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☆第81回埼玉県中央メーデー
☆地協メーデー
☆青年委員会＆女性委員会合同国会訪問
☆元気いっぱいの労組紹介します！
☆平成22年度男女平等月間/全国安全週間/もうすぐ選挙/6月の日程表
☆あけぼのビル
☆第２２回参議院選挙

連合埼玉第81回埼玉県中央メーデー
すべての働く者の連帯で「平和・人権・労働・環境・共生」に取り組み、
労働を中心とする福祉型社会の自由で平和な世界をつくろう!

　第81回埼玉県中央メーデーは4月29日（木）さいたま市鐘塚公

園において5,032人の参加のもと盛大に開催された。

　オープニングアトラクション“侍戦隊シンケンジャーショー”で

は子どもたちがステージのシンケンジャーにくぎ付けとなり大き

な歓声を上げていた。続いて行われた構成組織による“ぶっちゃ

け！大声パフォーマンス”では参加者から、雇用・年金・介護・医

療・教育など生活改善を大声で訴え、賛同の大きな拍手が沸き

起こった。

　式典では、宮本会長より、1980年代以降、自民党政府が実施

した市場原理主義による構造改革は、社会を分断し経済的不平

等を拡大させ、世界同時不況とも相まって雇用の不安定化とそ

れがもたらす人々の生活不安や不平等と貧困が広がる生きにく

い社会になってしまった。連合は雇用形態の違いや、企業規模に

よる労働者の格差是正を求め「仕事と生活の調和」を実現させ、

働き方と所得の二極化をはじめとするあらゆる格差の拡大・固

定化にストップをかけるための運動を強化する。そして、NPOや

NGOなどの幅広い市民運動とも連携し「労働を中心とした福祉

型社会」の実現を目標に、「平和・人権・労働・環境・共生」のコン

セプトのもと、構成組織、地域協議会のタテ・ヨコの絆をさらに

強め、活動に邁進していくと述べた。政治活動では、働くものの

声が反映できる「国民の生活が第一」を掲げる民主党を中心とし

た連立与党による安定過半数を確保し、安定した政権にするた

めに、なんとしても連合組織内比例区候補者の全員当選と埼玉

選挙区「島田ちやこ」の当選に向けて全力で取り組むと、力強く

述べた。

　続いて来賓の上田埼玉県知事を始め、福祉事業団体、地元市

長、民主党・社民党それぞれの代表から挨拶を戴いた。来賓、祝

電・メッセージの紹介の後、メーデースローガン（案）を女性委員

会の田村幸子さんが、続いてメーデー宣言（案）を青年委員会の

矢口樹さんが提案し、参加者の拍手で採択された。

　最後に宮本会長の掛け声で“すべての働く者の連帯で、自由

で平和な世界をつくることに貢献し、希望と安心の社会をつくる

ため、団結しガンバロー”と誓い合い終了した。

上田清司
埼玉県知事

吉沢邦雄
埼玉労福協理事長代行

清水勇人
さいたま市長

山根隆治
民主党埼玉県総支部連合会代表代行

日森文尋
社民党埼玉県連合代表

メーデー式典 5.032人が参加

宮本会長
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ぶっちゃけ！ 大声パフ
ォーマンス

写真で見る真 見
第81回

埼玉県中央メーデー

写真で見る
第81回

埼玉県中央メーデー
開会挨拶
松井副会長

メーデー宣言提案
青年委員会・矢口さん

メーデースローガン提案
女性委員会・田村さん

閉会挨拶
永井副会長

本部テント

式　典 出　展

会　場

オープニング

実行委員会打ち合わせ シンケンジャー
ショー

シンケンジャーと握手！

行委員会打ち合わせ

司会：木村副
事務局長 司会：横山執行委員

式典の様子

ドリンクコーナー スナックコーナー

お楽しみ抽選会

会長賞ゲッ
ト！！

団結ガンバロー

女性委員会

フルーツコーナー

埼玉県物産販売

多くの家族連れも参加

連合埼玉推薦地方議員のみなさん ステージのお花　先着販売
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地協メーデー・前夜祭

