
 

 

 

 

 

1 月 28 日（火）18 時 30 分から横須賀三浦教育会館で

『三浦半島地域連合 2020 年新春の集い』を開催しました。 

主催者を代表して及川議長より、『昨年の活動を振り返

りと御礼、2020 年度活動の充実と協力について』挨拶がありました。 

会場には、三浦半島地域連合の構成組織組合員・ＯＢ会員など 200

名を超える参加がありました。 

また、来賓として連合神奈川林事務局長をはじめ、三浦半島４市１

町の首長(三浦吉田市長・逗子桐ケ谷市長・葉山町山梨町長)、牧山参

議院議員、

三浦半島地域連合議員団、多くの労働福祉団体の方も

参加し、それぞれ代表者に挨拶や祝辞を頂きました。 

三浦半島地域連合ＯＢ会の齊藤会長の乾杯ののち

会場では、毎年恒例となったマグロ丼や大粒のいちご、

地域商店で作った手作りサンドイッチなど、美味しい

料理や飲み

物を楽しみながら懇親を深めました。 

今年も三浦半島地域連合の役員がスタッフとなり、手作りの新春の

集いを楽しんで頂くことが出来ました。 

来賓挨拶終了後にはお楽しみの抽選会を行い、その後、酒井議長代

行の閉会挨拶後に、及川議長と酒井議長代行の発声で三浦半島地域連

合と構成組織の益々の発展、参加者全員の活躍を祈念する団結ガンバ

ローを行い、閉会しました。 

 

 

三浦半島地域連合は 2020 年も三浦半島地域主要駅にて『連合の日街頭行動』

を行っています。その中で春闘時期や働き方改革の重要法案などが審議される時

期に『クラシノソコアゲ』キャンペーンを行ってきましたが、連合が 30周年を迎

えて、運動を包含する冠として新たに『2020 連合アクション』に変わります。 

主な理由は下記になります。 

・「クラシノソコアゲ」のネーミングは、そのものが連合の問題意識の発信である。 

・一方、全体のネーミングに比べて、運動の個別の中身（暮らし・仕事・老後・子

育て・政策）については、浸透・定着せずとの課題を今後に活かす。 

・「キャンペーン」の総称を、より強い意志と参加のイメージにつながる「アクショ

ン」に置き換え、その下に配置する個々の運動を、これまで以上に分かりやすく、

共感の持てる表現を工夫し、運動を展開する。 

３月 13 日大船駅東口の連合の日街頭行動は春闘回答が集中する時期に合わせて

『2020 連合アクション』を行います。多くの構成組織のご協力をお願いします。 
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1 月 28 日(火)17 時からＯＢ会員 27名と三浦半島地域連

合及川議長・酒井議長代行・篠原事務局長が参加のもと、第

24 回ＯＢ会総会を横須賀三浦教育会館５階・中会

議室で開催しました。 

齊藤ＯＢ会会長の挨拶後、報告事項として 2019

年度の活動・会計を確認した後、議案 2020 年度活

動計画・役員体制を議論し、全ての議案が満場一致で可決されました。 

役員改選では長年事務局長をつとめました安村伊三夫（電機連合）事務局長が業務の都合な

どにより退任し、新たに早坂公幸氏（自治労）を事務局長に選出し、それに伴い小田泰司氏（Ｊ

ＡＭ）を副会長に、橋本尚氏（ＵＡゼンセン）を会計監査に、それぞれ選出、新たな会員の確

認も行い、新たな体制(51 名体制)のもと 2020 年度をスタートすることになりました。 

第 24 回ＯＢ会総会終了後、18 時 30 分からは三浦半島地域連合新春の集いに参加し、来賓や

現役の役員との交流を深めました。 

【三浦半島地域連合ＯＢ会会員名簿】6 増 2 減 51 名体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連合は 2019 年 11 月に結成 30 周年を迎えました。連合神奈川は４か月遅れて、2020 年の

３月 11 日に 30 周年を迎えます。これにともない、連合神奈川では 30 周年イベントのプロジ

ェクトが立ち上がっています。 

プロジェクトの決定に基づき、三浦半島地域連合としても『連合神奈川 30 周年』の冠をつ

けたイベントなどを開催していきます。 

三浦半島地域連合は連合神奈川の結成から１

年９か月後の 1991 年 12 月 19 日に結成され、

2021 年 12 月に 30周年になります。 

ＮＯ 役員氏名 氏名 役職 ＮＯ 役員氏名 氏名 役職

1 自動車総連 齊藤雄治 会長 27 神教協 宮本敦実

2 自動車総連 郡司典好 28 神教協 丸茂　忍 【新】
3 自動車総連 土橋雅一 29 神教協 伊東良祐 【新】
4 自動車総連 滋野秀昭 【新】 30 基幹労連 山口裕司 副会長
5 電機連合 薦野　彰 31 基幹労連 甲木裕之
6 電機連合 安村伊三夫 32 基幹労連 北村清治 幹事
7 電機連合 野尻信良 33 基幹労連 河南高之
8 電機連合 橋本誠 34 ＪＡＭ 伊関功滋
9 電機連合 茂泉　晃 副会長 35 ＪＡＭ 小田泰司 副会長
10 電機連合 宮下寿幸 36 ＪＡＭ 新田尊士
11 電機連合 小高大 37 ＵAゼンセン 橋本尚 会計監査
12 自治労 鈴木政雄 38 ＵAゼンセン 渕信寛
13 自治労 加藤泉 相談役 39 ＵAゼンセン 奥田誠一
14 自治労 早坂公幸 事務局長 40 全駐労 飯島智幸 幹事
15 自治労 森田洋郎 41 全駐労 乙川寛喜
16 自治労 渡辺紳一郎 42 海員組合 宮川吉雄
17 自治労 小川慎 43 全水道 角井基
18 自治労 佐野秋次郎 44 全水道 笹本敦史 幹事
19 自治労 宮原弘和 45 全水道 安藤広一
20 自治労 遠藤利一 【新】 46 ヘルスケア労協 大津弘道 幹事
21 神教協 竹田邦明 47 組織内議員ＯＢ 和田猛美
22 神教協 藤本泰成 48 組織内議員ＯＢ 山本文夫
23 神教協 芹沢秀行 49 組織内議員ＯＢ 岡田和則
24 神教協 天野順太郎 50 組織内議員ＯＢ 大村博信 【新】
25 神教協 岸本隆巳 幹事 51 組織内議員ＯＢ 横山純子 【新】
26 神教協 齋藤辰二 52


