
 

 

Ⅰ．第 28期(2018 年)活動報告 
 

１．活動経過報告 
 

２０１７年 
  

１１月２５日 青年委員会第 28回定期総会 神戸市勤労会館 

２５日 第 1 回幹事会 神戸市勤労会館 

１２月１９日 第 1 回四役会議 連合兵庫 

２０１８年 
  

１月 ９日 連合兵庫 2018新年旗開き 神戸ﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸｵﾘｴﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 

１６日 近ブロ第 1回青年会議 連合大阪 

１６日 近ブロユースラリー第 10回実行委員会 連合大阪 

１９日 第 2 回幹事会 連合兵庫 

２月 ９日 第 1 回教育・イベント委員会 連合兵庫 

１８日 ～１９日 第 17回連合ユースフォーラム IPC 生産性国際交流センター 

２３日 ～２４日 第１回全国青年委員会委員長会議 連合会館（東京） 

３月 ３日 連合兵庫 2018春季生活闘争要求実現総決起集会 メリケンパーク 

５日 第 3 回幹事会 連合兵庫 

４月 ７日 第 4 回幹事会 連合兵庫 

７日 2018春季学習会 連合兵庫 

１９日 第 2 回教育・イベント委員会 連合兵庫 

２８日 第 89回兵庫県メーデー神戸中央大会 神戸・大倉山公園野球場 

５月１５日 第 5 回幹事会 連合兵庫 

６月１９日 連合第 13回男女平等講座（男性ﾘｰﾀﾞｰ対象） 連合会館（東京） 

３０日 連合兵庫 2018男女共同参画研修会 連合兵庫 

７月２５日 第 6 回幹事会 連合兵庫 

８月２４日 西日本豪雨災害 街頭カンパ活動（中止） JR元町駅東口 

３１日 第 7 回幹事会 津名ハイツ 

３１日 ～９月１日 2018秋季交流会 津名ハイツ 

９月 ５日 青年委員会と連合兵庫役員との対話 連合兵庫 

１２日 第 2 回四役会議 連合兵庫 

２１日 西日本豪雨災害 街頭カンパ活動 JR元町駅東口 

１０月 ２日 第 8 回幹事会 尼崎競艇 

２日 2018役員研修会 尼崎競艇 

１９日 西日本豪雨災害 街頭カンパ活動 JR元町駅東口 

１１月１１日 ～１２日 第 18回連合ユースフォーラム NASPAニューオータニ 

１７日 第 9 回幹事会 連合兵庫 

 

 

 

 

 



 

２．青年委員会関係報告 
 

（１）第 28回定期総会  
と き 2017 年 11月 25日（土）14：00～ 

ところ 神戸市教育会館 405・406号室 

参加者 77名（役員 15名・代議員 62名） 

内 容 1)開会 議長選出                

       2)議長就任                  樋口 勝俊  情報労連 

          書記任命 

       3)青年委員会委員長挨拶   福岡 琢也 青年委員会委員長 

       4)連合兵庫挨拶       辻  芳治 連合兵庫会長 

5)来賓挨拶                人見  誠  神戸市会議員 

       6)祝電・メッセージ披露 

       7)総会役員選出 

       8)役員・代議員出席報告 

       9)議事 

         ①第 27期(2017年)活動経過報告 

         ②第 27期(2017年)活動報告 

         ③第 27期(2017年)活動総括※各担当より報告 

・2017春季学習会報告 ・連合兵庫 2017平和行動 in沖縄報告    

・2017秋季交流会報告 ・2017役員研修会報告  

         ④第 28期(2018年)活動方針（案）について 

         ⑤第 28期(2018年)年間活動計画（案）について 

         ⑥新役員の選出について 

       10)新・旧役員代表挨拶 

       11)書記・総会役員解任  議長降壇 

       12)閉会 

 

