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組 合 に 入 ろ う !

永井新執行委員長による団結ガンバロー

永井執行委員長による 武藤、米内山両議長と
定期大会開催代表挨拶 紺谷中央本部執行委員長

全駐労青森地区本部 第67回定期大会を開催

2020年度運動方針他を決定しました!

青森地区本部では、10月25
日(金)、きざん三沢で青森地
区本部の第67回定期大会を開
催しました。
夕方５時から行われた大会

には、出席代議員51名、役職
員12名、傍聴者４名、ご来賓
６名が出席しました。
来賓挨拶では、全駐労中央

本部の紺谷執行委員長が、中
央本部で取り組んでいる課題
について、情勢報告を行いま
した。
続いて、連合青森の山内事

務局長、青森県公務労協の泉
幹事、ＪＰ労組青森連協の高
村幹事、こくみん共済coopの
大塚部長、労金十和田支店の

柿崎支店長からご挨拶をいた
だきました。
また、駐労議連議員の田名

部匡代参議院議員と木明和人
県議会議員のお二人は公務の
ため交流会から参加していた
だきそれぞれご挨拶をいただ
きました。
会議では、カミサリーの武

藤さんと車両管理部の米内山
さんを議長団に選出し、青森
地区本部の2019年度の活動報
告と2020年度の運動方針案、
予算案などの各議案の審議を
行いました。
運動方針案の審議では、最

重要課題である組織拡大の取
り組についての意見・要望が

出され、予算案審議でも質問
が出るなど活発な討議が行わ
れ、全ての議案が満場一致で
採択されました。
また、重要課題に対するス

ト権投票については、事前に
全組合員に配布し、投票前日
までに回収された投票用紙の

、集計が選管委員により行われ
集計の結果、別記のとおり多
数の賛成が得られスト権が確
立しました。

＊なお、2020年度運動方針の
概要は、近日中に組合ホーム
ページに掲載しますので、是
非ご覧ください。



定期大会で決議された事項

１.2020年度運動方針の要点（特徴）

①目標を定めた組織の強化・拡大

②次期特別協定改定に向けた取り組み

③在日米軍再編に伴う雇用確保

④駐留軍従業員のステータスの確立

⑤従業員の安全確保と衛生管理の徹底等、

法令遵守・労働慣行の尊重

⑥駐労の賃金労働条件の維持改善

２.2020年度予算に関する件.

３.スト権確立に関する件

４.会計監査人の委嘱に関する件

年間ストライキ権確立投票結果

2019年10月25日
第67回定期大会

有 効 投 票 数 ４５７票
賛 成 票 ４３６票
反 対 票 １２票
白 票 ９票
無 効 票 ０票

〔参考〕
組合規約 第６章 同盟罷業
第46条

、地区本部が同盟罷業を行う場合は
◇一部省略◇又は組合員の直接無
記名投票の過半数による決定を経
て開始する。

◇11月～12月の主な予定◇

11月13日 第１回地区本部委員会

28日 軍休日(感謝祭)

12月５日 年末手当支給日

６日 組織拡大委員会(予定)

