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第 21 回定期大会

オンライン開催 笑顔で交流

11 月 7 日午後 1 時より第 21 回定期大会を初の
オンラインで開催、全国 14 都府県から代議員と
傍聴あわせて 38 人が参加しました。
開会挨拶を礒野委員が行ったあと、江部委員
の提案で議長を 2 名選出(東京、埼玉)、加藤女
性部長と角田中央執行委員長がそれぞれ挨拶し
ました。角田委員長は「女性部の存在は大きな
意味がある。集まれば様々アイデアが出され、
相談や悩みはやがて大きなたたかいへと変わっ
ていく、そんな力を持っている」と述べられま
した。
続いて、全労連議長の小畑雅子さんのビデオ
メッセージが披露されました。(裏面参照)
次に井上事務局長が経過報告と方針提案、金
丸委員が会計報告と予算提案を行いました。
休憩後に小島委員が「ながのバック」を PR、
そのあと愛知保育パート支部の特別報告、続い
て各地から 18 人の発言がありました。
浜田委員が大会宣言案を読み上げたあと、新
役員を提案、加藤部長ら 9 名が再任、新潟と愛
知学童保育支部の 2 名が加わり 11 名の役員体制
となりました。秋月委員が閉会挨拶をした後、
加藤部長を先頭に今期も奮闘するぞと団結がん
ばろうのあと、参加者は「私のねがい」プラカ
ードを掲げてエール交換しました。

発言の特徴 (事務局長のまとめ)
①コロナ禍 対応に追われる学童の現場と人ど
うしが交わることの大切さが語られました。
②たたかい 理不尽な解雇に立ち向かう裁判の
たたかいの報告やトラック職場でたたかう報
告がありました
③団体交渉・要求提出は、積み重ねることで労働
条件をよくしていく、制度変更で処遇が悪く
ならぬようにするには、建交労として団体交
渉で一つ一つ勝ち取っていくことが一番大切
だという発言がありました。
④学習 憲法カフェ、ジェンダー、ハラスメン
ト、様々なテーマで取りくんだ報告がありま
した。昨年の大会で紹介された映画「ローズ
アンドブレッド」を春闘学習で観たことや、
ジェンダー問題にとりくむ必要性も発言され
ました。
⑤つながり・あつまり １人組合員とのつながり、
組合員の家族会とコロナ過でどうつながる
か、未組織労働者の組織化の大切さが語られ
ました
⑦女性部確立 岡山、新潟女性部の資金づくり
の工夫がありました。兵庫西宮支部の立ち上
げに続き兵庫県でも来年、期待しています。
⑧オンラインでのメリット 常に参加できない人
が参加できる。できないこともあるができる
ことを見つけることも大切と語られました。

第 21 期役員
部 長 加藤 美沙子 (福島)
事局長 井上 玉紀 (徳島)
委 員 江部 明子 (東京)
礒野 紀子 (長野)
永島 公美 (新潟)新
浜田 玉奈 (愛知)
廣瀬 久子 (愛知)新
金丸 涼子 (大阪)
小島 マリ子 (兵庫)
秋月 のり子 (福岡)
山本 由里子 (本部)
※提案用紙に誤りあり。小島マ

↑本部 6 階会場の様子 前列左から江部さん、渋谷さん(議長)、山本さ リ子さん所属「西宮支部」が正。
ん、村上さん(議長) 後列左から横山さん、角田委員長

コロナ過でこそ
がんばろ～!