開催模様
■4月23日（金）：さいたま市民会館おおみや小ホール

■参加者：177名

■式典、抽選会、アトラクション

■アトラクションでは「パギやん」の弾き語りと「ミスター梅介」の知

的な笑いに魅了。豪華賞品を取り揃えた抽選会は女性司会者の

お茶目な進行が大ウケでした。

さいたま市地協メーデー前夜祭

■4月25日（日）：秩父ミューズパーク（野外ステージ）

■参加者：841名

■式典、抽選会、福祉カンパ、子ども風船配布、大声パフォーマンス

■晴天の中開催された、第81回秩父地協メーデーは、参加した家

族、子ども達の笑顔で満ちあふれていた。今、福祉型社会と安全・

安心な地域社会実現を、私たち労働団体が果たしていかなけれ

ばならないと実感するメーデーとなった。

秩父地協メーデー

■4月25日（日）：本庄市役所駐車場

■参加者：597名

■式典、抽選会、デモ行進

■天候不順が続いていた4月ですが、当日は快晴に恵まれ、約600

名の参加がありました。抽選会では省エネを象徴する最新のLED

ライトを採用した32型液晶テレビを始め、多数の景品で大いに盛

り上がり、デモ行進では連合の街宣車もデモ隊に加わり、地域に

メーデーをアピールすることができました。

本庄・児玉郡市地協メーデー

■5月1日（土）：羽生中央公園自由広場

■参加者：400名

■式典、抽選会

■羽生地区、労働者400名の参加を得て『第51回羽生地区統一メー

デー』を開催した。天候にも恵まれ、実行委員長の挨拶に始まり、来

賓の方々の挨拶、スローガン・メーデー宣言、ガンバロー三唱で式典

は終了し、お楽しみ抽選会も盛大に行われた。

北埼玉地協メーデー

■5月1日（土）：さきたま古墳公園

■参加者：400名

■式典、輪投げ大会、ビンゴ大会

■行田地区に働く約400名の参加を得て『第81回行田地区メーデー』

を開催した。天候にも恵まれ、多数の来賓の方々に挨拶を頂いた。

また、式典の後、恒例のゲーム大会を実施し、盛況の内に終了した。

2010年6月1日
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　連合埼玉青年委員会と女性委員会合同で、5月12日（水）国