（２）2018春季学習会 
と き 2018 年 4月 7日（土）13：30～ 

ところ 兵庫勤労福祉センター（連合兵庫）2階会議室 

参加者  62名（役員・事務局含め）うち女性 12名 

テーマ 知ってる？私の仕事 ～職種を超えるつながりを～ 

内 容 1)開会  

          主催者挨拶      満﨑 太郎  青年委員会委員長 

        2)学習会 

Ⅰ部：参加者アイスブレイク「連合の組織のこと知ってる？」 

        連合兵庫挨拶    森本 秀雄  連合兵庫副事務局長 

        Ⅱ部：青年委員会役員 7名から「わたしの出身構成組織」の紹介 

        Ⅲ部：研修「組織で信頼関係を構築していくためのコツ」 

～人間関係に悩んだら思い出すポイントは・・・～ 

【講師】喜田 菜穂子（ひょうご仕事と生活センター） 

       3)閉会挨拶    本岡 諒一 青年委員会副委員長 

 

（３）2018秋季交流会 
と き 2018 年 8月 31日（金）～9月 1日（土）14：00～ 

ところ いこいの宿 津名ハイツ 

参加者 69名（役員・来賓・事務局含め）うち女性 7名 



内 容 1)開会 

     主催者挨拶       満﨑 太郎 青年委員会委員長 

  連合兵庫挨拶     森本 秀雄 連合兵庫副事務局長 

2)アイスブレイク、ウォークラリー 

   3)夕食交流会（バーベキュー） 

    来賓挨拶     井髙 正和 連合兵庫淡路地協議長 

   4)ナイトイベント 

   5)グループディスカッション 

    テーマ「1泊2日で青年委員会の交流イベントを開催するとしたら・・」 

   6)閉会挨拶     石原 靖之 青年委員会副委員長 

 

（４）2018役員研修会 
と き 2018 年 10月 2日（火）13：30～ 

ところ 尼崎競艇場（尼崎競艇労働組合：自治労・連合尼崎地協） 

参加者 13名（役員・事務局含め） 

内 容 1)尼崎競艇場内見学 

    2)尼崎競艇労働組合との意見交換会 

 

◇会議◇ 
第１回幹事会           １１月２５日 神戸市勤労会館 

第１回四役会議          １２月１９日 連合兵庫 

第２回幹事会             １月１９日 連合兵庫   

第１回教育・イベント委員会      ２月 ９日 連合兵庫 

第３回幹事会             ３月 ５日 連合兵庫 

第４回幹事会             ４月 ７日 連合兵庫 

第２回教育・イベント委員会       ４月１９日 連合兵庫 

第５回幹事会             ５月１５日 連合兵庫 

第６回幹事会             ７月２５日 連合兵庫 

第７回幹事会            ８月３１日 津名ハイツ 

第２回四役会議           ９月１２日 連合兵庫 

第８回幹事会             １０月 ２日 尼崎競艇場 

第９回幹事会            １１月１７日 連合兵庫 

         

 

３．連合本部関係報告 
（１）第 17回連合ユースフォーラム 

と き 2018 年 2月 18日（日）～19日（月） 

ところ IPC 生産性国際交流センター(神奈川県三浦郡葉山町湘南国際村) 

参加者 52名 ※連合兵庫出席者：姫田幹事 

内 容  1)2 月 18日（1日目） 

開会あいさつ 片石 智哉（青年活動委員長) 

       山本 和代（連合副事務局長） 

歓迎あいさつ 柏木 教一（連合神奈川会長） 

基調講演『連合ってなんだ！？』  

講師：山根木 晴久（連合総合組織局総合局長） 

        特別講演①『情報労連「明日知恵塾」の取り組み等について』 

            講師：高梨 真貴子（情報労連中央執行委員） 

        特別講演②『私たちが出来る社会貢献活動』 



            講師：藤原 達雄（基幹労連中央執行委員） 

        パラスポーツ体験～夕食交流会 

       2)2 月 19日（2日目） 

         グループワーク～グループ発表～グループまとめ 

 

（２）第 1 回全国青年委員会委員長会議 
と き 2018 年 2月 23日（金）～24日（土） 

ところ 連合会館 

参加者 47名（各地方連合会 青年委員会委員長 1名） 

※連合兵庫出席者：満﨑委員長 

内 容 1)2 月 23日（1日目） 

講演～地方連合会の活動事例報告 

2)2月 24日（2日目） 

グループ討議～グループ発表 

 

