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復興・再生に全力を尽くし、
「働くことを軸とする安心社会」につなげよう！

　連合山形は、「復興・再生に全力を尽くし、
『働くことを軸とする安心社会』につなげよ
う！」をスローガンに、11月８日（木）大手
門パルズで第25回年次大会を開催しました。
　大会は、片岡代議員（交通労連）、高橋代
議員（ＪＰ労組）を議長団に選出し進行され、
あいさつに立った連合山形大泉会長は、「1000
万連合実現のために、連合本部、構成組織、
地方連合会が一緒に汗をかき、担当者任せで
ない総がかりの組織拡大の取り組みをしてい
かなければならない」と、冒頭、組織拡大に
ついて述べました。また、来る解散総選挙、
山形県知事選挙にふれ、「民主党・社民党・
連合山形の協力体制を維持し、連合山形総力

を挙げた取り組みをしなければならない」と訴えました。
　来賓として、高橋連合本部副事務局長、高橋山形県副知事、瀧井山形市副市長、吉村民主党山形県連幹事長、木村
社民党山形県連合副幹事長、三澤労福協副理事長からあいさつを受け、報告事項（2012年度一般活動・財政報告）が
満場一致で承認されました。
　大会では、今年度より新しく仲間入りした「京浜パネル工業労働組合」が紹介され、小和田副委員長が「健全な労
使関係を確立し、明るく働きやすい職場と豊かで安定した生活を求めていきた
い」と決意を述べると、会場からの温かい拍手に包まれました。
　提案された第１号議案「2013年度活動補強方針（案）」から第５号議案につい
ても満場一致で採択され、補充役員の選出では、副会長として設樂正氏（情報労
連）、執行委員として大場暁氏（運輸労連）、渡部勢津子氏（女性委員会/自治労）、
阿部香代子氏（女性委員会/電機連合）が選出されました。
　「オスプレイ低空飛行訓練反対に関する特別決議」「国政選挙、山形県知事選
挙必勝決議」の二つの特別決議と大会決議が採決された後、大泉会長の音頭で団
結ガンバローを三唱し、運動の前進を誓い合いました。

2013連合山形「新春旗開き」
主催　連合山形・連合山形地域協議会

とき：2013年1月7日（月）15時30分開会　ところ：大手門パルズ３Ｆ「霞城」

新規加盟の「京浜パネル工業労組」
小和田副委員長

連合山形第25回年次大会で
活動補強方針を確立
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補充選出された役員の皆さん
役職名 氏　　名 構成組織名

副会長 設樂　　正 情 報 労 連

執行委員
執行委員
執行委員

大場　　暁
渡部勢津子
阿部香代子

運 輸 労 連
女性委員会（自治労）
女性委員会（電機連合）

退任された役員
　本大会で３人の方が退任されました。大変お疲れ様で
した。

執行委員　　大場　龍馬（運輸労連）
執行委員　　冨樫　洋子（女性委員会・ＪＡＭ）
執行委員　　秋葉富美子（女性委員会・電力総連）

会場からの発言要旨
◦看護職員の離職防止と労働条件改善
を求める署名への協力の御礼と県内
就職と離職防止、離職者の再就職へ
の取り組みの報告。
◦山形市の公契約条例の早期制定に向
けた協力のお願い。

五十嵐代議員
（自治労）

◦少人数学級の推進、さんさんプラン
の実現について、いじめや問題行動
の減少の効果があったことへの報
告・御礼と、さらなる取り組みへの
協力のお願い。
◦公務員における秋季闘争についての
現状報告と、若者を山形へ残すため
賃金の底上げをはかる取り組みの報
告。

庄司代議員
（県教組）

◦民主党政権での高校無償化による中
退者減少など、教育政策の成果と更
なる充実を求めるお願い。
◦学校現場による、教員の人員削減と
非正規労働者の増加について、子ど
もたちの安全安心のため、正規化と
増員を求める政策反映へのお願い。高橋代議員

