
2022年第１回立憲民主党県連との定期協議

人物重視・候補者本位！働く者・生活者のため尽力する候補者を！

　連合青森は11月12日（土）14時30分から青森市
の観光物産館アスパムにて「2022年第１回連合青
森・立憲民主党県連定期協議」を開催し、連合青
森政治センター幹事13名、立憲県連から16名が出
席し行われた。
　連合青森塩谷進会長は来年執行される第20回統
一地方選挙等において「候補者推薦にあたっては
人物重視・候補者本位。目の前の選挙だけでなく
中長期的な視点で連合青森の政策実現に向け取り
組み、働く者、生活者の立場に立ち尽力する候補
者を我々も当選させるため、支援政党とも連携し
ながら組織の総力を傾注する」と述べた。また立
憲県連の体制に対し、「第26回参院選や青森市議
選においての運営や党勢拡大に向けた組織づく

り、各候補者への支援体制など県連として総括し、
課題を把握し解決策を講ずることが今後の党勢拡
大につながる」と奮起を促した。
　その後意見交換会へ入り、第20回統一地方選挙
に向けた県連選対本部の立ち上げと現在の党公認
候補予定者数など報告があった。連合青森からは
各産別への推薦願について「各後援会から個別に
産別へ要請となるのか。それとも立憲県連で整理
をかけるのか」等、質問があった。
　定期協議最終、連合青森大澤祥宏事務局長は連
合青森と立憲県連と一本化で締結する政策協定に
ついて「各候補者がこの内容を充分理解し、連合
青森が求める運動を議会で反映させてほしい」と
要望した。

労働組合や地域のＮＧＯ・ＮＰＯによる

「支え合い・助け合い」活動サポート

情報は

ら

ら！

新型コロナウイルス
により助けを求めている方々へ
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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、2022年11月に第34回定期総
会を開催し、2023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34回定期総会
日　　時　2022年11月４日（金）18時20分
場　　所　青森県労働福祉会館
出席状況　 召集代議員71名中出席24名・委任45

名、役員22名中21名
【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）
　　　〃　　　　高橋　　栄（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）
　　　〃　　　　宿野部賀恵（全労金）
　特 別 幹 事　　石郷岡　諒（青年委員会）
　　　〃　　　　渡辺亜以子（女性委員会）
　会 計 監 査　　山田　初美（全労金）
　　　〃　　　　小形美佐子（労済労連）

西北五地協第34回定期総会
日　　時　2022年11月18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55名中出席26名・委任26

名、役員18名中13名

【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）
　　　〃　　　　菊地由美菜（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）
　　　〃　　　　浅利　琢則（ＪＰ労組）

下北地協第34回定期総会
日　　時　2022年11月18日（金）18時30分
場　　所　ホテルニューグリーン
出席状況　 召集代議員49名中出席25名・委任18

名、役員16名中14名
【新役員】
　議　　　長　　谷川　豪樹（自治労）
　副　議　長　　成田　早瀬（電力総連）
　　　〃　　　　丸谷　寿志（交通労連）
　事 務 局 長　　新川　　優（連合青森）
　事務局次長　　安倍　泰成（全労金）
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　幹　　　事　　徳　　公大（ＵＡゼンセン）
　　　〃　　　　清野　貴将（自治労）
　　　〃　　　　川端　寿和（ＪＰ労組）
　　　〃　　　　横内　淳二（ＪＲ総連）
　　　〃　　　　吉田　信秋（私鉄総連）
　　　〃　　　　南澤　　望（森林労連）
　　　〃　　　　　　－　　（ＵＡゼンセン）
　　　〃　　　　　　－　　（運輸労連）
　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）
　　　〃　　　　赤田　一美（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34回定期総会
日　　時　2022年11月19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69名中出席18名・委任46