（３）第 13回「男女平等講座」（男性リーダー対象） 
   と き 2018 年 6月 19日（火）10：00～ 

   ところ 連合本部 3階 AB会議室(東京都千代田区神田駿河台 3－2－11) 

   参加者 居田事務局長、森川事務局次長 

内 容 【午前】 

    1)本部提起「連合の男女平等課題の取り組みについて」 

        井上 久美枝（総合男女・雇用平等局長） 

    2)講演①「労働組合を変えよう～変えるのも人変わるのも人～」 

        石井 隆之（電機連合 日本電気労組 執行委員長） 

    【午後】 

3)講演②「多様性を認め合い安全・安心が守られる社会をめざして」 

    鈴木 秀洋（日本大学危機管理学部危機管理学科准教授） 

4)講演＋グループワーク 「笑って考えるワーク・ライフ・バランス」 

瀬地山 角（東京大学大学院総合文化研究科教授） 

 
 

（４）第 18回連合ユースフォーラム 
と き 2018 年 11月 11日（日）～12日（月） 

ところ NASPAニューオータニ（新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢 2117-9） 

参加者 54名 ※連合兵庫出席者：森川事務局次長 

内 容  1)11 月 11日（1日目） 

開会あいさつ  

自己紹介ならびにアイスブレイク 

基調講演『連合ってなんだ！？』  

講師：山根木 晴久（連合総合組織局総合局長） 

        体験学習 パラスポーツ体験、学習会（クイズ形式） 

        防災ボランティア体験 

            講師：会田 理恵子 

（にいがた災害ボランティアセンター事務局長） 

        夕食交流会 

       2)11 月 12日（2日目） 

         グループワーク～グループ発表～グループまとめ 

         グループワーク～グループ発表～グループまとめ 



４．連合近畿ブロック関係報告 
 

（１）近畿ブロック第１回青年会議 
と き 2018 年 1月 16日（火）14：30～ 

ところ 連合大阪 会議室 

参加者 田中 前担当 

内 容  1)各地方連合会 活動報告（近ブロユースラリー以降の活動） 

    

（２）近畿ブロックユースラリー第 10 回実行委員会 
と き 2018 年 1月 16日（火）16：00～ 

ところ 連合大阪 会議室 

参加者 田中 前担当 

内 容  1)記録集の内容確認、次回への課題 他 

    

５．連合兵庫関係報告 
（１）連合兵庫 2018 新年旗開き 

と き 2018 年 1月 9日（火）15：00～ 

ところ 神戸メリケンパークオリエンタルホテル 

参加者 満﨑委員長（当日出席者 450名） 

内 容 鏡開き～乾杯発声終了まで舞台登壇 

 

（２）連合兵庫 2018 春季生活闘争総決起集会・国際女性デーアピール 
   と き 2018 年 3月 3日（土）11：00～ 

   ところ メリケンパーク 

   参加者 役員 14名 

   内 容  集会シュプレヒコール、横断幕・プラカード持ち 

デモ行進チラシ配布、プラカード持ち 

              ※壇上でのシュプレヒコールは石原副委員長 

    

（３）第 89回兵庫県メーデー神戸中央大会   
   と き 2018 年 4月 28日（土）10：00～ 

   ところ 神戸・大倉山公園野球場 

   参加者 役員 14名（全体参加者約 8000人） 

   内  容 式典、抽選会、デモ行進 

          ＜青年委員会への協力依頼＞ 災害支援カンパ・デモ行進警備 

      その他 カンパ金集約結果：130,955円（昨年は 99，686円） 

（自然災害復興支援カンパに活用） 

 

