
[2022役職]

委員長

[氏名]

小畑 文人

(こばた ふみと)

[所属]

四国電力総連
(四国電力労組)

【総会要旨報告】

2021年度は、昨年度に引き続き、新型コロナ禍での制約を受ける

中での活動が続く中ではあったが、ＳＮＳ等のツールの活用により、

会議等でのコミュニケーション面での影響を最小限度にとどめ、Ｗ

ＥＢ形式も併用しながらの研修会等への積極的な参加などにより、

それぞれの知識の涵養、資質の向上に努めた。

会議の中では、各幹事から「ボランティア活動をもっと活性化し

よう」、「地元徳島の魅力を掘り起こし、発信していこう」などの

前向きな提案がなされ、今後、一層の魅力的な活動に繋げていく方

向性が確認されていた。それらの経過を受け、

2022年度の活動計画として、2021年に引き続き、

「紡いだ絆はどんな困難にも負けない。

変化を恐れず、新たなチャレンジを続けよう！」

のスローガンを採択し、新型コロナ禍のような阻害要因下でも、

新しく、前向きなチャレンジを継続し、人と人との「絆」を大事に

しながら、充実した活動を目指していく方針が確認された。

具体的な進め方の中では、ボランティア活動や、ローカルな魅力

発掘・発信等のテーマを意識しながら、ＳＮＳ等のツールも活用し

ながらの積極的かつスピーディーな情報発信に努め、青年部活動全

体の更なる活性化を図っていくことなどが確認された。

新型コロナ禍の先行きは、不透明な状況が続いているが、相互の

「絆」を大切に、「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」の意識を持って、質の高い協

力の元で諸活動を進めていくことを確認して閉会した。

連合徳島ユースターＮＥＷＳ

(2022年度 総会特別号)

【2022年度 幹事会体制】

昨年度に引き続き、委員長の任務を拝命しました小畑です。

総会の中でもお話をさせていただきましたが、青年活動の場は、目先の

利害に左右されることなく、しっかりとしたコンセプトを持って、変化や

失敗を恐れずにチャレンジすることを評価し、意図のあるチャレンジと、

その結果の検証・改善のサイクルの中で、１人１人が、チームが成長して

いける場だと考えております。

連合徳島青年委員会は、そんな１人１人のチャレンジを引き出し、後押

しできるような、活動に関わって良かったと感じてもらえるような、前向

きなエネルギーを持ったチームでありたいと考えております。

その環境づくりのため、私たち幹事会メンバーも最善の努力を尽くしま

すので、みなさんの力を貸してください！

現在の新型コロナ禍で、私たちの生活は大きな制約を受けていますが、

明けない夜はありません。

「意志あるところに道は開ける」の言葉のとおり、明るい未来を切り開く

ため、共に力強い一歩を刻んでいきましょう！

【青年委員会代表メッセージおよび自己紹介】

役　職 氏　名 構成組織

委員長 小畑　文人 電力総連

副委員長 松本　昂大 農協労連

事務局長 新居　一真 自治労

事務局次長 藤井　一記 電機連合

幹　事 吉岡　大地 全水道

幹　事 恵島　美奈江 ＵＡゼンセン

幹　事 畠山　烈士 ＪＡＭ

幹　事 橘　拓 ＪＰ労組

幹　事 中藤　徹 全国一般

幹　事 河村　孝男 全労金

幹　事 宇山　大貴 交通労連

幹　事 岡久　駿 電力総連



連合徳島青年部で副委員長の任に就いております農協労連の松本と申

します。

この青年部で活動し始めてからずいぶんと経つためか、初めて参加し

た時と比べ、身の回りで変化したことも多く、世間の風潮や一緒に活動

するメンバー、最近では長年担当していた業務も変わったりしましたが、

私自身はこれからも変わらず楽しく活動に参加していきたいと思います。

[2022役職]

副委員長

[氏名]

松本 昂大

(まつもと たかひろ)

[所属]

農協労連

(阿南農協職員労組)

今年度も引き続き事務局長をさせていただくことになりました、自治

労の新居です。自治体職場では、行政ニーズの増大やコロナ対応により

入庁後間もない青年層にも重い業務負担がのしかかっています。青年委

員会では、同じようにそれぞれの職場で働いている青年の皆さんと意見

を交換する中から、健康で安心して定年まで働き続けられる職場を実現

するヒントを得られればと考えています。

とはいえ、青年部活動は皆が楽しんで参加できる取組が大事ですし、

その中で徳島の魅力をアピールできればとも考えていますので、よろし

くお願いします！[2022役職]

事務局長

[氏名]

新居 一真

(にい かずま)

[所属]

自治労
(美馬市職労連)

（顔写真）

今期より新しく青年委員になりました、PHC労働組合所属の藤井一記

です。

出身は香川県で、組合の執行委員になってまだ1年半の新人です。

このような委員会に所属するのは初めてのこととなり、まだまだ右も

左もわからない状況ではありますが、可能な限り幹事会やイベントに参

加して、微力ながら自分にできることを一つ一つやっていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

そして、それがこれからの自組織での活動などに活かすことのできる

ように自分の成長につなげることができればよいなと考えております。

これから、1年間よろしくお願いいたします。

[2022役職]

事務局次長(新任)

[氏名]

藤井 一記

(ふじい かずのり)

[所属]

電機連合
(ＰＨＣ労組)

