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第３回幹事会報告
阿部会長

多難な１年だが展望の拓ける年にしよう！
退職者連合は、1 月 14 日午後 3 時から連
合本部で 2014 年最初となる第 3 回幹事会を
開きました。安倍政権が昨年末、国民の声を
無視して特定秘密保護法を強行成立させた
ことに対して退職者連合として特定秘密保
護法廃止を求める団体署名を取り組む中で
の開催となりました。阿部会長は、幹事会冒
頭のあいさつで「本年も課題の多い、多難な
1 年になるが、展望が拓ける年にしたい」と
決意を述べ、中央・地方の退職者組織、77
万会員に協力を呼び掛けました。
（要旨は別
掲）

＜幹事会で決まったこと＞
○第 2 回組織代表者会議の開催について
・日時 2014 年 2 月 19 日（水）13:30
・会場 ﾎﾃﾙ ﾙﾎﾟｰﾙ麹町（東京）
・主な内容
（報告事項）
～会長あいさつ～（要旨）
今年も沢山の年賀状をいただいた。「安倍政権の暴走が止まらな
い」「日本の平和と民主主義の危機」「高齢者運動に期待する」など
の書き込みが多かった。個人的なお付き合いの財界人からは「憲
法 9 条は、戦争で亡くなられた人達の遺言だと思っています」という
年賀状もいただいた。立場は違っても同じ年代、戦争体験者として
皆さんの気持ちは変わらないものだと思った。1 月 24 日から第 186
通常国会がスタートする。社会保障制度については、医療と介護の
改正が提案される。地方組織には、介護の要支援の打ち切り問題
で自治体要請をお願いしている。国会対応など、連合とも連携して
重点課題として取り組んでいく。さらに今年は組織拡大に取り組む
重要な年だ。中央組織のない産別の立ち上げを色濃く要請して実
現したい。（写真は、阿部会長。1 月 14 日、連合本部）

①組織拡大に関する「現退対話行動」の
中間まとめについて
②組織実態調査について
③介護保険制度改革に向けた運動状況
の集約結果について
④特定秘密保護法の廃止を求める団体
署名の結果と取り扱いについて
⑤低所得高齢単身女性問題に関する勉
強会の開催について
（協議事項）
①今後の組織拡大の取り組みについて

2014 年 1 月 16 日（木） NO171 号
②介護保険制度改革を柱とす

・2 月 19 日/第 7 回常任幹事会（要求

る政策・制度要求の取り組みに

原案提示）、第 2 回組織代表者会議

ついて

・3 月 3 日/年金、医療・介護合同専門

（意見交換）各 30 分

委員会

○介護保険制度改革を柱とする
政策・制度要求集会について

・3 月 10 日を目途に連合総合政策局
とのすり合わせ

・日時 2014 年 2 月 20 日
（木）

・3 月 18 日/第 8 回常任幹事会、第 4

10:00～11:40

回幹事会 （「運動方針案」の骨子検

・会場 参議院議員会館１階多
目的会議室（予定）

討）
＊運動方針原案、政策制度要求原案

・規模 200 人

を地方退職者連合に送付

・参加 中央と地方退職者組織

・5 月 9 日/地方退職者連合からの意

代表、役員・幹事
・内容 ①激励あいさつ 連合、

見集約締め切り。
・5 月中、連合総合政策局とのすり合

民主党、社民党各代表

わせ

②社会保障制度改革に

・5 月20 日/第10 回常任幹事会、第5

関する国会等の動きに

回幹事会

ついて（特に介護保険

・6 月17 日/第11 回常任幹事会、第6

制度改革を重点に）

回幹事会（2014 年度運動方針案を確

報告：平川則男氏（連

認）

合生活福祉局長）

・7 月 15 日/退職者連合第 18 回定期

③今後の取り組み

総会（2014 年度運動方針を決定）

○役員選考委員会の設置につ
いて

退職者連合のホームページ

１．設置の目的/第 19 回定期総

（ＨＰ）開設決定！

会で選出する 2015 年～2017 年

(2）

ふれあい速報

第３回幹事会で退職者連

度の役員の選考作業等

合のＨＰ開設が決まりまし

２．委員（6 名）/熊崎清子（シ

た。現在、3 月初めにスター

ニア友の会）
、川端邦彦（自治退）

トできるように開設準備中で

竹田邦明（日退教）小栗啓豊（基

す。

幹労連シニアクラブ）、石川昇

＜第３回幹事会＞
Ⅰ． 主要報告
１．介護保険制度改革に向けた運動
状況の集約について
２．特定秘密保護法案採決の暴挙に
抗議し、廃止を求める声明について
３．特定秘密保護法の廃止を求める
団体署名の実施について
４．中央労福協からの要請による「司
法修習生に対する給費の実現と充
実した司法修習を求める要請書」
への賛同について
５．第 2 回組織強化委員会について
６．組織拡大・現退対話行動の中間ま
とめについて
７．中間決算ならびに監査結果につ
いて
８．ふれあい情報・速報と新年号の発
行について

Ⅱ．協議事項
１．第２回組織代表者会議の開催
２．社会保障制度改革要求実現集会
の開催について
３．役員選考委員会の設置について
４．2014 年度政策・制度要求策定ｽｹ
ｼﾞｭｰﾙについて
５・「低所得高齢単身女性問題」に関
する勉強会の開催について
６．退職者連合ホームページ開設に
ついて

Ⅲ．当面の日程について

ご案内

（林退会）羽山治美（退職者連
合事務局長）＊敬称略

「低所得高齢単身女性問題」に関する勉強会

３．委員の任期/役員選考委
員会設置日から2015 年 7 月の第
19 回総会終了まで

退職者連合・男女平等参画委員会では、低所得高齢単身女性問題
について下記の要領で勉強会を開催します。実施にあったては、
連合総合政策局・総合男女平等局とも連携し、当日は、連合本部

○2014 年度政策・制度要求策
定スケジュールについて
・2 月 7 日/年金、医療・介護両専
門委員長と事務局打ち合わせ

からも参加を予定しております。
（詳細は、別途要請）
①日時 3 月 4 日（火）13:30～16:30
②会場 連合会館 3 階Ａ・Ｂ会議室
③講師 樋口恵子氏 （NPO 高齢社会をよくする女性の会・理事長）
④規模 140 人