10日 給料日

13日 第２回中執・中闘委員会
防衛省団交

17日 第２回執行委員会

28日 ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ講習会

28日～ 組合事務所年末年始休
１月５日

７日 第３回執行委員会

16日 第２回地区本部委員会

25日 2020年新年旗開き

Schedule第６７回定期大会

祝電・メッセージ

全駐労東京地区本部 様

全駐労神奈川地区本部 様

〃 横須賀支部 様

〃 さがみ野支部 様

全駐労広島地区本部 様

全駐労山口地区本部 様

全駐労長崎地区本部 様

全駐労沖縄地区本部 様

〃 ズケラン支部 様

〃 マリン支部 様

〃 空軍支部 様

参議院議員 小沢雅仁 様

国公連合東北地区協議会 様

ＪＰ労組東北地方本部 様

ＪＰ労組上北地方支部 様

東北防衛局三沢防衛事務所 様

(独)駐留軍労働者労務管理機構三沢支部 様

駐留軍要員健康保険組合 様

明治安田生命保険相互会社 様



２０20年

全駐労新年旗開きのご案内

開催日 2020年１月25日(土) 17:00～
会 場 きざん三沢
ﾁ ｹ ｯ ﾄ 個人2,000円、

家族（大人２名）3,500円
中・高校生１人500円
小学生以下無料
但し、ご夫婦共組合員の方は、２名で3,000円、
再雇用の組合員の方は、500円引きとなります。

＊ チケットは12月16日（月）から組合事務所で販売いたします。

組合行事企画ご案内12月～１月の

女性部主催

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ講習会

日 時：2019年12月28日(土) 10:00～12:00

会 場：幸町集会場
材料代：1,500円(個人負担分)

＊尚、参加される方のみ１人２セットまでＯＫ

準備する物：ハサミ＆タオル

締 切：12月13日(金)まで

12月28日(土)

１月25日(土)

台風19号豪雨被害被災者救援募金の募金箱を
組合事務所に設置しますので、募金に協力下さい

10月 12日に日本に上陸した台風19号は、関東地方や
甲信地方、東北地方などで記録的な豪雨災害となり、
甚大な被害をもたらしました。
現在、各地で復旧に向けた取り組みが進められてい

ますが、未だに避難所での生活を余儀なくされている
人がいるなど、まだ時間がかかるものと思われます。
被災した方々に少しでも役立てていただくため、組

合事務所に募金箱を設置し募金を募ることにしましたので皆さんのご支援を
よろしくお願いします。



〔組合事務所の年末年始の予定〕
年末12月28日(土)か組合事務所は、

となりら年始１月５日(日)までお休み
、 。ますので よろしくお願いいたします

なお、緊急の連絡は、下記にお電話
ください。
080-5579-6605 (書記長・斉藤)

〔日本生命の団体契約について〕
組合では、組合員の方の掛金が割引

になる団体契約を日本生命と結んでい
ます。今回、団体扱いの規定人数であ
る20名を下回ってしまいましたので、
日本生命の契約がある組合員の方で、
未だ団体扱いに切り替えていない方が
ありましたら、組合員までお知らせく
ださい。

〔組合情報の配布について〕
冬期間中（３月位まで）は、下記の

とおり、郵送又はｗｅｂ配信を中心に
行う予定です。
紙面での情報をご希望の方は、組合

事務所までご連絡下さい。
2020年１月(新年号)‐郵送で配布
予定
2020年２月、３月‐毎月15日前後
にＨＰにアップ予定

〔組合ホームページについて〕
組合員専用サイトのアドレス(URL)

は、毎年１月に変更されます。新しい
アドレスは、12月に配布予定の組合員
手帳に新しいＱＲコードを添付します
ので登録をお願いいたします。

〔ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種について〕
組合員の方は、駐健保のインフルエ

ンザ予防接種助成金申請の書類を組合
事務所にお持ちいただければ、組合か
ら駐健保に郵送いたしますのでご利用
ください。

（ サービス指定店とは、組合員の方が割引などのサービスを受けられるお店です。）

居酒屋”いっぽう”さん
〒033-0001 三沢市中央町1-2-13
TEL;0176-57-4616
＊組合事務所隣り、組合の無料ビール券もご利用
ください。

酒菜彩々 ”ほうりょう”さん
〒033-0001三沢市中央町2-3-34 AIMビル2F
TEL:0176-57-4565
＊三沢基地正面ゲート前、組合の無料ビール券も
ご利用ください。

串処 ”タカ”さん
〒033-0001 三沢市中央町1-6-23 タカビル
TEL:0176-57-3337
＊なかよし公園角、組合の１ドリンクサービス券も
ご利用ください。