会訪問を開催しました。次世代を担う青年委員会と、女性委員

会がより政治に関心を持てるように民主党埼玉県連の協力を

いただき、意見交換を中心とした国会訪問としました。

　意見交換に先立ち大室青年委員会委員長及び横山女性委員

会委員長より、受け入れのお礼と訪問の目的などを含めてあい

さつを行い、島田智哉子参議院議員をはじめとする各国会議

員から情勢報告をいただき、意見交換に移りました。

　意見交換では年金問題や、普天間基地また高速料金など多

岐にわたりましたが、担当する国会議員から分かりやすく説明

をいただきました。政権与党となって初めての意見交換となり

ましたが、議員の重責や真剣さが伝わる貴重な意見交換となり

ました。

　その後、国会内部の見学を行い普段はテレビでしか見ること

のない委員長室も入室させていただき、参加者で記念撮影も

できました。参加メンバーには国政を肌で感じる良い体験とな

りました。

～青年委員会は国立印刷局・滝野川工場へ～

　青年委員会は国会訪問後、異業種交流として「国立印刷局・

滝野川工場」を訪問しました。

　宮家乙男委員長をはじめとする全印刷局労働組合滝野川支

部のみなさまに受け入れをいただき、通常では入室できない現

場まで見学させていただきました。

　滝野川工場ではお札（日本銀行券）の印刷を行っており、世

界最高水準の偽造防止技術が盛り込まれていることを説明い

ただき、各工程の見学を行いました。委員会一同が感動したの

は筆によるデザイン作成や、原版を彫る匠の技でした。またこ

れら伝統の技に最新の偽造防止技術としてマイクロ文字やす

き入れなどを組み合わせることでお札が作られていることを感

じ取りました。

　また労使ともに安全で働きやすい職場作りに力を入れてい

ることや、さまざまな取り組みなどの意見交換も行いました。

　青年委員会では今後も、研修や視野拡大の一環として異業

種との交流を進めたいと思います。全印刷局労働組合のみなさ

まありがとうございました。

～女性委員会は東京証券取引所へ～

　女性委員会は国会訪問後、日本経済のメインステージである

日本橋兜町の東京証券取引所(東証アローズ)を訪問・視察しま

した。

　ニューヨーク、ロンドンと並んで世界３大証券市場の一角を

占めており、国内はもとより巨額の資金が国境を超えて東京ア

ローズに流れ込み、日々、何兆円もの株式をはじめ、さまざまな

証券が取引され、これによって円滑な資金調達や資金運用を

容易にしている。

　東証アローズは吹き抜けの２階建ての構造になっており、１

階エリアの証券史料ホールでは日本の証券の歴史を探訪。その

中には、サンリオのハローキティが描かれたキティちゃん株券

もぬいぐるみと一緒にしっかり収まっていました。

　２階エリアでは吹き抜けの周りの廊下を回ることができ、壁

には、東証の歴史を示す写真が飾られ、中央にはテレビニュー

ス等でよく見る“チェッカー”と呼ばれるもので、取引が成立し

た株価が回っていました。毎日の株価の動きはここ東証アロー

ズから発信されており、世界経済と密接に連動し、刻 と々変動

する企業の株価動向を間近に体感するとともに大スクリーン

の迫力も体験することができました。

青年委員会・女性委員会合同の国会訪問！

国会訪問後

常任委員長室

造幣局前にて

オープンプラットホームの大画面をバックに



－４－ E-mail:rengo-saitama@mlaa.rengo-net.or.jp
URL http://rengo-saitama.jp/

－５－

Ⅰ．どんな組合ですか？
　私たちの職場は、京浜東北線と東京外環道が交差している場

所に位置しており、JR南浦和駅から徒歩10分のところにありま

す。昭和38年に埼玉県公安委員会から指定自動車教習所として

の認可を受け、普通自動車を中心に中型自動車、自動二輪車や旅

客輸送を目的とした二種免許取得に向けての教習を行っており、

これまで多くのドライバーやライダーを道路交通の場へ送り出し

てきました。また、今年から地球環境への配慮としてハイブリッド

タイプの教習車両を導入し、エコドライブを実践しています。

　組合活動としては、指定の認可を受けた時機と同じくして労働

組合が結成され、昨年には第46回の定期大会を迎えることがで

きました。その定期大会では役員選挙が行われ、選出された新役

員・新体制の下、新たな活動方針に沿った組合活動に日々邁進し

ております。

Ⅱ．特徴的な活動を教えて下さい
　文化、教宣活動の一環として各クラブ活動の支援を行っています。

＜何故その活動を行っているのか＞

　私たちの職場ではシフト制の勤務であるなどの理由から、全て

の組合員が一同に会することが少ないため、他の職員とのコミュ

ニケーションが取れない状況になりがちです。したがって、定休

日を利用したクラブ活動を通じてコミュニケーション不足を解消

し、組合員同士の親睦を図れるようにしています。

＜成果について＞

　現在は、野球部、卓球部、カメラクラブが定期的に活動し、交流

の場を作っています。また、最近ブームになっている東京近郊で

