
　連合青森女性委員会（東出るり子委員長）は11
月20日（土）10時30分から、青森市の県労働福祉
会館で「第29回総会」と学習会「女性健康セミ
ナー～乳がん触診を学ぼう～」を開催した。総会
には代議員43名中委任出席10名を含む34名が参加
し、向こう一年間の活動方針を決定した。
　あいさつに立った東出委員長は、「コロナだか
ら何もできないと嘆くのではなく、知恵を出し合
い活動していこうと１年間取り組んだ。結果、オ
ンラインでの体験型学習会など、やり方次第で
様々な活動が出来ることを知った。またコロナ禍
の下、多くの女性が職を失うなど女性が弱い立場
にあることが明らかとなった。この男女間格差を
埋めるには女性が声を上げなければならず、声を
上げるには現状を知らなければいけない。現状の
問題・意見を女性委員会の活動へ結び付けていき
たい」と強調した。
　来賓あいさつに入り連合青森大澤祥宏事務局長
は「女性委員会の活動と同時にLGBTへの対応に
も取り組んできた」と述べ、「性的マイノリティ
という数少ない方々が、安心して生活し誰もが取
り残されないために何をすべきか考えてきた。県
においても昨日、パートナーシップ制度の早期導
入への意向を示したものの、この対応は非常に遅
いと感じている。まだまだ青森県は誰にでも優し
い県になっていない。これからも女性委員会とし
て声を上げていってほしい」と呼びかけた。
　議事に入り、2021年度活動報告、2022年度活
動方針（案）、新役員選出（案）が述べられた。
2022年度活動方針では、ジェンダー平等にむけ、
社会的うねりをつくり出すとして「女性活動組織

の充実」「女性政策の充実」等、提起され承認さ
れた。
　続いて開催された学習会では、青森ピンクリボ
ンプロジェクト片岡郁美事務局長を講師に迎え、
青森県の乳がんの現状とセルフチェック方法を学
んだ。片岡事務局長は「乳がんの罹患率は年々高
まっているものの、青森県においては検診率が低
いこともあり、死亡率は増加傾向にある」と現状
を語り「月１回セルフチェックすることを習慣化
してほしい」と述べ、触診方法を講演した。
　総会で選出された2022年度役員は次の通り。
委 員 長　横山　裕子（ＪＰ労組）
副委員長　上野　真菜（電力総連）
事務局長　東出るり子（情報労連）
幹　　事　保科由雅子（ＵＡゼンセン）
　 〃　 　山崎　法子（自治労）
　 〃　 　森　　良江（自治労）
　 〃　 　柏崎　友香（電力総連）
　 〃　 　木村久美子（自動車総連）
　 〃　 　鎌田　順子（運輸労連）
　 〃　 　工藤美佐子（ＪＰ労組）
　 〃　 　浦山　由希（全労金）

連合青森女性委員会第29回総会・学習会
女性の現状を知り、課題を声にし、活動へつなげる！
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連合青森各地協総会・新役員の紹介
　連合青森各地協は、2021年11月に第33回定期総
会を開催し、2022～23年度の活動方針を確認し
た。各地協の活動報告では、賃金労働条件の改

善、組織拡大、政策・制度、国民運動など向こう
一年間の活動について述べている。
　以下は総会日程と選出された新役員の氏名。

東青地協第33回定期総会
日　　時　2021年11月５日（金）18時
場　　所　青森県労働福祉会館
出席状況　�召集代議員73名、出席23名、委任46

名、役員22名中20名、傍聴２
新 役 員
　議　　　長　　加藤　　篤（自治労）
　副　議　長　　岸野　勝弥（ＵＡゼンセン）
　　　〃　　　　田邊　昌平（電力総連）
　　　〃　　　　飯田　孝一（ＪＰ労組）
　　　〃　　　　佐藤　貴博（自動車総連）
　　　〃　　　　宮田　慶輝（情報労連）
　事�務�局�長　　関　　竜一（ＪＰ労組）
　幹　　　事　　小笠原大倫（自治労）
　　　〃　　　　佐藤　　淳（運輸労連）
　　　〃　　　　藤巻　博志（交通労連）
　　　〃　　　　石田　孝史（ＪＲ総連）
　　　〃　　　　熊林　和希（フード連合）
　　　〃　　　　小山　貴仙（全水道）
　　　〃　　　　　　－　　（国公総連）
　　　〃　　　　佐々木文子（全自交）
　　　〃　　　　堀　文比古（政労連）
　　　〃　　　　長田　直也（森林労連）
　　　〃　　　　菊地由美菜（全労金）
　特�別�幹�事　　石郷岡　諒（青年委員会）
　　　〃　　　　武井沙也乃（女性委員会）
　会�計�監�査　　畠山　　均（全労金）
　　　〃　　　　小形美佐子（労済労連）