青年委員会メンバーの横顔



昨年度に引き続き幹事を務めます、全水道の吉岡です。

２年目となりますが、引き続き、連合徳島青年委員会活動を通じて勉

強させていただき、単組での活動に活かしていきます。

単組の方では、引き続き、青年委員長として活動していきます。青年部

の構成員数は年々減少傾向にあり、厳しい状況の中ですが、今後も継続

した活動ができるよう、単組の活動も頑張ります。

２年目の任にあたるということで、昨年と現状を比べてみますと、新

型コロナの感染者数という面では大きく減少したように思えます。それ

に伴い、各組織、青年委員会としての活動も昨年より活発になっていく

ものと思われます。

気を緩めずに感染症対策を万全に行いつつ、活発な活動を継続してい

けるよう、共に頑張りましょう！

[2022役職]

幹事

[氏名]

吉岡 大地

(よしおか だいち)

[所属]

全水道

(徳水労)

昨年に引き続き今年度も幹事を仰せつかりましたＵＡゼンセンの恵島

と申します。徳島に来て２年が経ちましたが、徳島には美味し食べ物や

美しい自然等、まだまだ県外の方に知られていない魅力が多くあると

日々感じております。

さて、今年度も新しい生活様式に基づいた組合活動は続きますが、Ｓ

ＮＳ等も使いながら、青年委員会で知恵を出し合い多くの組合員に参加

して頂けるような活動を提案していけたらと考えています。是非、皆さ

ん青年委員会の活動にご参加下さい。
[2022役職]

幹事

[氏名]

恵島 美奈江

(えじま みなえ)

[所属]

ＵＡゼンセン

私は幹事になって2年が経ちますが、日々ご指導のもと青年委員会

で様々なことを勉強させて頂いています。

私自身は普段よく友人と趣味であるアウトドアや旅行、買い物に

よく出掛けていました。

外出する事は私にとって様々な経験を生み、また日頃の疲れをリ

フレッシュする良い機会になっています。特に、普段から心掛けて

いる事は『仕事も100%、遊びも100%』です。

回復しつつある社会の中でも、まだまだコロナの影響が多く見ら

れます。

日々、回復に向け努力する方々の少しでも勇気と力を与えられる

よう、私自身も、青年委員会としても、しっかりと活動していきた

いと思います。

皆様も身近な人を改めて大切に思い、コロナ禍回復に向けて頑

張っていきましょう！

[2022役職]

幹事

[氏名]

畠山 列士

(はたけやま れつし)

[所属]

ＪＡＭ四国

(日鉄鋼管ファイン

チューブ労組)

青年委員会メンバーの横顔



今年度も引き続き幹事をさせていただくJP労組の橘です。

引き続き活動も去年度より積極的にしていきたいと思いますので、今年

もよろしくお願い致します。

[2022役職]

幹事

[氏名]

橘 拓

(たちばな たく)

[所属]

ＪＰ労組

(徳島中央支部)

この度、委員会幹事に就任しました全国一般の中藤です。

私は、新学社という教育図書出版社に勤務しています。全国の小•中

学校へドリル、テストなどの教育図書を加工、発送することを主な業務

としています。今年八月に北島町に新たな工場が完成し、徳島2拠点と

なったばかりで大変な時期ではありますが、特約店、学校にご迷惑をか

けないよう使命感と誇りをもって、日々業務に励んでおります。

組合活動におきましては、春闘討論集会や学習会、一泊研修会など積

極的に参加させていただきました。多くの労働者がさまざまな不満を抱

えていることを知り、改めて労働組合の大切さに気付かされました。委

員会幹事として特に職場におけるハラスメントについて、職場で情報を

共有し全ての人が働きやすい職場環境を目指して頑張って参ります。

[2022役職]

幹事(新任)

[氏名]

中藤 徹

(なかふじ とおる)

[所属]

全国一般
(新学社労組)

（顔写真）

四国労金労組の河村です。昨年に引き続き、青年幹事の任にあたるこ

ととなりました。昨年は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、青年委

員会としても、単組としても組合活動を行うことに大きな制限がありま

した。今年こそはコロナ禍を脱却し、本来の組合活動を行える事を期待

しております。今年度もどうぞよろしくお願い致します。

[2022役職]

幹事

[氏名]

河村 孝男

(かわむら たかお)

[所属]

全労金
(四国労金労組)

青年委員会メンバーの横顔



今年度より青年委員会で幹事を務めさせていただきます四国電力労組

の岡久と申します。

単組では職場の執行委員をしており、過去には青年部長をしておりま

した。生まれも育ちも板野郡藍住町で、現在も地元で妻と４歳になる長

女の３人で暮らしております。皆さんにご紹介できるような趣味はあま

りないのですが、強いて言えば、入社以来、体重の増加が止まらないた

め、健康のことも考えて、最近ウォーキングを始めました。その結果、

５キロの減量に成功し、このまま新入社員の頃の姿に戻ろうと日々意気

込んでおります！

連合徳島青年委員会の活動を通して、たくさんのことを学ばせていた

だき、単組の活動に少しでも生かしていければと思いますので、今年一

年間どうぞよろしくお願いいたします。

[2022役職]

幹事(新任)

[氏名]

岡久 駿

(おかひさ しゅん)

[所属]

電力総連

(四国電力労組)

（顔写真）

2年間という短い間でしたが、連合徳島青年部での活動を通じて色々と

学ぶことができました。

労働組合に興味が出て進んで勉強をすることも多くなり、これからも組

合活動等に関わっていきたいと思います。

今までありがとうございました。これからも宜しくお願いします。

[2021役職]

幹事(2020～)

[氏名]

堂免 真也

(どうめん しんや)

[所属]

全国一般
(ナカテツ支部)

（顔写真）

青年委員会メンバーの横顔

退任役員からのメッセージ