の登山を目的とするクラブとして新たにハイキング・ウォーキング

部が発足しました。発起人いわく日頃の運動不足の解消と富士山

制覇が目標とのことです。さらに今年は、釣りクラブが結成され多

くの組合員が加入しています。

＜今後の方向性＞

　クラブ活動の他にも、組合主催の旅行を2年毎に実施していま

す。第3回を迎えた昨年は、JR東労組さんの協力により福島県会

津若松市の芦ノ牧

温泉旅行に多くの

組合員が参加し、

親睦を深めてきま

した。今後もこの

ような活動を通じ

て、組合員の親睦

を図ってまいります。

Ⅲ．今後の課題について
　自動車教習所を取り巻く環境は、免許取得人口の減少や若者

の車離れ等の影響で年々厳しさを増しているのが実態です。しか

しながら私たちは、雇用の安定・ゆとりある生活の実現に向けて

の活動は行っていかなければなりません。したがいまして組合員

が一丸となって、この目標に立ち向かうと共に、上部団体である

交通労連本部との政策活動や、連合に加盟するさいたま地区の

労働組合との連携を図り積極的な労働運動を行ってまいります。

Ⅳ．組合のＰＲをお願いします
　私たちには新規運転免許取得者育成の他、地域の交通安全セ

ンターとしての役割もあります。毎年春には、さいたま市や川口市

の高齢者を対象とした講習会を実施し、秋には県警白バイ隊員に

よる二輪ライダーの呼び戻し教育も行っています。これからも、こ

のような活動を行い安全で安心できる交通環境を構築していき

たいと考えております。今後もご支援・ご協力をお願いいたします。

����������
����

����������
����������

����

元気いっぱい
の労組紹介し

ます!

交通労連埼玉交通運輸労働組合
うらわ自動車教習所労働組合支部

埼玉県さいたま市南区文蔵3-11-9
牧　邦夫
４８名
自動車運転に係る教習業務及び技
能検定業務。初心運転者や高齢運
転者等に対する法定講習業務。官
公署や企業を対象とした自動車運
転再教育業務。

〒336-0025
執行委員長
組 合 員 数
業 務 内 容

ハイブリッドタイプの教習車両

旅行の際に立ち寄った南ヶ丘牧場にて旅行の際に立ち寄った南ヶ丘牧場にて

すぐ隣は東京外環道です

2010年6月1日
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２０１０年度 連合埼玉「男女平等月間」の取り組み
目的

実施期間

連合埼玉の取り組み

平成２２年度　全国安全週間

現在予定される6月の日程表です
連合埼玉・事務局

行事等
地協・産別・労福協・福祉事業団体・県･上部・外部団体

メンタルヘルス研修会（10：00～16：00・あけぼのビル）

災害ボランティア「第14回基礎研修」（13：00～17：00・あけぼのビル）

「ネット21運動」2010年度第2回運営委員会（10：00～・連合埼玉会議室）

埼玉労働局意見交換（10：00～・埼玉労働局）

第4回政策制度委員会（13：00～・連合埼玉会議室）

第7回四役・執行委員会（ときわ会館）
「埼玉高年齢者雇用推進委員会」及び「シニア就業支援プログラム検討委員会」
「シニアワークプログラム検討推進委員会」（9：30～・埼玉労働局）
①シニア連合幹事会（13：00～・連合埼玉会議室）
②シニア連合組織代表者会議（14：00～・あけぼのビル501）

１日
２日
３日
４日
５日
６日
７日
８日
９日

１０日

１１日

１２日

１３日
１４日
１５日
１６日
１７日
１８日
１９日
２０日
２１日

２２日
２３日

２４日
２５日

２６日
２７日
２８日
２９日
３０日

火
水
木
金
土
日
月
火
水

木

金

土

日
月
火
水
木
金
土
日
月

火
水

木
金

土
日
月
火
水

「日米地位協定」抜本改定を求めるシンポジウム（17：30～・ラングウッド）

連合総研ワークショップ（13：00～・四谷主婦会館）
経済産業省との打ち合わせ（16：00～・ときわ会館）

ときわ会館企画委員会（10：00～・ときわ会館）

第2回ライフサポートステーション運営会議（10：00～・連合埼玉会議室）

中央労金通常総会

①第22回埼玉教組定期大会（9：30～・国立女性教育会館）
②埼玉婦人問題会議第36回全体会（13：30～・with youさいたまｾﾐﾅｰ室1）

①埼玉労福協企画委員会（14：00～・ときわ会館）
②帰宅困難者対応訓練第2回実行委員会（15：00～・連合東京）

①埼玉労福協理事会（10：00～・ときわ会館）
②埼玉労福協地域労福協代表者会議（13：30～・ときわ会館）

①平和行動ｉｎ沖縄（～6/25）
②労信協評議員会（9：00～・ときわ会館）
③ときわ会館理事会（10：45～・ときわ会館）

6月

連合埼玉は、男女平等参画社会に関する組合員の理解を深め意識を高めることを目的とし、本年度は次の取り組みを

６月の期間に実施します。なお第２２回参議院選挙の関係から一部については延期しての開催・取り組みとなります。

平成22年6月1日(火)から6月30日(水)