（高教組）

◦自民党政権による教育基本法の改正
による教員免許更新制度など、教育
現場を無視した改革が二度と起きな
いよう、また、高校無償化や少人数
学級が継続するよう安倍自民党政権
にさせない取り組みの報告と協力の
お願い。足達代議員

（県教組）

◦県合同庁舎分庁舎統合問題に対する
現状維持への取り組み経過報告と、
各地域協議会における更なる協力の
お願い。
◦2013年度県予算編成について、行政
に関する課題や、看護師・介護士の
不足問題、非正規労働についてなど、
連合山形の県要請に反映されたこと
への御礼。
◦山形県知事選挙について、現職の吉
村県知事再選へ向けた支援のお願い。

船山代議員
（自治労）

◦酒田市長選挙に対する対応への御礼
と、今後の対応。
◦地協青年委員会発足について、各組
織への協力の御礼と、県青年委員会
への協力要請。
◦酒田飽海地域協議会の街宣行動や単
組訪問などの活動報告。
◦地域協議会間の幹事情報交換会開催
による活動の活性化のお願い。

斎藤特別代議員
（連合酒田飽海地協）

◦浦和電車区事件の取り組みについて。
◦東日本大震災により被災したＪＲ各
線の早期復旧を求める署名への協力
の御礼と、被災地の早期復興への取
り組みの報告。

伊藤代議員
（ＪＲ総連）

◦10月25日開催予定であった県女性委
員会総会の延期のお詫びと、11月26
日の女性委員会参加のお願い。
◦延期となった理由の女性委員の選出
の遅れについて、各構成組織に早め
の選出と、その後のバックアップの
お願い。
◦第３次男女平等アクションプランに
ついて、2013年度がまとめの年とな
ることから、アクションプランに掲
げている大会等における女性代議員
の増加など、目標達成に向けた取り
組み強化のお願い。

長谷川特別代議員
（女性委員会）
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プロフィール

1942年山形市生まれ。山形東高、学習院大学卒。

衆議院議員11期／山形県１区（1976.12～2012.11）

【衆議院・民主党の主な経歴】

農林水産大臣、国務大臣・総務庁長官、衆議院予算委員長、運輸政務次官、

民主党副代表、国会対策委員長、常任幹事会議長、農林漁業再生運動本部長

１区　鹿野道彦氏（民主党・前）

プロフィール

1965年５月19日生まれ。山形東高、慶応大卒。

日本経済新聞社記者を経て、2003年衆議院選挙にて初当選。衆議院議員３期

【衆議院・民主党の主な経歴】

経済産業大臣政務官、経済産業副大臣、総括副幹事長、政策調査会副会長

２区　近藤洋介氏（民主党・前）

プロフィール

1948年余目町生まれ。酒田商高卒。余目町役場職員を経て、1997から2007年

４月まで山形県議会議員。2009年９月衆議院選挙にて比例東北ブロック当選。

１期

【衆議院・社民党の主な経歴】

社会民主党労働担当常任幹事、社会民主党山形県連政策推進局長

３区　吉泉秀男氏（社民党・前）

　11月20日、連合山形は臨時執行委員会を開き、第46回衆院選（12月４日
公示、12月16日投開票）への対応を決定しました。
　山形県１区の鹿野道彦氏（民主）と山形県２区の近藤洋介氏（民主）を
「推薦」とし、山形県３区の吉泉秀男氏（社民）を「支持」としました。
具体的には、連合山形に総合選挙対策委員会、各選挙区において選挙対策
委員会を設置し闘います。民主党、社民党、連合山形の「反自民」を土台
とした三者共闘で、政治を後戻りさせない闘いとして衆議院選挙に全力で
取り組みます。
　組合員のみなさんのご協力よろしくお願いします。