（４）連合兵庫 2018 男女共同参画研修会 
と き 2018 年 6月 30日（土）14:00～ 

ところ 兵庫勤労福祉センター（連合兵庫）2階会議室 

参加者 居田事務局長、藤原幹事 

内 容 ～身近にあるハラスメントや暴力を見抜く力をつけ、解消する取り 

組みを進めよう～ 

1)主催者代表あいさつ  谷口委員長（電機連合） 

2)連合兵庫あいさつ    丸田副会長（男女共同参画推進委員会委員長） 

3)来賓あいさつ    平木 博美（神戸市議会議員） 



4)基調講演 『これってハラスメント？ ～安心して働ける職場づく 

りを目指して～』講師：関西大学文学部教授 多賀 太 

5)グループ・ディスカッション  意見発表、講師コメント等 

6)まとめ、閉会あいさつ   

 

（５）西日本豪雨災害に対する街頭カンパ活動 
と  き  2018 年 8月 24日（金）中止・9月 21日（金）・10月 19日（金） 

時 間 17：30～18：30 

ところ  JR元町駅東口 

参加者 青年委員会役員・女性委員会役員・事務局担当 

内 容 街頭における募金活動（横断幕・募金箱での呼びかけ） 

集 約 9月 21日 3,592円、10月 19日 13,308円 

上記のカンパ金については、連合本部を通じて、広島県、岡山県、愛媛 

県に対して義援金として拠出すると共に、関係地方連合会等のボランテ 

ィア等活動費の一部として拠出する 

 

（６）連合兵庫役員（会長・事務局長）との対話 
  と き 2018 年 9月 5日（水）15：00～ 

ところ 兵庫勤労福祉センター（連合兵庫）2階会議室 

参加者 11名（役員 7名・連合兵庫 4名） 

   内 容 1)連合兵庫 辻 芳治：会長 挨拶 

2)出席者自己紹介 

3)対話（フリートーク）「連合兵庫の活動」「日々の青年活動」 等々 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ  
 

連合兵庫青年委員会は、各構成組織・地域協議会の協力を得て、青年委員会役員の相

互の連帯と理解を深めながら活動を展開してきた。各行事についても、四役会議・幹事

会、専門委員会（教育・イベント委員会など）で検討を重ね、各構成組織、地域協議会

の協力を得ながら行ってきた。 

2018 年度政策・制度要求の活動としては、連合兵庫統一行動への青年委員会として

の役割と位置づけを確認しながら、2018春季生活闘争総決起集会、第 89回兵庫県メー

デーなどの各集会および街頭行動に積極的に参加した。 

 新たな取り組みとしては、「青年委員会役員と、連合兵庫役員（会長・事務局長）と

の対話」を行い、29 期以降は新しい発想力と行動力で、青年委員会を切り拓いていく

ことを全体で確認した。 

今後も今までの活動の実績を土台とし、構成組織、単組・支部、各地域での様々な活

動を進めるためのネットワークとなるよう、青年組合員一人ひとりが積極的に参加し、

より広範囲な活動を追求していかなければならない。 



Ⅱ．第 29期(2019 年)活動方針（案）   2018.12～2019.11 

 はじめに  
 

連合本部は、第 10 回定期大会において連合運動の活性化と次代を担う青年の交流・

育成を目的とし『青年活動委員会』の設置を確認した。その中で、青年層に関わりの深

い課題については、『青年活動委員会』で検討・協議し、青年組合員の意見を連合運動

に反映させるとしている。また、次代の連合運動を担う人材の発掘・育成にむけ、各構

成組織・地方連合会を主体に職場や地域における青年活動のさらなる活性化を図ること

や、引き続き青年活動への女性の参画推進を主要課題とし、意識改革にむけた広報活動

に努めるとしている。 

こうした方針を踏まえ連合兵庫青年委員会は、青年組合員のニーズに対応した新たな

運動と活動を創造し、リーダーの育成、ネットワークづくり、組織強化にむけて、①青

年活動の活性化、②青年の要求実現にむけて、③学習活動の推進、④文化・体育・レク

リエーション活動の推進、⑤社会参加・ボランティア活動の推進、⑥国際連帯活動の検

討を柱に据え、四役会議・幹事会、専門委員会（教育・イベント委員会など）で協議し

活動を推進していく。また、男女共同参画社会の実現と地域活動や社会活動への参画を

めざし、関係組織・委員会などとも連携しつつ、交流活動を中心に取り組むこととする。 

各行事の具体的な企画・実践にあたっては、以下の考え方を踏まえた活動を展開する。 

 

