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『働くことを軸とする安心社会〜
まもる・つなぐ・創り出す〜』の
実現を目指して！
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何故なら、年に一度しか会え
ない子供や孫に自分の口から
「今回は実家に帰ってくる
な」と言わせる事。本当は、
すぐにでも会って、抱きしめ
たいのに、その言葉を親から
告げる事が、このウイスルの
罪深いところであると。それ
を聞いていた母親と、義理の
姉の様子をじっと見つめてい
ました。私の近くにこんなに
コロナで苦しんでいる人がい
組合員の皆様、新年、明け
る事に初めて気付きました。
ましておめでとうございま
感染し苦しんでおられる方は
す。輝かしい初春を迎え、ま
もちろん、近くにこんなに多
すますご清栄のこととお喜び
くの方がこのコロナで心痛め
申し上げます。旧年中は、連
ている人がいる事に、やり切
合島根及び西部地域協議会の
れない気持ちになりました。
運動に対しまして、多大なる
早く終息に向かう事を心から
ご支援、ご協力をいただき、
願っています。
誠にありがとうございまし
連合島根の会議の中で、各
た。幹事会を代表しまして、
産別の状況を伺いましたが、
厚くお礼を申し上げます。
その多くがコロナの影響を受
昨年は、コロナウイルス感
け、特に製造業や交通関連、
染症の影響で通常の活動が制
観光宿泊業などの産別では苦
限された年となり、メーデー
しい経営状況と聞いており、
や春闘総決起集会等が実施さ
労組に対して厳しい提案を受
れず残念な年となりました。
けている組織もあると伺いま
その中でも、西部地協内では、
した。一時的に我慢しなけれ
感染拡大に最大の注意をはら
ばならない事もありますが、
って出来る範囲内で会議や行
労働組合として組合員と家族
事の開催を行って参りまし
の生活を守るため、今後もし
た。役員の皆様のご協力に改
っかりと交渉していただきた
めて感謝しております。
いと思います。
私事ではありますが、父親
西部地協としても、連合島
の三回忌の法事で、住職の説
根とともに、労働者の雇用確
教に、やはりコロナの事が話
保とその家族の生活の維持に
にありました。この「コロナ」
向け、今何ができるのかを考
は、非常に罪深い災難である
え、最大限の努力をしてまい
とおっしゃっていました。