下北地協第33回定期総会
日　　時　2021年11月12日（金）18時30分
場　　所　はねやホテル
出席状況　�召集代議員51名、出席35名、委任７

名、役員16名中13名

新 役 員
　議　　　長　　谷川　豪樹（自治労）
　副　議　長　　伊世　　恒（交通労連）
　　　〃　　　　成田　早瀬（電力総連）
　事�務�局�長　　新川　　優（連合青森）
　事務局次長　　中野　勇磨（全労金）
　幹　　　事　　横内　淳二（ＪＲ総連）
　　　〃　　　　川端　寿和（ＪＰ労組）
　　　〃　　　　清野　貴将（自治労）
　　　〃　　　　吉田　信秋（私鉄総連）
　　　〃　　　　南澤　　望（森林労連）
　　　〃　　　　福永　　翼（ＵＡゼンセン）
　　　〃　　　　徳　　公大（ＵＡゼンセン）
　女�性�幹�事　　釜萢百合子（ＵＡゼンセン）
　特�別�幹�事　　大堀　光司（青年女性連絡会）
　　　〃　　　　菊池　雄三（北通り地区協）
　会�計�監�査　　浜田　健二（電力総連）
　　　〃　　　　伝法　　健（ＪＰ労組）

三八地協第33回定期総会
日　　時　2021年11月13日（土）16時
場　　所　三八地方労働福祉会館
出席状況　�召集代議員68名、出席17名、委任47

名、役員27名中22名
新 役 員
　議　　　長　　中村　一明（交通労連）
　副　議　長　　竹林　　茂（基幹労連）
　　　〃　　　　新井　克彦（ＵＡゼンセン）
　　　〃　　　　上平　裕貴（電力総連）
　　　〃　　　　岩泉　和宏（情報労連）
　　　〃　　　　工藤　美賢（交通労連）
　　　〃　　　　阿部　真彰（ＪＰ労組）
　　　〃　　　　馬場　光秀（私鉄総連）
　事�務�局�長　　武部千賀子（ＵＡゼンセン）
　幹　　　事　　寺地　康司（ＪＥＣ連合）
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　　　〃　　　　小向　政勝（運輸労連）
　　　〃　　　　赤平沙哉香（全労金）
　　　〃　　　　後藤　　勝（全自交）
　　　〃　　　　西村　政浩（全水道）
　　　〃　　　　鈴木　　敏（海員組合）
　　　〃　　　　畑中　利之（ＪＲ総連）
　　　〃　　　　山田　泰之（自動車総連）
　　　〃　　　　荒岡　　仁（紙パ連合）
　　　〃　　　　菊池　　謙（フード連合）
　　　〃　　　　相内　　直（交通労連）
　女�性�幹�事　　花田　　香（自治労）
　　　〃　　　　伊津田秀美（ＵＡゼンセン）
　特�別�幹�事　　　　－　　（青年連絡会）
　　　〃　　　　　　－　　（女性委員会）
　会�計�監�査　　橋元　宏明（電力総連）
　　　〃　　　　野田　一幸（ＪＰ労組）

西北五地協第33回定期総会
日　　時　2021年11月19日（金）18時
場　　所　プラザマリュウ五所川原
出席状況　�召集代議員64名、出席30名、委任32

名、役員18名中15名、傍聴１
新 役 員
　議　　　長　　片山　　勉（自治労）
　副　議　長　　佐野　幸誉（ＪＰ労組）
　　　〃　　　　鍋田　千秋（日教組）
　事�務�局�長　　秋田谷宗孝（交通労連）
　事務局次長　　遠藤　寛紀（電力総連）
　幹　　　事　　　　－　　（ＵＡゼンセン）
　　　〃　　　　五十嵐申也（自治労）
　　　〃　　　　阿部　　隆（電機連合）
　　　〃　　　　江良真由美（運輸労連）
　　　〃　　　　　　－　　（情報労連）
　　　〃　　　　上見　　勉（交通労連）
　　　〃　　　　工藤文一郎（全自交）
　　　〃　　　　市川　拓実（政労連）
　　　〃　　　　　　－　　（森林労連）
　　　〃　　　　佐藤　達也（全労金）
　　　〃　　　　　　－　　（地方ユニオン）
　女�性�幹�事　　根上　　要（自治労）
　　　〃　　　　小野　瑞子（自治労）

　特�別�幹�事　　工藤　成人（つがる西地区協）
　　　〃　　　　松山　昌史（青年女性連絡会）
　会�計�監�査　　鈴木　統生（自治労）
　　　〃　　　　川村　健一（ＪＰ労組）

