
【総会要旨報告】

2022年度は、昨年度に引き続き、新型コロナ禍の制約の影響下ではあったが、SNS等のツール活用、WEB

形式併用での研修の実施等をしながら、幹事間のコミュニケーションを大切に活動を進めた。

2021年度からの論議で確認されていた方向性に基づき、連合徳島組織内だけでの活動にとどまらず、徳

島という地域に目を向け、そこで活躍する「NPO法人Creer(クレエール)」の活動に触れ、活動の意義を知

り、そこに顕在する社会的な課題等に気づく機会、また、地元のアクティビティの紹介なども、研修会の

開催やユースターNEWSによる発信で実施していくなど、有意義な活動が展開できたものの、SNS他の活用

も含めたタイムリーな情報発信という点で課題が残る部分もあった。

2023年度の活動計画として、2022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、幹事会内部だけではない、人と人との「絆」を大事にしながら、前向きなチャ

レンジを継続し、より充実した活動を目指していく方針が確認された。

青年委員会幹事会メンバーの交代も短期となる場合が多いが、諸活動を継続・発展させていくための組

織体制づくり、充実した情報発信といった課題に全力で取り組むので、みなさん１人ひとりが連合徳島青

年委員会メンバーの一員として、共に活動を盛り上げていってほしいと会場全体へ要請し、小畑委員長の

団結ガンバローで閉会した。

連合徳島ユースターＮＥＷＳ

(2023年度 総会特別号)

【2023年度 幹事会体制】

連合徳島では、労働運動の活性化と次代を担う人材の交流・育成を目的として、青年委員会および

女性委員会をそれぞれ設置いたしました。

青年委員会は、2003年の「連合ユース・プロジェクト」で検討、集約された『明日の連合をつくる

青年活動の指針』の提言に盛り込まれた、以下の4つの目的意識を明確にして、日々の活動に取り組

んでいます。

①労働運動を担うリーダーの育成 ②仲間同士の交流・ネットワークづくり

③青年が抱える特有な問題の把握と解決 ④労働運動を通じた社会活動・国際連帯

【青年委員会の主な活動】

年間を通じて、幹事会の定期的な開催や春季・秋季学習会を開催するとともに、女性委員会との合

同研修会に参加。また、各種ボランティア活動への積極的な参加と連合徳島が開催する集会等の運営

をサポートしています。活動報告については、不定期ですが、連合徳島ユースターNEWSの発行等によ

り実施しています。

連合徳島青年委員会(ユースター)設置の経緯や目的とは？



連合徳島青年委員会は、連合所属の様々な組織から青年層が集い、各種会議・研修・その他企

画の運営等を通じて交流を深め、情報交換等を行いながら、各人の思考を深め、幅を広げ、スキ

ルアップ等を図るうえでも貴重な場となっております。

ただ、運営していく中で、広報体制の整備が不十分で、対外的な発信が弱く、せっかくの活動

の成果等が広く認識されず、各組織の共通の果実でない状況であることが、長年の課題となって

おりました。

その解決策として、活動報告資料としての「ユースターＮＥＷＳの作成・充実」を第１ステッ

プとして着手し、第２ステップとして、「連合徳島ＨＰを活動報告資料等のプラットフォームと

して活用・整備」、「ＳＮＳ(Facebook)での発信」に着手することとしました。

連合徳島ＨＰへの資料掲載については、2022年12月末現在、2022年度の活動についてのみと

なっておりますが、徐々に内容の充実を図っていきます。

また、Facebookについては、速報性を大事にしながら「連合徳島青年委員会」ページにて活動

報告等の発信をしていく方針です。

連合徳島ＨＰおよびFacebookページのＱＲコードを添付しておきますので、ぜひご一読くださ

い。当該ページのフォロー、更新を気に掛けていただけましたら幸いです。

青年委員会広報体制整備についてのお知らせ

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しましたが、連合徳島青年委員会は、１人ひとりが主役

であり、組織のより良きメンバーとして有機的に動くサッカー型の組織として、

メンバーであり、サポーターでもあるみなさんと一緒に、一致協力して活動し

ていきたいと思っています。

みなさんにお約束した課題について「一期一会」の精神で、幹事会一同、全

力で取り組み、既成概念や慣習、偏ったバイアス等に捉われず、前向きなエネ

ルギーを持ってチャレンジし、しっかりと還元できるように頑張っていきたい

と考えております。

私の好きな「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】

[2023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)