12.16衆院選へ！政治を後戻りはさせてはいけない！

記者会見する大泉会長と森事務局長

１区鹿野道彦氏、２区近藤洋介氏を推薦！３区吉泉秀男氏を支持！
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　山形地方最低賃金審議会（山上朗会長）は、10月23日、山形労働局長（須永敏良局長）に対し、４件の特定（産業
別）最低賃金の改正決定について、一般産業用機械745円、自動車・同附属部品747円、電気機械器具731円、自動車
整備業749円とし、2012年12月25日を改正の効力発生日とする答申を行いました。
　なお、特定（４産業別）最低賃金の適用者以外の山形県内の事業場で使用される全ての労働者とその使用者は、山
形県最低賃金（地域別最低賃金）が適用され、2012年10月24日（水）から１時間654円に改正されることになっています。

【改正金額・適用労働者数・採決状況】

申出産業・業種 労働者数
（適用労働者数） 改正金額 本審採決

一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業 2,519人 745円（＋６円） ○
自動車・同付属品製造業 5,568人 747円（＋６円） ●
電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品、デバイス製造業 26,672人 731円（＋５円） ▲
自動車整備業 3,447人 749円（＋６円） ○
� 採決状況　○：全会一致　●：使用者側反対　▲：労働者側反対
　
　特定最賃専門部会委員（労働者代表）は以下のとおりです。ご苦労様でした。
１．一般産業用機械製造業
　　佐藤　修一（ＪＡＭ南東北山形県連絡会　事務局長）
　　長瀬　義明（エムテックスマツムラ労組　執行委員長）
　　佐藤　宏一（石澤製作所労働組合　執行委員長）
２．電気機械器具製造業
　　井上　正則（電機連合山形地域協議会　事務局長）
　　熊澤　年啓（パナソニックＡＶＣネットワークス労組山形支部執行委員長）
　　金子　　浩（かわでん労働組合　執行委員長）
３．自動車・同附属品製造業
　　八木　　忍（マーレエンジンコンポーネンツジャパン鶴岡労組執行委員長）
　　佐藤　修一（ＪＡＭ南東北山形県連絡会　事務局長）
　　中島佳津洋（新庄エレメックス労組　執行委員長）
４．自動車整備業
　　浦瀧　靖裕（山形トヨタ自動車労働組合　執行委員長）
　　吉田　太一（全国スバル販売労働組合山形スバル支部　執行委員長）
　　柏木　　実（連合山形　組織広報部長）

特定（産業別）最低賃金の改定額が決定

　11月３日、再選をめざす吉村知事の総合選対本部の発会式があ
り、選挙戦へ本格始動しました。発会式には、鹿野道彦、吉泉秀
男両衆議院議員、舟山康江参議院議員、県議24人、県内の23市町
村長、17市町村議会議長、推薦団体の代表ら約300人が出席。「公
約は達成できたものもあれば、まだ途中のものもある。対話を重
視しながら、取り組む。引き続き県政を担わせていただきたい。」
と決意を語りました。
　山形県知事選挙は、2013年１月10日告示、同27日投票。連合山
形は第12回執行委員会（2012.10.18）で、すでに吉村美栄子氏の
推薦を決定しており、再選に向けて全力で取り組みます。

山形県知事選挙
吉村知事再選に向け、選対本部発足！
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連合山形青年委員会総会が開催
　青年委員会第23回総会が、10月30日大手門パルズで開かれ、総会に先立ち連合山形大泉会長が「労働組合の今日的
役割と青年労働者に求めること」と題した講演をし、「歴史は若者
がつくる。青年委員会の皆さんに期待する。」と応援しました。総
会では、2012年度の活動報告および2013年度の活動方針が満場一致
で承認され、「労働組合活動を若い世代で継承する」「産別・単組の
集合体である連合山形ならではの多様な職場の仲間との楽しい交流
を実施する」など、“学習と交流”を引き続き実践していきます。

　山形大学人文学部において、「連合山形寄付講座」の講義がス
タートし、10月11日（木）の講義には、大泉会長をゲストスピー
カーに開催され、50名の学生が受講しました。大泉会長は、「労働
組合の今日的役割」と題し、連合山形が大学生への「寄付授業」開
設にいたった背景を説明し、将来の働く仲間たちへ、労働現場の状
況から労働組合の役割について講義しました。講義終了後には「質
疑・応答」が行われ、感想や意見のアンケートが提出されることに
なっています。
　「連合山形寄付講座」は、2011年12月８日、連合山形と山形大学
が相互に協力して、学生が労働現場の現状と働くうえでの課題を具体的に理解し、その課題解決に向けて考える姿勢
を培うため、山形大学に「労働と生活」を開設することで合意しました。連合山形、労副事業団体役員が講師となり、
後期授業として開講されます。

