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2021 年 7 月 30 日（金）13 時 30 分より東京・友愛会館 大
ホールをメイン会場として、各拠点を Web（Zoom）で繋ぎ、
2021 年度第 1 回中央委員会が開催されました。

古賀副中央書記長の司会により、議長には阿部中央委員（共
同印刷労組）が就任し、議事次第に沿ってすすめられました。
以下内容となります。

2021年度 第1回 中央委員会開催

佐藤中央執行委員長

大窄労働条件委員長

宍戸中央書記長

中村財政部長 田中会計監査
メイン会場の様子（Web参加の皆様とオンライン接続）

～中央執行委員長挨拶～
‥‥ 佐藤中央執行委員長

～中央委員会審議事項～
　・2021 春季生活闘争のまとめ（案）

‥‥大窄労働条件委員長
　・構成組織の脱退
　・構成組織からの会費減免申請

‥‥ 宍戸中央書記長
～大会審議事項～
　・2020 年度活動報告

‥‥ 宍戸中央書記長
　・2020 年度決算報告

‥‥ 中村財政部長
　・2020 度会計監査報告

‥‥ 田中会計監査
　・2020 年度繰越金処分（案）

‥‥ 中村財政部長
　・2021 年度運動方針（案）

‥‥ 宍戸中央書記長
　・2021 年度予算（案）

‥‥ 中村財政部長

2021 年度　第 1回中央委員会　議事次第

開　会
議長選出
議長挨拶
中央委員会成立宣言
中央執行委員長挨拶
経過報告
１．内部・外部関係活動報告
２．2020 年度本部活動報告
３．2020 年度決算報告
４．2020 年度内部会計監査報告

議　事
１．2021 春季生活闘争まとめ（案）
２．2020 年度繰越金処分（案）
３．2021 年度運動方針（案）
４．2021 年度予算（案）
５．構成組織の脱退について
６．構成組織からの会費減免申請について
７．第 28 回定期大会の開催について

議長降壇・挨拶

閉会

議長：阿部中央委員司会：古賀副中央書記長
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第 1回 中央委員会 質疑応答

平和 4行動【沖縄・広島・長崎・根室】

出典　連合HPより

2021 平和行動は、コロナ禍によりオンライン開催を中心に
一部開催形態見直しとなり、印刷労連からの参加要請も残念
ながら見送る形となりました。連合は、2021 年、戦後 76 年
を迎え、核兵器禁止条約発効後、最初の平和行動という節目
において、改めて原子爆弾がもたらした惨劇とその非人道性、
そして平和の尊さを訴え、語り継ぐため、ぜひご覧ください。

下記 URL から動画を視聴できます。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/kizuna/peace/

連合は平和運動として主に、次の 3 つの課題に取り組んでい
ます。

1． 核兵器廃絶による世界の恒久平和の実現と、被爆者支援
の強化

2． 在日米軍基地の整理・縮小、日米地位協定の抜本的見直
しに向けた運動

3．北方領土の早期返還と日ロ平和条約の締結をめざす運動

＜出された意見（一部抜粋＞

質問：凸版印刷労組・種田中央委員／共同印刷労組・川村中央委員
・ 連帯基金の使途について確認させていただきたい。また、繰越金処分について、

特別会計へ繰り入れることの適正について伺いたい。
答弁：中村財政部長
・ 2012 年度より予算立てや繰越金の適正化について協議され、会費収入を上回る

繰越金がある場合は繰越金の適正化を図ることが望ましいとされ、現在に至って
いる。連帯基金の使途については、闘争資金、組合活動犠牲者救援資金、政策制
度実現に関する活動費等と規約で定めている。

意見：凸版印刷労組・種田中央委員
・ コロナ禍において、収入および予算と執行のあり方については、是非、スピードアッ

プした議論を進めていただきたい。
答弁：中村財政部長
・ 今後も予算策定のあり方については議論していくべきである

と考える。考え方としては、あくまでも予算ありきではなく、
運動方針をもとに活動として何をやるかが重要である。ウィ
ズ、アフターコロナのあるべき姿を皆で共有し、活動を進め
てまいりましょう。