名、役員26名中21名
【新役員】
　議　　　長　　中村　一明（交通労連）
　副　議　長　　新井　克彦（ＵＡゼンセン）
　　　〃　　　　工藤　美賢（自治労）
　　　〃　　　　上平　裕貴（電力総連）
　　　〃　　　　阿部　真彰（ＪＰ労組）
　　　〃　　　　岩泉　和宏（情報労連）
　　　〃　　　　竹林　　茂（基幹労連）
　　　〃　　　　馬場　光秀（私鉄総連）
　事 務 局 長　　武部千賀子（ＵＡゼンセン）
　幹　　　事　　山田　泰之（自動車総連）
　　　〃　　　　小向　政勝（運輸労連）
　　　〃　　　　相内　　直（交通労連）
　　　〃　　　　菊池　　謙（フード連合）
　　　〃　　　　畑中　利之（ＪＲ総連）
　　　〃　　　　荒岡　　仁（紙パ連合）
　　　〃　　　　甲斐　忠行（海員組合）
　　　〃　　　　西村　政浩（全水道）
　　　〃　　　　後藤　　勝（全自交）
　　　〃　　　　佐々木沙紀（全労金）
　　　〃　　　　寺地　康司（ＪＥＣ連合）
　女 性 幹 事　　伊津田秀美（ＵＡゼンセン）

　　　〃　　　　花田　　香（自治労）
　特 別 幹 事　　里　　善仁（青年連絡会）
　　　〃　　　　斎藤　　栞（女性委員会）
　会 計 監 査　　木村　俊彦（電力総連）
　　　〃　　　　三浦　宏視（ＪＰ労組）

上十三地協第34回定期総会
日　　時　2022年11月22日（火）18時
場　　所　ＪＡ十和田おいらせ
出席状況　 召集代議員66名中出席44名・委任17

名、役員19名中15名
【新役員】
　議　　　長　　太田　素直（ＪＰ労組）
　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）
　　　〃　　　　高西　俊明（国公総連）
　　　〃　　　　乙山　瑶子（自治労連）
　　　〃　　　　東　　孝行（日教組）
　　　〃　　　　永瀬　　和（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）
　　　〃　　　　近藤　北斗（全労金）

津軽地協第34回定期総会
日　　時　2022年11月24日（木）18時
場　　所　弘前パークホテル
出席状況　 召集代議員53名中出席21名・委任25

名、役員18名中12名
【新役員】
　議　　　長　　谷川　浩二（ＵＡゼンセン）
　副　議　長　　石田　　丈（自治労）
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　　　〃　　　　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）
　　　〃　　　　今　　正英（自動車総連）
　　　〃　　　　伊藤　和子（電機連合）
　　　〃　　　　櫻庭　知巳（運輸労連）
　　　〃　　　　吉田　友絵（情報労連）
　　　〃　　　　丹代　義孝（交通労連）

　　　〃　　　　佐藤　大介（ＪＲ総連）
　　　〃　　　　小森　幸広（私鉄総連）
　　　〃　　　　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）
　特 別 幹 事　　佐藤　達也（黒石地区協）
　　　〃　　　　吹田　昴平（青年女性連絡会）
　会 計 監 査　　工藤　洋三（ＪＰ労組）
　　　〃　　　　鈴木　　純（日教組）