　10月26日、連合山形は、2013年度山形県予算編成に向けた要請書を吉村知事に提出しました。
　連合山形の大泉会長から、雇用・労働、行政政策、産業政策、福祉社会保障、教育政策の５つの部会から58項目に
わたる要請書が吉村知事に渡され、その後、連合山形三役らと意見交換を行いました。
　吉村知事は、「やまがた新雇用安定プロジェクト」の進捗状況について説明し、３年後の姿として有効求人倍率
1.0％以上をめざし、産業振興施策と一体となった安定雇用を創出する。誰もが就業できる環境を整備し、各地へ出
前出張所などを行い相談体制を充実させたい。」などと語りました。
　12月21日には、この要請書に関する県の所管担当者との意見交換会が予定されており、予算編成において連合山形
の要請が反映されるようにしたいと考えております。

ゲストスピーカーの大泉連合山形会長

山形大学「連合山形寄付講座」が、はじまりました！

吉村知事に連合山形の政策要請書を提出
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連合山形
女性委員会総会が開催

　女性委員会第24回総会が、11月26日大手門パルズで開
催され、前段で、連合山形大泉会長が「女性の力が社会
を動かす」の演題で講演し、「女性の活躍を阻んでいる
ものを乗り越えよう。壁をどう打ち破り、乗り越えるか。
女性が行動すれば社会が変わる。」と訴えました。総会
では、2012－2013の活動方針が承認され、さらに、仕事
と生活の両立支援を拡充する取り組みの強化と、第46回
衆議院議員選挙・山形県知事選挙の勝利に向け全力で支
援する総会宣言が採択されました。

山形県高齢・退職者連合
「第20回総会」が開催

　山形県高齢・退職者連合の第20回定期総会が、10月30
日大手門パルズで開かれ、2013年度運動方針等が確認さ
れました。総会冒頭、伊藤寛会長は、「右傾化する政治
に歯止めをかけ、政治的混乱を力を合わせて防いでいこ
う」とあいさつをしました。総会には、吉村知事もあい
さつに駆けつけ、「もっともっと、喜びと幸せが実感で
きる山形県の実現をめざしていきたい」と、再選への決
意を語りました。

　11月13日（火）、連合山形などが加盟する一般社団法人山形県労働者福祉協議会は「あこや会館」において、「2013
年度県予算編成に対する要請と提言」と題した要請書を髙橋節山形県副知事に渡し、意見交換を行いました。
　要請書は、勤労者福祉拡充のためとした10項目による「労働者福祉政策等」への取り組み要請内容からなり、大泉
連合山形会長から髙橋副知事に要請書を提出しました。
　懇談会では、髙橋副知事より山形県の今後の施策について説明がなされた後、意見交換を行い、出席した労福団体
より各団体の現状が報告されました。
出席者
【山形県】
髙橋副知事、深澤商工労働観光部部長、飛塚雇用対策課課長・佐藤（勝）課長補佐、小島くらし安心課課長、諸
原高校教育課課長

【山形県労働者福祉協議会】
大泉理事長、髙橋（朗）専務、佐藤職員、連合山形柏木組織広
報部長・高橋（和）総務部長、東北労働金庫門脇本部長・田中
副本部長、全労済三澤本部長・佐藤（昇）専務執行役員、住宅
生協武田専務理事、労信協飯澤専務理事、教育基金協会山口事
務局長、経済社会研究所藤橋専務理事、生協連松本会長理事・
大友専務理事

山形県労福協が県に要請
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2013年度　連合山形機関会議等開催日程一覧
月　　日 時　　間 会　議　名 会　　場