閉会挨拶
勝又副中央執行委員長

Web での採決の様子 Web で参加の皆さま

会場で質問に立つ
川村中央委員（共同印刷労組）

この他にWeb にて
種田中央委員（凸版印刷労組）、
佐伯中央委員（フォームズユ
ニオン）が質問に立ちました

Web 会議の様子
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地方協議会イベント報告

大阪地協青年委員会レクリエーション「オンラインリアル脱出ゲーム」
2021 年 6 月 19 日（土）にオンラインでの青年委員会のイベントとして今年度 2 回目となる今回は、「リアル脱出ゲー

ム×名探偵コナン四重捜査網からの脱出」を各構成組織から 20 名の参加の
もと、開催しました。

脱出ゲームでは、Zoom のブレイクアウトルーム機能を利用して、4 人×
5 グループに分かれ、名探偵コナンのキャラクターになりきって、制限時間
150 分の設定の中でグループごとにミッションに挑んでいきました。

他労組同士でのグループ編成にしたことにより、新たな出会いの中、始め
はゲーム進行に慣れない部分はありましたが、協力して脱出しないといけな
い難問もあり、次第に仲も深まり楽しむことができました。

思った通りの難易度により、全チーム脱出できずに終了となってしまいま
したが、それでも参加者全員が笑顔になれた大満足のレクリエーションでし
た。 【報告者　大阪地方協議会　西本青年幹事】 イベントの様子

京滋地協・青年委員会共催レクリエーション「オンライン謎解き脱出ゲーム」
2021 年 6 月 12 日（土）京滋地協・青年委員会共催のレクリエーションとして「オンライン謎解き脱出ゲーム　終わら

ないリモート会議からの脱出」を各構成組織より 42 名参加のもと、開催しました。
コロナ禍で対面のイベントは難しい状況の中、確実に開催できるオンラインで何かやろうと幹事会・青年委員会で話し

合い、（株）IKUSA 様の協力をいただき、開催をすることができました。（打合せもすべてオンラインでした。）
今回の謎解き脱出ゲームは、チームに分かれてのゲームとなり 8 チームでの競技となりました。難易度はかなり高いと

事前に聞いていたとおり、それぞれの謎に対する個人のひらめきに加えて、チームのコミュニケーションや協力がないと
クリアできない内容となっておりました。オンラインでありながらもチーム
内での会話が非常に盛り上がるゲーム内容に、皆さん時間を忘れて楽しんで
いただけました。最終結果は 8 チーム中で 3 チームのみ脱出成功となりま
したが、ゲームアドバイザーの適度なヒントもありほぼ最終問題まではたど
り着くことができました。上位 3 チームにはささやかながら、東北復興支援
も考慮した景品が進呈されました。

今後も京滋地協では組合活動への関心と理解を得られるよう、多くの組
合員にご参加いただける企画を開催したいと思います。

【報告者　京滋地方協議会　川端議長】 イベントの様子

熊本地方協議会オンラインイベント＜クイズ大会開催＞
熊本地方協議会では、コロナ禍で活動が制限される中、組合員の交流を図るべく、2021 年 5 月 30 日（日）に Zoom

を活用したオンラインイベント【クイズ大会】を開催いたしました。
34 アカウント、家族含め 56 名の方々に参加していただきました。
当日は、不慣れなオンラインでの参加という事もあり、入室に手間取るハプニングもあり開始時間を少々過ぎてしまい

ましたが、参加予定者全員が入室を完了し、宮田事務局長の挨拶を皮切りに、クイズ大会がスタートしました。
早押し形式で、全部で 13 問（練習 3 問）（本番 10 問）が出題され、会社や印刷に関して、印刷労連や熊本地協に関す

る身近な問題等もあり難易度も丁度よく、みんなが楽しめた内容であったと感じました。
総合 1 位～3 位までと１問毎に１位とブービー賞の豪華景品が用意されお

り参加者の景品取得への意欲が増し白熱したクイズ大会となりました。イベ
ント終了後はオンラインでの交流会も行い、交流が深まったと思います。参
加した組合員からは、自宅から参加できることが良かった、楽しく参加出来
た、チャットで他の方々と交流が出来て良かった、次回も是非やって欲しい
との意見など良い評価を頂きました。