今年から副委員長になりました尾崎です。

連合の活動をし始めてまだ一年目で、わからないことが多い中であり、

皆さんに迷惑をかけることも多々あると思いますが、よろしくお願いし

ます。

[2023役職]

副委員長

[氏名]

尾崎 海斗

(おざき かいと)

[所属]

ＪＡＭ四国

(日鉄鋼管ファイン

チューブ労組)

今年度から新たに事務局長の任務を預かりました自治労の長岡です。

自治労の運動では、徳島県本部青年部長として、すべての取り組みの「目

的」と「目標」を明確にし、組合員に伝わる労働組合活動の実践を心掛けて

います。

連合徳島青年委員会は、普段交わる機会が少ない他産別の仲間と単組・産別

を越えた「運動交流」、職場での働き方や生活の「実態交流」ができる貴重

な機会と捉えています。

その中から、徳島の青年労働者が抱える課題の解決にむけて、青年委員会の

幹事とともに、議論を重ね、多くの産別の仲間を巻き込んだ活動の実践につ

なげていきたいと考えています。

新型コロナウイルス感染症の猛威は、未だに終息が見えませんが、

連合徳島青年委員会の活動の前進にむけて、ともに頑張りましょう。

青年委員として2年目を迎えることになりました、電機連合、PHC労働組

合所属の藤井一記です。

出身は香川県で、うどんと競馬が好きです。

昨年は、わからないままに、委員会の活動に参加してきましたが、

今年は、自分からも活動の提案をできるように努力していきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

そして、それらを自組織での活動にも生かしていけるよう頑張りたいと

思います。

今年1年間よろしくお願いいたします。

青年委員会メンバーの横顔

(顔写真)

[2023役職]

事務局長

[氏名]

長岡 裕己

(ながおか ゆうき)

[所属]

自治労

(美馬市職労連)

[2023役職]

事務局次長

[氏名]

藤井 一記

(ふじい かずのり)

[所属]

電機連合

(ＰＨＣ労組)



今年度より着任しました全水道の圓山と申します。

分からないことだらけですが様々な組織の方と関われる良い機会と捉え、コミュニケーションをとっ

ていきたいです。私自身学生時代は野球をしていたこともあり、体を動かすことが好きなのでそう

いった活動を交えて楽しみながら行えればと思っています。そこで得た新たな気づきを自分の組織に

も生かせるよう、前向きに楽しく無理のないよう、活動、運動していきたいです。

[2023役職] 幹事

[氏名] 圓山 康平 (えんやま こうへい)

[所属] 全水道 (徳水労)

今年度 幹事をさせて頂きますUAゼンセン辰巳です。

出身は大阪で、10月に徳島に着任しました。

早く徳島を知るため 休日は、県内の観光地を食べ歩きしています！

｢大歩危・小歩危｣、｢かずら橋｣、｢剣山｣、｢阿波の土柱｣、｢たらいうどん｣、｢もみじ川温泉｣、

｢阿佐海岸鉄道 DMV｣、｢日和佐ウミガメ｣、｢鳴門｣・・・どこに行っても素晴らしい！！！

プラス 野菜・果物・お魚・お肉も美味しい！ 充実した休日を過ごせています。

労働組合の活動も23年目になりました。

「組合活動には終着駅はない。」

連合徳島青年委員会の活動が、充実した活動になるように頑張ります！

宜しくお願い致します。

業務内容の変更で活動に影響が出たりもしますが、参加したときには全力で取り組んでいきた

いです。よろしくお願いします。

青年委員会メンバーの横顔

[2023役職] 幹事

[氏名] 辰巳 明宏 (たつみ あきひろ)

[所属] ＵＡゼンセン

[2023役職] 幹事

[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)

引き続き幹事をさせていただく橘です。

今年度も微力ながら青年委員の活動をしていこうと思いますのでよろしくお願いします。

[2023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)



