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2018 ～ 2019 年度 新役員体制が決まりました！
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ＵＡゼンセン友の会滋賀県支部

清水 崇夫

滋賀県退職教職員協議会

中村 憲市

ＮＴＴ労組退職者の会滋賀県支部協議会

平井 善彦

鉄道退職者の会滋賀支部

清水 明美

滋賀県退職教職員協議会

江畑 弥八郎

連合滋賀

幹事

事務局長

山本 十三

ＪＰ労組滋賀連協退職者の会

事務局次長

小澤 和彦

連合滋賀

浜砂 秀紀

ＵＡゼンセン友の会

須賀 賢而

ＮＴＴ労組退職者の会滋賀県支部協議会

中川 健

電機連合滋賀地協歴代役職員懇談会

鎌田 豊

自治労滋賀県本部退職者会

石心会

東木 武夫

ＪＰ労組滋賀連協退職者の会

関労滋賀地区ＯＢ会

酒田 郁

ＪＡＭ滋賀シニアクラブ

徳村 泰佑

江若交通退職者友の会

全世代型支援の社会保障で “働くことを軸とする安心社会の実現” を！

滋賀退職者連合第２４回総会

農林水産省滋賀県退職者の会

ダイハツ皐月会滋賀支部

尾上 雅秀

全印刷局労組退職者の会彦根支部

山本 進

河合 仁司
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組 織 名

増田 勝治

上田 薫

幹事

職

会計監査

坂倉 保子

自治労滋賀県本部退職者会

田渕 博志

ダイハツ皐月会滋賀支部

私たちの一票で政治に参加しよう！
滋賀県の予定される選挙日程 （２０１８年３月～２０１９年２月まで）
近江八幡市長選挙

４月８日 （日） 告示～４月１５日 （日） 投開票

滋賀県知事選挙

６月７日 （木） 告示～６月２４日 （日） 投開票

滋賀県議会議員補欠選挙 （大津 / 東近江 ・ 蒲生） ６月１５日 （金） 告示～６月２４日 （日） 投開票
長浜市議会議員選挙

７月３１日 （火） 任期満了

栗東市長選挙

１１月１７日 （土） 任期満了

守山市長選挙

２月１９日 （火） 任期満了

ご来賓の皆さま
滋賀退職者連合第２４回総会を７３名の参加のも
と、 開催しました。
冒頭、 議長としてＵＡゼンセン友の会より、 桐山
代議員が選出されました。 その後、 増田勝治会長
が挨拶を述べ、 来賓としてお越しいいただきました
皆さまにご祝辞を賜りました。
総会では、 ２０１７年度活動報告、 会計 ・ 監査報
告を行い、２０１８年度の運動方針 （案）、予算 （案）
についての各議案が全会一致で確認されました。
２０１８年度役員体制については、 長年ご尽力い
ただきました、 関労滋賀地区ＯＢ会選出の幹事松
苗六夫幹事が退任し、 新たに河合仁司さんが幹事
に就任、 会計監査を務めていただきましたダイハツ
皐月会の松島烈会計監査が退任し、 新たに同じく
ダイハツ皐月会から田渕博志さんが会計監査に就
任いただきました。
最後に、ＮＴＴ労組退職者の会の橋井代議員によ
る総会宣言を提案し、満場の拍手で採択されました。

連合滋賀新会長

柿迫博会長が就任！
２０１７年１１月１０日 （金） に琵琶湖ホテルにて開催されました
連合滋賀第１５回定期総会にて、山田清前会長（ＪＡＭ）が退任し、
柿迫博新会長 （自動車総連） が、 新会長として選任されました。
滋賀退職者連合第２４回総会にて、 退職者組織の顧問にも就
任いたしました。 今後とも 「現 ・ 退一致」 の精神で、 安心した
老年期を迎えられることができる社会の実現に向け、 政策 ・ 制度
要求など様々な運動を共に進めてまいります！

正 解 問題１ き （信号機を表している。）

問題２ —９９ （６を逆さまに１を横向きに使う。）
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総会挨拶
滋賀退職者連合
増田 勝治 会長
本日、 お忙しい中たくさんの仲間にお集まりいた
だき誠にありがとうございます。
昨年は、 安倍政権による急な解散で、 第４８回衆
議院議員選挙が行われましたが、 小池都知事によ
る希望の党の結成から民進党の合流、 その後、 リ
ベラル系議員の排除、 その上で立憲民主党の結成
という形になり、 結果、 自公の圧勝という結果になっ
てしまいました。
思えば、 総評 ・ 同盟 ・ 中立 ・ 新産別といったい
ろんな考え方の違う仲間が、 労働者の求める政策
を実現するために集結し、 １９８７年に連合が結成さ

日本退職者連合
人見 一夫 会長

連合滋賀
柿迫 博 会長

連合滋賀議員団会議
今江 政彦 会長

れ、 一時は２００９年に我々が支援する民主党政権
を誕生させるまでに至りました。
現在、 “動乱の時代” となり、 政治では自公の一
強多弱の状態を許してしまう状況となっています。
働き方改革に関する法案審議におきましても不適
切なデータが使用されるなど、 労働者を軽んじた政
府の対応を許すことはできません。
連合も、 今一度、 私たち働く者の政策制度実現
に向け、 ２月１６日に考え方を同じくする国会議員を
集結し 「連合フォーラム」 を結成いたしました。
高齢者を取り巻く問題としても超高齢社会に突入
し、 介護 ・ 認知症の問題など様々であります。
働く者の意見が反映される政治、 誰もが生き生きと
安心して暮らせる社会を目指し、 私たちにとって実
のある政策実現ができるよう、 力を合わせて政策制
度要求を求めていくとともに運動の強化を図っていき
ましょう。
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現状打開に向けて
思い切った行動を