コロナ禍での活動や組織間の交流イベント開催に向けての第一歩となる活
動であったと感じる事ができました。 【報告者　熊本地方協議会　宮田事務局長】 イベントの様子
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─編集後記─
オリンピックが閉会し、パラリンピックが 8月24日に開
幕、いろいろな問題を抱えての開催となりましたが、たくさ
んの人が関わり、選手の皆さんもいろんな想いを胸に競技に
挑んだことがひしひしと伝わり、たくさんの感動をいただき
ました。選手の皆さんのコメントでは、必ず「まわりの人に
支えられてここまで来た。」と自然とこみあげてくる涙に、
こちらも熱くなるものがありました。コロナ禍が続き、人と

会えない状況が続いています。思うようにいかないことも
多々ありますが、できることを一つずつ、皆さんと一緒に前
にすすみたいと思います。2021年度新たな年を迎え、ウィズ、
アフターコロナを見据えた新たな生活様式への対応や働き
方への変化が求められる中、皆さんと知恵を出し合い、活動
をすすめていきましょう。

教育・広報委員会　古賀　初代

働くを支える　暮らしに備える　生活を豊かに 〜印刷労連〜　☆こくみん共済 coop　☆労働金庫

ＵＮＩ世界青年フォーラム
UNI 世界青年フォーラムは、2020 年 12 月にブラジルで開催される予定だった第 5 回 UNI 世界青年大会が新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大により延期されたことを受け、2021 年 6 月 3～4 日の 2 日間に渡りオンラインで開催され
ました。「ユース・ライズアップ！（立ち上がれ、ユース！）」のスローガンの下、世界 70 ヵ国・161 組織から計 505 人（代
議員 208 人、オブザーバー 49 人、ゲスト 248 人）が参加し、活発な議論となりました。日本からは、7 組織（印刷労連、
情報労連、全印刷、UA ゼンセン、大日本印刷労組、日放労、JP 労組）59 人が出席し、印刷労連からはコクヨ労組の小谷
さんが代議員として参加、古賀副書記長がゲストとして参加しました。

2021 年～2025 年の行動計画案に沿った 5 つのテーマ（社会運動、
組織化、組合活動・リーダーシップへの参画、スキルと能力向上、不
安定雇用の改善）でセッションが行われ、「組合活動・リーダーシップ
への青年の参画」などにおいて日本からの参加者も積極的に発言、報
告しました。また、UNI の各部会において青年の代表性を高める提案
については、各地域青年委員会および世界青年委員会議長・副議長会
議で詳細な議論を行った上で UNI 世界執行委員会へ提出することを確
認した他、2021～2025 年の行動計画案を採択して閉会しました。

Web フォーラムの様子

ＵＮＩ－ＬＣＪ英語セミナー
2021 年 7 月 20 日（火）、UNI-LCJ において、「2019～2022 年度 UNI-LCJ アクションプラン」に掲げた「国際労働運

動に参加する青年・女性メンバーを更に増やす」という目標に基づき、UNI-LCJ ユース英語セミナーが開催され、印刷労
連からは、コクヨ労組より、中臣さんと濱田さんが参加されました。

今年はコロナ禍において、オンライン会議ツールを活用し、日本の 6 組織（印刷労連、情報労連、UA ゼンセン、自動
車総連、大日本印刷労組、JP 労組）から 21 人（男性 11 人、女性 10 人）が参加され、英語で他の産別の若手と議論を
交わし、UNI の活動について理解を深め a ました。

また、コロナ禍における組合員とのコミュニケーションについて参加者に対して質問があり、対面が難しい中、オンラ
イン会議ツールを活用しての試行錯誤、苦労や工夫の好事例が共有される場面もあり、4 時間英語漬けというハードなセ
ミナーが終了しま
した。

英語セミナーの様子