1 段目(左から)徳島、本部(東京、埼玉)、兵庫、福島、愛知
2 段目 大阪、京都、福岡大牟田支部、兵庫
3 段目 ながのバッグ、福岡、沖縄、大阪、新潟

4 段目(左から) 広島、福島、
長野上田、長野、京都
5 段目 長野松本、岡山、岡山

感想あれこれ

★(愛知・三井)直接会えない状況でもオンラインで
全国のみなさんとつながりあえることはいいと思
いました。発言も聞けて良かったです。
★(福島・宗形)各々が抱えている問題、それに向か
って解決しようと頑張っているみなさんの話を ★(京都・坂田)初めてのことでとても緊張しました。
早くコロナが収束し、またみなさんにお会いでき
聞き、自分も励まされ、もう少し頑張らなくて
る日を楽しみにしています。
はと思いました。
★(京都・浦田)全国の日々の活動の報告を聞けて、
中
★(埼玉・渋谷)コロナの中でもみなさんの顔が見
央の大会はいつも楽しみです。なかなかできてい
れてお話しできたのがよかった。愛知のストラ
ない府本部の組合員さんの要求実現をみなさんに
イキ行動などとても勇気をもらいました。
習って活動していきたい。除菌ティッシュ最高で
★(東京・村上)ズーム会議は苦手ですがこの大会
した。
はすごくよかった。発言一つ一つに元気と感動
をもらい、なんだかがんばろうという気持ちに ★(京都・宮出)コロナでリモートになってしまった
が今後もちろん集まって顔見ながらがいいと思い
なりました。日本政府に、核兵器禁止条約批准
ます。が、行けないひとやところもリモートでつ
を求めてガツン!とやりたい、でもガツンってど
うすればいいのかアイデアなし。考えてみよう。 ないで共存みたいにするのもたくさんの人が参加
できるかなと思う。
★(新潟・永島)オンライン大会は新鮮で、多くの参
加が可能で感染の心配もないので安心。でもや ★(京都・森谷)支部で 1 台を発表用にし、ノートパソ
コンも１台用意して別室で皆で視聴。ビラ折り、
はり素直な悩みなど顔を見ながらおしゃべりが
約 1500 ティッシュ詰めしました。少しバタバタで
できず少しさびしい気もします。
したが 12 日の宣伝行動の用意できました。
★(長野・市川)女性部のみなさんのお顔、元気な様
子をパソコン画面越しに拝見し、各々の場所で ★(京都・藤井)昨年大会に参加、今年はリモートで皆
様の顔が見れて懐かしく感じました。リモートだ
がんばっておられる様子をお聞きし大変うれし
と普段参加できない
と
かったです。集まれないのは残念ですが、雇止
方々も大勢参加でき
めや労働環境の悪化とたたかっておられる皆さ
そうだと新しい発見
んの発言に元気や勇気をいただきました。
がありました。
★(長野・高井)丁寧に段取り、準備されたであろう
様子が伝わって本当にお疲れ様でした。

(京都)藤井さん、浦田
さん

↑(長野)市川さん郷津さん (徳島)藤原さん井上さん亀井さん

★(兵庫・細見)一人一人のお顔がよく見えてオンラ
インもいいものだと感じました。愛知の報告は特
に「がんばったんだ」と実感することができ、私
もがんばるぞ!と思いました。みんなが発言でき
てよかったです。でもやっぱり女性部大会はおか
し食べながらワイワイとしたいですね。
★(岡山・山田)コロナ過で大変な中みなさんの顔を
見ることができ、各地の報告を聞くことができて
よかったです。
★(岡山・朝倉)皆さんの元気なお顔を見ることが
できてよかった。今の状況がいつまで続くかわか
りませんが、いろいろな形でつながり活動してい
けたらと思います。廣木さんに画面を通してです
がお会いすることできてうれしかったです。
★(徳島・亀井)オンライン開催で参加することがで
きました。みんなが発言できてよかったです。
★(福岡・多田)コロナ過なのでオンライン会議は仕
方ないと思いますが、直接顔をあわせないので表
情や雰囲気がわかりにくい。コロナ過での学童や
支部での活動を聞きやれることを少しずつがん
ばっていきたいです。
≪なんでも感想・意見≫
・ズーム併用で意見交換、学習会等できればいいな。
・参加しやすい曜日、時間帯です。
・土曜保育のため参加者が限られてしまったかも。
・進行が大変スムーズで素晴らしい。最後のプラカ
ードで左右が反転し書いた文字がうまく映らず、

修正する方法がとっさにわかりませんでした。
事前の接続時にプラカードの確認もしてみたほ
うがよかったかもしれません。
・本部の画面を大きくして進行してほしかった。
・オンライン会議は 3 時間程度が限界。発言をき
くだけなので少し疲れました。
・初めてのリモートにしてはうまく運営されてい
ました。画面を見てマイクで話しすることが案
外難しいと思いました。
・2 時間くらいは接続が可能だったが、あとの 1
時間はとぎれとぎれになってしまった
・山本さん、相馬さんお疲れ様でした。スムーズ
な進行に感心しました。