①男女平等参画推進及び男女平等月間のアピール(機関紙マンスリー5・6月号に掲載)

②「男女平等参画推進担当者会議｣の開催　(8/中旬予定)

③連合埼玉男女平等参画推進委員会と女性委員会ならびに青年委員会との合同会議

④民主党埼玉県連男女共同参画委員会との意見交換会(③④同日開催：8/末、9/中旬予定)

⑤仕事と生活の調和に向けた取り組み(6月ホームページに掲載)

⑥労使による一般事業主行動計画策定に向けた取り組み(参院選終了後)

⑦職場の男女平等の推進(6月ホームページに掲載)

構成組織及び
加盟組合の取り組み

①｢男女平等参画推進宣言｣の取り組みについて(5月下旬～6月30日)

②｢標語募集｣の取り組みについて(参院選終了後)

※詳細については連合埼玉ホームページ　活動報告　の　男女平等参画推進　にアクセスして下さい。

スローガン “みんなで進めようリスクアセスメント
　　　　　　　　　めざそう職場の安全・安心”●本 週 間：２０１０年７月１日～７日

●準備期間：２０１０年６月１日～３０日
全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来「人命尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界における自主的な労働災害防止活動を

推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、本年で８３回を迎え

る。毎年、７月１日から７月７日までを本週間、６月１日から６月３０日までを準備期間としています。全国安全週間においては、スローガンが設けら

れており、週間中の意識の高揚を図るため、看板、ポスター等として広く事業場に掲示します。

　　連合埼玉では、今年も構成組織の協力をいただき県内で独自の安全ポスターを作製しました。　職場の意識向上のためにもご活用ください。

＝　も　う　す　ぐ　選　挙　＝

告示日：２０１０年７月２５日（日）　投票日：２０１０年８月１日（日）

鴻巣市長
選挙

東松山市長
選挙５９才（無・現２期・連合埼玉推薦３回目）

告示日：２０１０年７月１１日（日）  投票日：２０１０年７月１８日（日）

◆原口 和久 (はらぐち かずひさ) ◆松坂 喜浩 (まつざか よしひろ)
４９才（無・新・連合埼玉推薦初）
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あけぼのビル
事務局長　　佐藤　道明

2010年6月1日

◇政権交代の成果を考える
2009 年 8 月 30 日は、戦後日本において歴史的

な日であったはずである。50 年におよぶ自民党独
裁政治がもたらした政官業の癒着による腐敗政治
に対し、有権者が初めて「ＮＯ」を突きつけ、「国
民の生活が第一」を掲げた民主党を選択したので
はなかったか。莫大な借金をはじめ、自民党政治
の負の遺産は短期間で到底解消できるものではな
く、もっと長い目で政権交代の行方を見守ること
が国民には必要ではないか。鳩山政権が誕生して
から 8カ月が経過し、民主党の政策は着実に実現
しつつある。今回のあけぼのビルでは、この 8カ
月で鳩山政権がどのような政策を実現したのか、
伝えていきたい。
◇着実に実行されつつあるマニフェスト
何と言っても前政権が作った補正予算を検証

し、景気回復・経済対策の効果が乏しいと考えら
れる不要不急の予算を 2.9 兆円削減した、いわゆ
る「事業仕分け」であろう。従来の密室で行われ
てきた予算編成過程を透明化し、税金の使われ方
に国民が大きな関心を持つこととなった。正に事
業仕分けは、税金のムダ遣いの根絶に向けた取り
組みである。
　次に賛否両論あるが「子ども手当」の支給も実
績の一つである。少子化が進む中、安心して子育
てができる環境を整備することは喫緊の課題であ
り、中学校修了までの子ども一人につき、月額 1
万 3千円を支給する子ども手当は、子育てを未来
への投資と考え、次代を担う子どもの育ちを社会
全体で応援するものである。
　子ども手当と並んでマニフェストの目玉であっ
た「高校無償化」は、家庭の教育費負担を軽減し、
希望するすべての生徒が、安心して勉学に打ち込
める社会を実現するため、4 月から導入された。
公立高校の授業料を無料にし、私立高校生には世
帯所得に応じて年額約 12 万円～約 24 万円の支援
金を支給する。しかも、実際は各都道府県の独自
の免除システムが上乗せされ、低所得世帯の負担
は、さらに軽減されることとなる。
　連合の政策に大きく係わる雇用の安定とセーフ