社会保険保障制度等に関する要請行動を実施！
政策 ・ 制度の実現に向けた運動として、 社会保障制度等に関する要求書を１１月１４日に滋賀県健康医療福祉
部へ提出し、 回答をいただくとともに、 意見交換を行いました。

滋賀県に
対しての
要請項目
・ 持続可能な社会保障制度について
・ 地域包括ケアシステムについて
・ 介護保険制度について
・ 貧困 ・ 低所得者対策について
・ 地域公共交通の充実について

意見交換では、 主に介護施設の不足について議
論が大きくなされ、 大きな原因のひとつとして介護
職員の人材不足もあり、 単に施設が受け入れ人数
を増やすだけでは解決できない部分もあるという説
明を受け、 「介護職員の所得を上げるなど国の問
題ではあるが、 これから超高齢化社会となる事も見
据えて、 県からも問題改善できるよう国に要望を上
げてほしい。」 といった意見を述べました。
また、 「サービス付き高齢者住宅」 について、 そ
ういった高齢者向けの住宅を扱う事業書は最近増
えてきているが加入金などが高く、 「お金持ちじゃ
ないと支援サービスを受けれない世の中になるので
はないか？」 といった懸念を訴えると、 サービス付
き高齢者住宅については国土交通省の管轄で多様
な住宅サービスとして、 一概に悪いとは言えない
が、 たくさんの人が支援サービスを受けることがで
きるよう、 グループホームなど地域密着型の介護
サービスを推進していきたいと述べられました。

電機連合滋賀地協歴代役職員懇談会
日本電気硝子労働組合「磊友会」
年齢を経るに従って、 状況や物事の変化に対しては、
拒絶反応や億劫さ等も加わって、 対応する意欲も徐々
に落ちてくる。 如何ともし難いことだが、 何とかしなけ
ればといった気持だけは、 少なくとも忘れずにいたい。
ところで、 当労組のＯＢ会であるが、 これまでは現職
におんぶに抱っこで、 まあまあ的に全てでファジーに
運営し、 会計や規則等も凡そで、 問題が出ないのが
不思議な位の実態であった。 こうしたことから急遽、 臨
時総会開催を含め思い切った整備を断行する中で、
ほぼ所期の目的を達することができた。
幾つになっても年齢には関係なく、 変化に対し前向
きに行動することが、 いかに大事であるか、 改めて痛
感した次第である。
ところで、現状の打開策と変化への対応といった点では、
先の選挙における野党の分裂と、 その後の混迷を見るに
つけて、 もう少し何とかならないものかと思っている。
十人十色、 一人ひとりの顔なり性格が違うように、 各々

いきいき元気に活動中！関労滋賀地区ＯＢ会
関労滋賀地区 OB 会は昭和 60 年に発足し、 自
由にして民主的な労働運動を推進してきた組合経
験者が集い、 滋賀地区の発展に寄与するとともに、
会員相互の連携と親睦を深めることを目的に活動を
展開しています。 会員は地区本部常任並びに支
部三役及び組合職員等の各々経験者で構成して
います。
活動内容としては、 年一回の OB 会総会を始め、
会員相互の親睦を図る場として 「ふれあい行事」 を
毎年開催しており、 昨年秋には、 ダイヤモンド滋
賀 甲賀温泉 「やっぽんぽんの湯」 への日帰り旅
行を実施し、 温泉で日頃の疲れを癒すと共に、 宴
会で交流を図るなど、 楽しいひと時を過ごすことが
できました。
また、 現役組合役員との懇談会も毎年実施してお
り、 「電力の小売り全面自由化」 や 「発送電分離」
など電力を取り巻く情勢が厳しい中、 現役組合役
員が直面している現状の課題について情報交換の
場を設けるなど、 活動を展開しています。 今後も
現退一致での取り組みが必要と考えています。
近年は会員の高齢化も相まって、 総会や行事への
参加者が減少傾向にあり、 いかに OB 会活動を活
性化して行くかが今後の課題であります。
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平成 29 年 6 月 15 日 現役組合役員との懇談会

椿 康夫

の考え方や主義、 主張に違いが出るのは、 至極当た
り前のことである。
敢えて、 そうした違いを全面に出し、 各々が拘りを持っ
て行動すればするほど、 結果的には自らの立場を一層
孤立させ、 前進を阻むどころかバラバラな対応では、 逆
に相手方を利することに繋がるのは、 自明の理である。
数合わせによる野党併合だと非難をされても、 究極は
政権をとってこその政治活動でもある。 この際、 政権交
代という大義名分を是として、 再結集を図るべきであろう。
そういった点では、 過去の滋賀方式と同様にとはい
かないまでも、 中央レベルの再結集への目立った努力
と行動が乏しいのは残念である。 現状を打開し乗り越
えないことには、 これからの時代に即した新たな枠組
みと秩序 形成は、 あまねく期待できそうにもない。
少し言い過ぎかも知れないが、 十人十色、 なかんず
く誰しもが常々考えているであろう個人的な考えとして、
まあ許されるか。

お孫さ
んなど
チャレ
ンジし と一緒に
てみて
下さ

頭の体操クイズ

い！

問題１

問題２

「？」 に入るひらがなはなんでしょう。

以下の３枚のカードを使って作れる
最も小さい数字はいくつでしょう？

あ
あ
平成 29 年 10 月 25 日 ふれあい行事

？

あ

あ
正解は裏面へ！