連合青森各地協総会の様子
【東 青 地 協】

【上十三地協】

【下 北 地 協】

【西北五地協】

【津 軽 地 協】

【三 八 地 協】

＜左写真＞東青地協加藤議長あいさつ

＜左写真＞上十三地協太田議長あいさつ

＜左写真＞下北地協谷川議長あいさつ

＜左写真＞西北五地協片山議長あいさつ

＜左写真＞津軽地協谷川議長あいさつ

＜左写真＞三八地協中村議長あいさつ
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　連合青森女性委員会（横山裕子委員長）は11月
12日（土）、青森市の県労働福祉会館で「第30回
総会」と学習会「資産形成＆こくみん共済coopの
上手な活用方法について」を開催した。総会には
代議員43名中委任出席19名を含む30名が参加し、
2023年度活動方針を決定した。
　あいさつに立った横山委員長は「新型コロナウ
イルスの影響により顔を合わせる機会が制限さ
れ、当初の計画が思うようにいかない状況では
あったが、可能な範囲で活動を継続出来たことは
とても価値があった」とこの１年間を振り返り、
この困難な中、賛同し参加いただいた組合員の皆
さんに感謝の意を述べた。
　次に来賓あいさつに入り、連合青森大澤祥宏事
務局長は今総会の参加者数や第26回参院選での県
内得票数から換算された県内組合員の４割しか
投票行動を行っていないという結果に触れ、「連
合青森として組織拡大など様々な課題はあるが、
『組織運動の強化』に重点を置き進めていかなく
ては今後、活動の浸透を図ることが難しくなると
危惧する」と述べ、「12月執行の十和田市議選や
来年４月の統一地方選において、連合青森推薦候
補者への皆さんの貴重な一票での投票行動をお願
いする」と呼び掛けた。
　続いて議事に入り、2022年度活動報告、2023
年度活動方針（案）、2023年度役員選出（案）が
提起され、活動報告では3.8国際女性デーの取り
組みや健康をテーマとした学習会等が報告され、
2023活動方針では「連合ジェンダー平等推進計画
（フェーズ１）」のもと運動を展開するとして「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。2023新役員選出についてはこれ
まで委員長、副委員長、事務局長の三役と幹事数
名で構成されてきた女性委員会だが、今期、事務
局長の任期途中での退任、後任選出も困難を極め
不在となっていたことを踏まえ、組織運営の安定
化を図るため、代表委員３名と委員数名での構成
が提起され満場一致で承認され、2023年度の活動

をスタートすることとなった。
　続いて開催された学習会で
は、東北労働金庫青森県本部
長谷川信学課長とこくみん共
済coop青森推進本部事業推
進部村井健児部長を講師に迎
え、少子高齢化が進む中、ゆ
とりある老後生活を迎えるた
めの資産形成のコツや自身の
生活に見合った保障について
学んだ。
　総会で選出された2023年度役員は次の通り。
　　代表委員　　佐藤　陽子（ＵＡゼンセン）
　　　 〃　　　 熊谷　彩夏（電力総連）
　　　 〃　　　 横山　裕子（ＪＰ労組）
　　委　　員　　保科由雅子（ＵＡゼンセン）
　　　 〃　　　 山崎　法子（自治労）
　　　 〃　　　 森　　良江（自治労）
　　　 〃　　　 石橋　紗和（電力総連）
　　　 〃　　　 工藤美佐子（ＪＰ労組）
　　　 〃　　　 木村久美子（自動車総連）
　　　 〃　　　 石郷岡愛花（情報労連）
　　　 〃　　　 諏訪加寿美（全労金）

組織運営の安定化を図るため、役員構成を変更しスタート！
連合青森女性委員会第30回総会・学習会
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長
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連合青森とつながろう

❷⓪❷❷年❶❷月行動予定　12月10日現在

〇12月19日㈪ 10時　県労働福祉会館
　「第８回四役会議」
〇12月19日㈪ 上記終了後　県労働福祉会館
　「第１回戦術会議」
〇12月22日㈭ 13時30分　県労働福祉会館
　「第１回地場労組対策委員会」
〇12月28日㈬ 15時　連合青森
　「連合青森と県退職者連合との意見交換」

❷⓪❷❸年１月行動予定

〇１月６日㈮ 14時　県労働福祉会館
　「第１回闘争委員会」
〇１月６日㈮ 上記終了後　県労働福祉会館
　「第12回執行委員会」
〇１月６日㈮ 18時30分　青森市 アップルパレス
　「連合青森・東青地協

2023年新春合同旗開き」

時間額

８５３円

６６円

青森県特定産業別最低賃金 （令和４年12月21日発効予定）

鉄鋼業 ９５８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 ８８８円

自動車小売業 ９１９円

下回ったら、法律違反！

青森県最低賃金

各種商品小売業

０深夜 １,

（※改定後、効力発生までは青森県最低賃金853円を適用）

審議中

ホームページ facebook
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