ります。
民に浸透していたことはもち
昨年も申し上げましたが、西 ろんですが、労組の力が大き
部地 協議 長である私の仕事 く影響していたことを認識出
は、先ずは組合員の皆様に顔 来ました。益田・鹿足地区会
と名前を覚えてもらうことで 議の役員、組合員はもとより
あり、各地区会議の皆様や退 西部地協の全組合員の皆さん
職者連合の方々と意見交換を そして役員の皆さんに改めて
し、顔の見えるお付き合いを 感謝申し上げます。
することと思っています。こ 今年は浜田市を含め、多く
れからもこの事が、運動の原 の西部地区内の選挙も予定さ
点であると認識し、皆様の期 れています。一人でも多くの
待に応えられるよう精進して 連合推薦首長、議員を誕生さ しくお願いします。
まいりますのでどうぞよろし せるため改めて組合員皆様の
結びに、西部地域協議会は、
くお願いいたします。
ご支援をお願いいたします。 連合のスローガン「私たちが
さて、昨年は益田市長選挙 また、国に目を向けますと、 未来を変える～安心社会に向
があり、連合の推薦した山本 我々の指示する、国民民主党 けて～」のもと、
「働くことを
市長の３期目の当選を果たす と立憲民主党が合流し 名 軸とする安心社会 まもる・
ことが出来ました。３つ巴と の大きな塊となりました。島 つなぐ・創り出す」を基軸に、
なった今回の選挙、コロナ禍 根県内においては、 月末に 働く者・生活者の立場に立っ
の影響から、山本陣営は集会 立憲、国民ともに県連組織が た政策実現に向け、
「地域に根
等の開催を見送るなかで支持 設立され、今までと変わらず ざした顔の見える運動」を展
者の反応がつかめない厳しい 連合島根と連携を図っていま 開してまいります。西部地域
選挙となりました。その中で、す。来る衆議院選挙では、島 協議会に対します一層のご支
益田・鹿足地区会議を中心に 根１区では、亀井亜紀子氏の 援、ご協力をお願いしますと
労組選対を立ち上げ、定期的 推薦を決定し、比例区は立憲 ともに、組合員皆様の益々の
な会議を行う中で、労組とし 民主党を支援し、小選挙区と ご健勝とご活躍を祈念し、新
て精いっぱいの支援を行って 比例区を連動させ取組みを行 年のごあいさつとさせていた
いただきました。選挙結果と っていくことが決定されまし だきます。今年もよろしくお
して圧倒的な得票数での当選 た。また、島根２区では、国 願いいたします。
となり、山本市長の実績が市 民民主党から珍部よしひろ氏
が候補者に決定されています
二
〇
二
一
年
（
令和三年）
が、まだ連合島根は態度決定
一月 一日
には至っておりません。今後
の国民民主党県連の県西部で
連合島根西部地域協議会
の基盤強化と闘う体制づくり
議 長 皆尾 智幸
を注視していくこととしてお
ります。私たちは、働く側か
らの視点での法律や政策を作
り、実現させるために、連合
島根の考えに基づき政治闘争
にしっかりと取り組んでいき ☞日時 二〇二一年一月二三日
ます。皆さまのご支援をよろ
（土）一四時～
☞場所 浜田市「ジョイプラザ」
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西部地協は、去る 月 日
（金）に益田市内において、３
期目に挑戦し見事圧倒的に勝
利した「山本浩章」益田市長を
お招きし、９回目となる市政懇
談会を連合島根から成相会長、
地協、地区会議役員、構成単
組・支部代表者など、コロナ禍
にあって規模を縮小する中で、
総勢 名の参加で開催した。
冒頭、皆尾議長および成相会
長それぞれからあいさつを受
けた後、山本市長から９月定例
議会での所信表明を中心に、①
危機管理の課題、②連携と協働
の課題、③行財政改革の推進を
重点課題と捉え、空港や自動車
道の交通インフラや都市基盤
の整備、 などの先端開発の
推進、中世益田の日本遺産登録
に向けた取り組み、中高一貫教
育の実現、新型コロナウイルス
感染症対策など「益田市の市政
運営と課題について」お話をい
ただいた。その後、参加者との
意見交換を行った後、市長との
連携・親睦を深める意味で懇親
会も開催した。
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懇談会の模様
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西部地協は︑連合のめざす
社会像﹁働くことを軸とする
安心社会﹂の実現のため︑政
策・制度要求と提言活動は︑
重要な取り組みとして運動を
進めている︒今年度も連合島
根西部地協各地区における
〜 年度の政策・制度要求と
提言を 各地 区会議の協 力の
下︑とりまとめを行った︒
要求と 提言 項目につい て
は︑①経済政策︑②雇用・労
働政策︑③福祉・社会保障政
策︑④国土・住宅︑交通・運
輸政策︑⑤食料・農林水産政
策︑⑥防災・減災に関する政
策︑⑦ジェンダー平等政策︑
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⑧教育政策︑⑨公務員制度改
革︑⑩人権政策などを重点項
目として要求書を作成し︑
月 日︵月︶に大田市︑江津
市の各市役所︑︑ 月 日
︵火︶に邑南町︑川本町︑美
郷町の各役場︑ 月 日︵火︶
益田市役所︑ 月 日︵水︶
浜田市役所︑ 月 日︵月︶
吉賀町︑津和野町の各役場を
訪問し要求書を提出し︑ 月
〜 月末までの書面による
回答を求めた︒
各自治体からは︑要請内容
をしっかり精査し︑所定の提
出期限までに書面による回答
するとの回答を受けた︒

2020

連合島根は、
「地域に根ざした顔の見える運動」の実践を通した地域活
性化を主眼に、地域社会や他団体・組織と連携し、各地区単位で地域課題
や住民ニーズに対する社会貢献活動を、今年も１２月第１週の日曜日を中
心に実施した。
関係施設などから、お礼のあいさつやお言葉も寄せられている。
各地区の実施内容は、下記のとおり
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江津地区社会貢献活動
NPO 法人「石見の家」にて
地区名
大田地区
邑智地区
江津地区
浜田地区

大田市役所にて

川本町役場にて

益田市役所にて

津和野町役場にて

益田・鹿足
地区

浜田地区社会貢献活動
東公園にて

日時

場所

実施内容

12 月 6 日(日)
9：00〜10：00
11 月 27 日(金)〜
12 月 27 日（日）
12 月 5 日(土)
9：00〜11：00

三瓶山西の
原
単組毎に場
所設定
NPO 法 人
「石見の家」

草刈、ゴミ拾い等
周辺の環境整備
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰなど交通安全に
資する清掃活動
施設回り清掃・窓ふきな
ど

12 月 6 日(日)
8：00〜9：00

浜田市東公
園

草刈、ゴミ拾い等周辺の
環境整備

40 名

12 月 6 日(日)
10：00〜11：30

「希望の里」

障がい者施設の窓拭き等
の環境整備

26 名

☆ 感染を防ぎ、新たな日常を生きるために
1 密集・密接・密室を避ける
2 安全な距離を保つ
3 まめに手を洗う
4 室内換気と咳エチケット
5 接触確認アプリをインストール

人数
28 名
40 名
25 名