今年から連合徳島青年委員会に戻って来ました、堂免です。

委員長も言われておりましたが、楽しんで活動が出来たらと思っています。宜しくお願い致しま

す。

今年から青年委員になりました交通労連の増田です。

職場の労働組合では執行委員をしておりますので、連合徳島青年委員会で学んだことを持ち帰って

生かせるよう積極的に活動していきたいと思っております。

初めてのことばかりで分からないことも多いですが、よろしくお願い致します。

青年委員会メンバーの横顔

[2023役職] 幹事

[氏名] 堂免 真也 (どうめん しんや)

[所属] 全国一般 (ナカテツ労組)

[2023役職] 幹事

[氏名] 増田 紫苑 (ますだ しおん)

[所属] 交通労連 (四国高速運輸労組)

今年度から連合徳島青年委員会の幹事を務めさせていただきます、四国労金労組の山本です。

社会人になって4年目になりますが、まだまだ組合活動については勉強中の身です。しかし、

徳島の組合活動を青年層から盛り上げていけるように、熱意を持って取り組んでいきたいと思っ

ています。

歴代の先輩方から受け継いだものと、青年委員会独自の新しいものを融合させ、多様化が進む

現代社会に寄り添った活動をしていきたいと思っております。

課題は様々あるとは存じますが、連合徳島青年委員の一員として、一致団結して頑張って参り

ます！

[2023役職] 幹事

[氏名] 山本 圭介 (やまもと けいすけ)

[所属] 全労金 (四国労金労組)



前体制で事務局長の任に当たっていました、自治労の新居です。

青年委員会では多くのことを学ばせていただきました。これからの労働運動に役立てていきたいと思い

ます。

その一方で、私たちを取り巻く労働環境は厳しさを増しているのを肌で感じています。職場を見渡すと、

多くの青年労働者が長時間労働や担当者としての責任に悩まされており、定年まで安心して働くことの

できる職場は実現しておりません。皆さんの職場でも同じような状況だと思います。

そのような時代だからこそ、労働者全体の底上げを図ることのできる連合が果たすべき役割は大きいと

思います。青年委員会の今後の発展とご活躍をお祈りして、私からの挨拶とさせていただきます。

お世話になりました。

【2022年度 事務局長 新居 一真(にい かずま) 自治労(美馬市職労連)】

いつもお世話になっております。四国労金労組の河村です。この度、連合徳島青年委員会の幹事を退

任となりました。3年間、幹事の任にあたっておりましたが、小畑委員長を初め、皆様からのユニークな

発想、フットワークの軽さを強みに連合徳島をより身近に感じていただけるような活動が出来た3年間で

あったと思います。

この貴重な経験を労組に持ち帰り、青年委員会活動のアイデアとして、活用させていただきます。

これからも連合徳島青年委員会の益々の発展を祈念致しまして、退任の挨拶とさせていただきます。皆

様、大変お世話になりました。

【2022年度 幹事 河村 孝男(かわむら たかお) 全労金(四国労金労組)】

UAゼンセンの人事異動により昨年の10月を以て徳島を離れております。それに伴い連合徳島青年委員

会の幹事を退任いたしました。３年間という短い間でしたが、青年委員会活動に参画させて頂き、多く

のことを学ばせて頂きました。ただ、残念だったことは、コロナ禍であり、青年委員会メンバーの皆さ

んと交流を深めることができなかったことです。引き続き、withコロナの活動が続くと思いますが、委

員長を中心に青年委員会活動が益々発展しますことを祈念しております。3年間お世話になりありがとう

ございました。

【2022年度 幹事 恵島 美奈江(えじま みなえ) ＵＡゼンセン】

２年間という短い期間でしたが、大変お世話になりました。コロナ禍であったり、仕事の都合でなか

なか活動に参加できませんでしたが、それでも多くのことを学ばせていただきました。

今回得られた経験を単組の活動にも活かせればと思います。繰り返しになりますが、大変お世話にな

りました。

【2022年度 幹事 吉岡 大地(よしおか だいち) 全水道(徳水労)】

連合徳島 青年委員会では短い期間ではありましたが、皆様大変お世話になりました。また、活動を通

して多くのことを学ぶことができました。今後は、学ばせていただいたことを糧にして、精一杯自身の

組合活動に活かしていきたいと思います。皆様の益々のご活躍をお祈りしております。ありがとうござ

いました。

【2022年度 幹事 岡久 駿(おかひさ しゅん) 四国電力総連(四国電力労組)】

退任役員からのメッセージ

ありがとうございました！