１．青年活動の活性化 
 

（１）構成組織や地域における青年活動を進めるため、連合兵庫青年委員会の活動へ

の積極的な参加をよびかける。 

（２）具体的な活動については、四役会議・幹事会の中で徹底した議論のうえ、前例

に捉われず、柔軟な発想や新たな発想も踏まえつつ、活動計画を策定し実践す

る。 

（３）活動強化・充実にむけ、必要に応じ連合兵庫の各種専門委員会と合同で、研修

会・行事の開催ついて検討・実施する。 

（４）地域における青年層のネットワークを築くとともに、連合近畿ブロックとの交

流をはかり、青年会議にも積極的に参加する。また、全国的な青年の連帯を深

めるため、連合ユースター委員会（青年活動委員会）の提起する活動に積極的

に参加し意見反映にも努めていく。 

（５）青年委員会の活動を幅広く周知するため、情報発信の強化に努めていく。 

    

 

２．青年の要求実現にむけて 
（１）すべての働く者の労働条件の底上げ・底支えと企業規模間・雇用形態間・男女

間などの格差是正と均等処遇の実現にむけ、「2019春季生活闘争」に積極的に

参加する。 

（２）連合運動の理解・浸透と、次世代を担う青年(男女)組合員の意見や考え方を把

握し活動充実に結び付ける観点から、連合兵庫役員（会長・事務局長）との対

話活動を実施する。 

（３）政策・制度要求の実現にむけて、連合兵庫が推薦・支持する首長・議員と連携

をはかっていく。 

（４）今後想定される、地方議会議員選挙などにおいては、「連合の政治方針」を基

本に、連合兵庫の政策を実現する候補者の必勝をめざし、意思統一をはかって

いく。 

 

 



３．学習活動の推進 
 

（１）連合運動、労働組合運動に必要な知識、教養、行動力を身につける青年向けの

学習会を検討・実施する。 

（２）次世代の青年リーダー育成につながる、交流会・研修会等を検討・実施し、「仲

間意識」や「連帯感」を醸成する。 

 

４．文化・体育・レクリエーション活動の推進 
 

（１）構成組織の青年の連帯強化にむけて、文化・体育・レクリエーション活動など

の魅力あるイベントを検討・実施する。 

（２）連合兵庫が主催する各種イベントに積極的に参加する。 

 

５．社会参加・ボランティア活動の推進 
 
 

（１）連合「愛のカンパ」、「平和運動」に構成組織を通じて積極的に参加していく。 

（２）社会貢献活動の一環として、ボランティア団体などとも連携して活動に参加・

協力していく。 

（３）大規模自然災害発生など有事の際には、連合兵庫の要請にもとづき積極的に支

援活動に協力していく。 

 

６．国際連帯活動の検討 

 

（１）連合の方針を踏まえ、国際連帯・交流ができる環境づくりを推進する。 

（２）国際連帯・交流の活動の視点を広げ、兵庫県内、地域での活動を検討していく。 
 

 

 

 

上記活動の具体化については、第 29 期年間活動計画（案）の中で、四役会議・幹事

会、専門委員会（教育・イベント委員会など）で協議検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ．第 29期(2019 年)年間活動計画（案） 

 月 

活動内容 
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

青
年
委
員
会 

定期総会 ○            

四役会議 必要に応じて開催 

幹事会 必要に応じて開催（原則として 2ヵ月に１回開催） 

教育･イベント委員会 必要に応じて開催 

連
合
本
部 

ユースフォーラム            ○ 

連
合
近
畿 

青年会議 その都度対応 

ユースラリー ※2020年開催検討 

研
修
会
等 

研修会 

学習会 

交流会 等 

            

            

            

連合兵庫行事 その都度対応 

春季生活闘争     ○        

政策・制度 連合兵庫の方針に基づき対応 

社
会 

社会貢献活動 

ボランティア活動 
検討していく 

国
際 

 連合兵庫の方針に基づき検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