ティネットの拡充にも積極的に取り組んでいる。
雇用保険法の改正は、雇用保険の適用基準である
「6カ月以上の雇用見込み」を「31 日以上の雇
用見込み」に緩和した。このことにより非正規労
働者の 255 万人が雇用保険に加入可能となる。
　失業者に対する取り組みでは、倒産などで職を
失った人が、在職中と同程度の保険料負担で医療
保険に加入できるよう、国民健康保険料の軽減措
置を創設した。また、雇用保険を受給できない人
に、無料職業訓練と訓練期間中の生活費（月額 10
万円）を支給する制度や、離職者であって就労能
力及び就労意欲のある人のうち、住宅を失ってい
る人又は失うおそれのある人を対象に、賃貸住宅
等の家賃として住宅手当を原則 6カ月間支給し、
再就職に向けた支援を行っている。
　さらに、月 60 時間を超える時間外労働に係わ
る割増賃金率を現行の 25％以上から 50％以上に
改正するなど、長時間労働を抑制し、労働者の健
康確保やワーク・ライフ・バランスの実現を目的
とする労働基準法の改正及び時間外労働の限度基
準（大臣告示）が改正された。他にも年次有給休
暇を取得しやすい環境の整備に向けた関係者の取
り組みの促進をはかることを目的として、「労働
時間等見直しガイドライン」を改正し、事業主に
対して制度的な改善を促すこととした。
自民党政権下で廃止となった生活保護の母子加

算を復活させるとともに、父子家庭も児童扶養手
当の対象にするなど、社会的に弱い立場の人に対
する支援にも、しっかりと取り組んでいる。この
ことは連合埼玉が推薦する「島田ちやこ」参議院
議員が取り組んだものである。
◇真の政権交代実現のために
　ここに示したものは、実現した施策や導入する
制度の一部であり、マニフェストに掲げた政策の
うち、多くの政策が既に議論・着手されている。
民主党が今夏の参議院選挙において再び勝利する
ことが、真の政権交代を実現させることである。
「何のための政権交代」だったのかを改めて考え、
昨夏の熱い思いを大切にし、今の政治の動きを逆
行させることがあってはならない。今こそ国民は、
政権交代が私たちに何をもたらすのか、冷静に分
析する目を持つことが求められるときである。
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MONTHLY　VOL：

安心と安全の未来へ

埼　玉
選挙区島田ちやこ
第22回
参議院選挙

の足跡
第２２回参議院選挙・埼玉選挙区における連合埼玉推薦候補予定者である「島田ちやこ」参議院議員の

これまでの6年間に取り組んできたことについて、医療・福祉を中心に報告します。

医療の立て直し!!
産科、小児科医療の再建について予算委員会
など12回の国会質問を行いました。

●診療報酬の大幅改定（10年ぶりのネットプラス）

本体　約5,700億円（前回改定の約4倍）

からだの健康を守る歯科医療！！
民主党歯科医療議員連盟事務局長（現会長代行）
として取り組みました。

●診療報酬の歯科2.09%アップ

●レセプトオンライン化の見直し

●「歯の健康の保持の推進に関する法律案」

　　国会に提出

社会福祉費を大幅増額！！
父子家庭に対する児童扶養手当の支給、生活保護の母子加算復活など
法律案を国会に提出

約３兆９千億円　（＋56.6%増）前年度当初予算費

いのちを守る予算！！

●社会保障（9.8%増）、教育（5.2%増）など税金を重点配分しました

●社会的に弱い立場の方々に対しても、きちんと支援しました

▲2010春闘第4次行動大宮街宣に参加

▲連合埼玉・宮本会長とがっちり握手！

◎例）産科、小児科、救急医療の充実、ハイリスク分
娩、ＮＩＣＵ（※NICU＝新生児特定集中治療室：病院に
おいて早産児や低出生体重児、何らかの疾患のある新生

児を集中的に管理・治療する部門）、ＮＩＣＵ後方病床
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