2012年
11月９日（金） 13:30～16:00 第５回地方連合会事務局長会議 ラポール日教済

12月６日（木） 16:00～17:30 第１回執行委員会 大手門パルズ「柊」
12月20日（木） 11:00～15:00 第64回中央委員会

12月25日（火）
13:00～14:00
14:00～15:00
15:00～17:00

第１回地協議長・事務局長会議
連合山形シンクタンク「第38回総会」
年報発表会

大手門パルズ「すみれ」
大手門パルズ「柊」
大手門パルズ「柊」

2013年
１月７日（月）

13:00～14:00
14:00～15:30
15:30～17:30

第１回生活向上委員会
第２回執行委員会
2013新春旗びらき

大手門パルズ「紅梅」
大手門パルズ「山吹」
大手門パルズ「霞城」

１月17日（木） 13:30～16:00 第６回地方連合会事務局長会議 連合会館

２月６日（水）

11:00～12:00
13:00～14:30
14:30～16:30
16:30～17:30

政策制度確立委員会
第３回執行委員会
2013春季生活闘争討論集会
第１回地協事務局長会議

大手門パルズ「柊」
大手門パルズ「柊」
大手門パルズ「葵・橘」
大手門パルズ「柊」

３月２日（土） 13:00～16:00 2013春季生活闘争総決起集会 山形テルサ

３月７日（木）
15:00～16:00
16:00～17:30
18:00～19:00

第２回地協事務局長会議
第４回執行委員会
メーデー「第１回実行委員会」

大手門パルズ「葵」
大手門パルズ「葵」
大手門パルズ「橘」

３月28日（木） 13:30～16:00 第７回地方連合会事務局長会議 連合会館

４月４日（木）
15:00～16:00
16:00～17:30
18:00～19:00

第３回地協事務局長会議
第５回執行委員会
メーデー「第２回実行委員会」

大手門パルズ「すみれ」
大手門パルズ「柊」
大手門パルズ「橘」

４月27日（土） 10:00～14:00 2013山形県中央メーデー 山形市霞城公園他

５月９日（木） 14:00～15:30
15:30～17:00

第６回執行委員会
第４回地協事務局長会議

大手門パルズ「柊」
大手門パルズ「柊」

５月30日（木） 14:00～17:00 第５回地方連合会代表者会議 連合会館
５月31日（金） 10:00～16:00 第65回中央委員会 ホテルラングウッド

６月５日（水） 13:30～14:30
14:30～17:00

第７回執行委員会
第32回地方委員会

大手門パルズ「柊」
大手門パルズ「葵・橘」

６月23日～24日 平和行動in沖縄 沖縄市内
７月４日（木） 14:00～15:30 第８回執行委員会 大手門パルズ「柊」

８月１日（木） 14:00～15:30
15:30～17:00

第９回執行委員会
第５回地協事務局長会議

大手門パルズ「柊」
大手門パルズ「紅梅」

８月４日～６日 平和行動in広島 広島市内
８月７日～９日 平和行動in長崎 長崎市内
９月２日（月） 13:30～16:00 第８回地方連合会事務局長会議 連合会館
９月５日（木） 14:00～15:30 第10回執行委員会 大手門パルズ「柊」
９月13日～16日 平和行動in根室 根室市内

９月25日（水） 13:00～14:00
14:00～15:30

連合山形シンクタンク「第39回総会」
第11回執行委員会

大手門パルズ「山吹」
大手門パルズ「柊」

９月中旬 第２回地協議長・事務局長会議 山形地協
９月28日（土） 第10回ふれ愛チャリティゴルフコンペ
10月２日（水） 14:00～17:00 第６回地方連合会代表者会議 連合会館
10月３日～４日 10:00～16:00 第13回定期大会 東京国際フォーラム

10月16日（水） 14:00～15:30
15:30～17:00

第12回執行委員会
第６回地協事務局長会議

大手門パルズ「柊」
大手門パルズ「柊」

11月７日（木） 10:30～17:00 第26回定期大会 大手門パルズ「霞城」

�連合本部主催による会議・集会を表示
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