 回答を得るための意見をい

について説明し意見交換を ただきました。その後、連

談状況について情報提供し

今後も推薦県議会議員と

ました。

連携し、働く者の立場から

県議会や新潟県へ意見提起

していきます。

行いました。意見交換では 合新潟によせられた労働相

第三種郵便物認可）
（平成２年２月19日

2020年10月15日
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2020年度連合・愛のカンパ
新潟県内の支援団体が決定しました

「連合・愛のカンパ」は、「自由、平等、公正で平和な世界の実現」に向けた社会貢献活動として取り組むも
ので、NGO・NPO団体などの事業・プログラムへの支援、および自然災害などによる被災者に対する救援・
支援を目的としています。
2020年度は全国130団体へ合計93,600,000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のはこちらの４団体です。（ ）は助成回数
○佐渡ひまわりプロジェクト実行委員会（２） ○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
（２）
○フードバンクしばた（３）
○にいがたお米プロジェクト
（３）
今月は佐渡ひまわりプロジェクト実行委員会をご紹介します！

11月の自治体選挙

連合新潟推薦候補予定者

○佐渡ひまわりプロジェクト実行委員会（助成回数 ２回目）

▪ 三条市議会議員補欠選挙

助成金額20万円
佐渡市八幡1674-2（株式会社 共立テクノ内）
代表：林 良宏

投開票日 11月８日
（定数３人）

おか もと

団体からのメッセージ：この度は、助成金を賜り、心より感謝申し上げます。国道
沿いの耕作放棄地を地域のボランティアを中心に景観形成植物によって再生し、
持続可能な環境を構築し地域の活性化に繋げる事。将来的には、農業と福祉の連
携を図り、福祉と交流を深めることを目指し、活動を行っています。「みんなで
あしたにタネをまこう！」を合言葉に広がりが見え始めた矢先に、ウイルス禍の
影響で参加制限を余儀なくされています。それでも、昨年晩秋に蒔いた菜の花が、
春には一面黄色いじゅうたんが敷き詰められた様に咲き乱れ、自粛ムードが漂っ
ていた時期の一服の清涼剤になり感謝の言葉も頂きました。今年は、長雨の影響
でひまわり・コスモスの生育環境が悪く、景観は芳しくなかったです。来年は、
春・夏・秋と彩れるように工夫をし、多くの人に感動を与えられたら…と気持ち
も新たに取り組んでいきます。ありがとうございました。

こう すけ

岡本 康佑
無所属

新人（36歳）

連合新潟推薦候補者

選挙結果

長岡市長選挙（投開票日10月４日）
いそ

だ

たつ

のぶ

当選（２）   磯 田  達 伸

76,024票

＊有権者数
投票者数
投 票 率

224,910人
105,687人
46.99％

９月ホームページアンケート結果発表

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。
月１日から、
生活に係るものが
色々変わった。な
かでも酒税とタバ
コ税の引き上げに
ついては大きく報
道されていた。私
は飲酒も喫煙もし
ないので、日々感じることは
ないのだが、嗜好品ばかりを
値上げする政府への怒りは共
感できる。
一方、最低賃金の引き上げ
が行われ、新潟県では１円引
き上げられ、８３１円となっ
たが、１円引き上げられても、
それ以上に税率が上がること
で生活水準の低下に繋がる。
これから現実味を増す解散
総選挙、自分たちのために負
けられない闘いがある！
（ Light
）
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質問：９月のHPアンケートは、「昨年などと比べての残業時
間は？」でした。
結果は、「仕事も残業時間も減った」に多くの票が集まり
ました。COVID-19の影響を受けての結果なのかもしれませ
ん。一方、「増えた」という回答もよせられ、人手不足等に
よる過重労働にも気をつけていかなければなりません。
中小企業にも「罰則つき時間外労働の上限規制」が適用さ
れてから半年が経ちました。法律を守ることはもちろん、心
と体の健康を守りながらしっかり働くため、労働組合は３６
協定の締結が適切か、改めて見直してみませんか。
さて今月の連合新潟HPアンケートの題材は『ディーセン
ト・ワーク』です。この機関紙をしっかり読んだならアンケ
ートの選択肢は１つしかない！？
とくに変わらず

7%

増えた

21%

減った（仕事も
減った）
減った（仕事は
減らない）

71%
0%

0%

20%

40%

60%

80%

一部
店舗

100%

連合
新潟

土曜労働相談会 11月は14日に開催

営業時間変更のお知らせ

実 施日
2020

今後も皆さまにご満足いただけるサービスの充実に努めてまいりますので、
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

対象店舗

● 村上支店
● 巻支店
● 燕支店
中越地区
● 小千谷支店

下越地区
佐渡

上越地区

● 新井支店

●中条支店 ● 五泉支店
● 佐渡支店
● 加茂支店 ● 長岡北支店
● 十日町支店 ● 六日町支店
●糸魚川支店

● 津川出張所

11 2

月 から

変更後の営業時間
平日

9：00〜11：30
および

12：30〜15：00

11：30〜12：30は
窓口営業を休業します

平日

9：00〜13：00

13：00 で 窓口営業を終了します

ATMの営業時間は変更ございません。

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。

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）