津軽地協第33回定期総会
日　　時　2021年11月25日（木）18時
場　　所　弘前パークホテル
出席状況　�召集代議員58名、出席23名、委任21

名、役員19名中15名
新 役 員
　議　　　長　　谷川　浩二（ＵＡゼンセン）
　副　議　長　　石田　　丈（自治労）
　　　〃　　　　吉尾　　悠（電力総連）
　　　〃　　　　石割　崇人（ＪＰ労組）
　事�務�局�長　　玉田　裕明（交通労連）
　幹　　　事　　三浦　博光（ＵＡゼンセン）
　　　〃　　　　葛西　敏美（電機連合）
　　　〃　　　　櫻庭　知巳（運輸労連）
　　　〃　　　　吉田　友絵（情報労連）
　　　〃　　　　今　　正英（自動車総連）
　　　〃　　　　丹代　義孝（交通労連）
　　　〃　　　　佐藤　大介（ＪＲ総連）
　　　〃　　　　小森　幸広（私鉄総連）
　　　〃　　　　金原　達朗（全水道）
　　　〃　　　　落合　武弘（全労金）
　女�性�幹�事　　吉田　　光（ＵＡゼンセン）
　　　〃　　　　工藤　亜紀（自治労）
　　　〃　　　　古川　夏菜（全水道）
　特�別�幹�事　　田中林太郎（青年女性連絡会）
　　　〃　　　　伊藤　智矢（黒石地区協）
　会�計�監�査　　鈴木　　純（日教組）
　　　〃　　　　工藤　洋三（ＪＰ労組）

上十三地協第33回定期総会
日　　時　2021年11月26日（金）18時
場　　所　ＪＡ十和田おいらせ
出席状況　�召集代議員66名、出席48名、委任12

名、役員19名中16名
新 役 員
　議　　　長　　太田　素直（ＪＰ労組）

─3─

2021年12月　



　副　議　長　　佐々木了磨（自治労）
　　　〃　　　　佐々木雅仁（電力総連）
　　　〃　　　　戸澤　　洋（自治労連）
　事�務�局�長　　原　　浩輔（電力総連）
　事務局次長　　佐藤圭一郎（全駐労）
　幹　　　事　　鳥越　直子（自治労）
　　　〃　　　　岡田加寿江（ＪＰ労組）
　　　〃　　　　松田　明久（電機連合）
　　　〃　　　　目時　純一（運輸労連）
　　　〃　　　　福田　禎暢（私鉄総連）

　　　〃　　　　佐々木章彦（国公総連）
　　　〃　　　　大島真奈美（自治労連）
　　　〃　　　　東　　孝行（日教組）
　　　〃　　　　勝浦　祐樹（森林労連）
　　　〃　　　　　　－　　（電力総連）
　特�別�幹�事　　玉熊　寛之（三沢地区協）
　　　〃　　　　石文　　良（青年連絡会）
　会�計�監�査　　三浦　賢明（電機連合）
　　　〃　　　　宿野部賀恵（全労金）

連合青森各地協総会の様子

東青地協�加藤議長あいさつ 下北地協�谷川議長あいさつ

三八地協�中村議長あいさつ 西北五地協�片山議長あいさつ

津軽地協�谷川議長あいさつ 上十三地協�太田議長あいさつ
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「2022旗開き」
開催中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か

ら今年度は中止することとなりました。

　次回の機関紙（新年号）の連合青森塩谷進

会長のあいさつにて新年のご挨拶に代えさせ

ていただきます。

　ご理解のほど、宜しくお願いいたします。

2021年12月行動予定　12月10日現在
〇12月17日㈮�９時　県労働福祉会館
　「第１回四役会議」
〇12月17日㈮�上記終了後　県労働福祉会館
　「第１回戦術会議」
〇12月18日㈯�13時　県労働福祉会館
　「青年委員会第32回総会・学習会」

2022年１月行動予定

〇１月７日㈮�13時30分　県労働福祉会館
　「第１回執行委員会」
〇１月７日㈮�執行委終了後　県労働福祉会館
　「第１回闘争委員会」

時間額

８２２円

２８円

青森県特定産業別最低賃金 （令和３年12月21日発効予定）

鉄鋼業 ９２９円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ８５９円

各種商品小売業 ８５２円

８９０円

下回ったら、法律違反！

青森県最低賃金

自動車小売業

０深夜 １,
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連合青森ホームページ
http://aomori.jtuc-rengo.jp/

連合青森facebook

　東日本大震災から10年が経過した現在、また
いつ起こり得るかわからない大規模災害に備え、
連合青森では『大規模災害備蓄品運動』を展開
することと致しました。
　毎年３月11日を備蓄品の消費期限を確認・補
充する『点検日』と設定し、点検の際、各組織・
各家庭で処理できず廃棄してしまう非常食・飲
料等について『フードバンク運動』として集約し、
生活困窮者の方々へ寄付することと致します。

■取組期間　2021年12月１日～
■取組対象　�各構成組織、単組、
　　　　　　各組合員家庭、
　　　　　　連合青森・各地域協議会

フードバンク運動
■対 象 品：�非常食や飲料（消費期限３か月

以上）
■集約方法：�連合青森・各地域協議会に対し

備蓄品名・数量をご連絡くださ
い。

■集約時期：毎年３～４月
■寄 贈 先：�フードバンク団体（県社会福祉

協議会等）を通じ、必要とする
家庭へ。

大規模災害備蓄品運動
■内　容：�各組織や家庭での災害用備蓄品（食

料・飲料水、生活必需品等）の整
備

■点検日：毎年３月11日

※詳しくは連合青森ホームページをご覧ください。

皆さんのご協力をお願いいたします︕ 
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