↑特別報告者の尾崎さん・長縄さんと浜田さん
名古屋市の保育パートの処遇引き下げは納得
できないと 3 月 9 日「苦渋の決断」でストライ
キを決行、5 月、まず夏季休暇をとりもどすこ
とができました。
「心ひとつに行動すれば山は動
かせる」。背景は一人一人が書いた『要求パッチ
ワーク』
。愛知保育パートニュース№470 をお読
みください。何度読んでも心が熱くなります。

挨拶・メッセージ(要旨)
≪開会挨拶 礒野紀子委員≫

大会を終えて

≪全労連議長 小畑雅子さん≫

7 月全労連大会で私が初の
力ありがとうございました。今年 女性議長に就任したことが各
の嬉しいニュースは、核兵器禁止 方面でとりあげられましたが、
条約が来年 1 月に発効されると このことは日本のジェンダー
決まったことです。
長年の運動が 平等がすすんでいないことの
あらわれです。女性が多い非正
みのりました。
また私たちが支援
規を差別し正規との格差を容
してきた長野・特養あずみの里事
認するこの間の裁判の判決は
件が東京高裁の判決により、山口
許しがたく、個人の尊厳を傷つ
けさえさんの無罪が確定したこ
けるものです。2021 春闘では、
とです。毎年集まれる大会では長 一人一人の労働者の実態を『見
野のりんごで皆さんを歓迎する える化』すること、要求をみん
ところですが、今年は残念です。 なのものにすること、たたかう
でもみなさん元気に集まれてよ ための組織を大きくすること
かったです。今日はよろしくお願 の 3 つが大事です。ともに頑張
いします。
りましょう
昨年は長野災害カンパのご協

各地からの
たより

京都で宣伝行動

京都女性部は 11 月
6 日、四条烏丸にて仲
間増やしの宣伝行動
を行い 7 名が参加し
ました↓

ながのバッグ

カタログ販売はじめました
11 月からカタロ
グ販売をはじめまし
た。バッグ大中小と
ショルダー、ポーチ
あわせて 83 個を掲
載。すでに 33 個販売
済み。ご注文・お問
い合わせは本部山本
さんまで。
(モデル)長野・礒野さんと倉島さん

建交労ホームページにカタログ掲載中 見てね～

≪加藤美沙子女性部長≫
大会お疲れさまでした。活動
内容が手短に語られ、日々の
奮闘が目に浮かびました。で
も、やっぱりもどかしい。ち
ゃんと会って、うなづきなが
ら、肩をたたきながら、お話
をしたい思いを強く持ちまし
た。
多くの働く女性がコロナの
感染拡大で、生活に大きな影
響を受けています。周りの女
性たちを気遣いつつ、時には
自分をほめたり、許したり。
がんばっていきましょう。

女性部のとりくみ
①女性部は９月、
「9 ちゃん除菌シート」を 3000
個作成、平和・拡大宣伝に使ってもらおうと
女性部活動・組織のある県本部を中心に配布
しました。
②建交労春闘討論集会が 11 月 21～22 日にサン
バレー伊豆長岡(静岡)で開催され、女性部は
オンラインで 3 名参加、小島さんが女性部大
会について発言しました。1 日目終了後の京
都フェスタ実行委員会には、小島さん、山本
さんが参加、女性部がどんな役割をするか検
討課題となっていて、12 月 4 日午前 10 時半
打ち合わせ会議をオンラインで行います。
③今後の予定は次のとおりです。
12 月 12 日 全労連女性部春闘討論集会
(オンライン、参加予定/徳島の藤原さん)
2021 年 1 月 26 日午後第 1 回女性部委員会
(オンライン)
≪後記≫全世界の人々を襲ったコロナウイルス。
しかし私たちのたたかいを止めては平和・平等
社会は実現しない。
「失業と貧乏と戦争に反対す
る」建交労女性部の底力、今こそ発揮の時!集ま
れないけどオンラインならと初めての試みに挑
戦、直前までドキドキしましたが、本部書記の
みなさんはじめ各県本部のご協力のもとに無事
開催することができました。3 時間越えの参加、
みなさん本当にお疲れ様でした。コロナ収束後
に集まれる日が早く来ますように。(井上)

