政治の流れを変えていくことが求められて

います。自民党がどんなことをしても、それに

反対＝０

第２号議案：２０２０年度予算

賛成＝７１

反対＝０

第３号議案：２０２０年度政策・制度要求

賛成＝７１

反対＝０

賛成＝７１

反対＝０

賛成＝７１

反対＝０

第５号議案：退職者連合における男女平等

※第 回定期総会はコロナ禍により書面審
議となった。今回は現行規約になく対応した
ため、規約の定めと一部合致していない。
今後このような事態に対応できる規定を整
備するため、第 回定期総会で規約 規･定の
見直し図る。

する政策・制度要求

)

対抗する受け皿がないのでは力になりません。

大きな塊、政権交代可能な政党をつくる必要が

あります。国民が安心して生活できる政治、国

民優先の政治が大事。政治の流れを大きく変え

るためにも我々は連合と一体となって取り組

んでいきます。

賛成＝７１

第４号議案：低所得高齢単身女性問題に関

協議事項

回定期総会の終了」

第１号議案：２０２０年度運動方針

人見一夫会長あいさつ

「日本退職者連合第

不承認＝０

を確認しました。

承認＝７１

新型コロナウイルス累計感染者は世界
万人を超えました。日本での累計感

２０１９年度会計決算報告・監査報告

で２３４４万人、そのうち亡くなった人
は

染者は６万３０００人、亡くなった人は
１２００名とまだまだ続いています。世
界ではアメリカの感染者数が一番多い
が、その理由としてトランプ大統領がコ
ロナを重視していないと考えられます。
月３日にはアメリカ大統領選挙がお
こなわれますが、トランプ現大統領はア
メリカ第一主義を主張し、対するバイデ
ン候補は国民の団結と連帯、世界の協調
を主張しています。協調・連帯なくして
コロナ感染拡大を抑え込むことはできま
せん。現在、開発が行われているワクチ
ンができても、その配布が難民や貧困層
にいきわたらなければ、コロナ感染の拡
大を抑えることはできません。年末には

不承認＝０

25

感染者数が１億人になるのではないかと

承認＝７１

19

24

言われています。多くの人の命をどう守

２０１９年度一般活動報告

1

るか、生活をどう守るか、しっかり対応

参画推進計画について

結 果

24

結 果

24

80

1

案

議

産別退連２４ 地方退連４７）

第２４回定期総会議案 書面審議議決結果 （議決数

8

1

回幹事会報告 ( ・
25

第
8

1

退職者連合は、 月 日２０２０年度第 回幹事会を開催しました。
２０２０年度の定期総会はコロナ禍のため開催を見送り、運動方針、予
算案、政策・制度要求などについては、総会予定日に開催した 年度第７
回幹事会で提案し、書面審議に付していましたが、全議案全員（構成員は
産別退連・地方退連の代表者各 名）一致で承認され、第 回定期総会
の終了を確認しました。

安心して生活できる政治、国民優先の政治を実現しよう

25
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コロナ禍の時代、人の命・生活を守るため、しっかり運動していこう

日に内閣府橋本聖子担当大臣

協議事項２「 コロナ禍で見えたジェンダー平等に関する要請について」
月

定年をＵＡ

大切な時間をより多く得るための社会

造や、かけがえのない家族・友人との

す。地域活動も楽しくと、荒廃した森

協議事項３「専門委員会の設置構成

「運動方針の具体化に

と機関会議開催日程について」

協議事項
ついて」

五十嵐久幹事（日本郵政グループ

協議事項

置について」

「

周年実行委員会の設

退職者連合は２０２１年、 周年を迎

えることから「

周年実行委員会」を設

置し、記念行事〈レセプション・年史作

の位置付けについて意見があり、松

会委員は会長、副会長、常任幹事、事務

質疑なく承認されました。
（実行委員

成〉の具体的な作業をすすめます。

本惟子幹事〈連合本部退職者の会〉

局で構成）

に、コロナ禍で見えたジェンダー平

等に関する要請の文言が入るよう検

討を」との要望があり、事務局見解
を受け、承認されました。

おこない、
得た収入で仲間との里山交流
をおこなっています。

人間の営みが感じられるコミュニケ

ーションツールが大事と地域ローカル

ネット新聞（
「たけべ新聞」
、インターネ

の展開を確認

書面審議により、
「２０２０年度の政

策・制度要求」
「低所得高齢単身女性問

題に関する政策・制度要求」を決定した

ことを受け、それぞれの地方、地域・地

区において自治体要請、議員要請等の行

月末までとし、可能な限り、

動の展開を確認しました。運動の期間

は、本年

それぞれの地方・地域が抱える課題を加

日までに）

えることとします。
（報告は２０２１年

１月

田村雅宣副事務局長退任

出身組織（ＵＡゼンセン友の会）の事

月末をもって退任されました。

前にして、これからも、好奇心と創造力

なく読者は海外にも。
後期高齢者を目の

します。

尽力に感謝し、今後のご活躍を祈念いた

一年弱の短い間でしたが、この間のご

情で

を回転させて生きていければなぁー、
と

ットで見てください を) 年ほど前か
ら仲間と一緒に発刊、
地域の人々だけで

２０２０年度政策・制度要求運動

から、
「第５次男女共同参画基本計画

労働組合退職者の会）から三役会議

30

質疑等なく確認されました。
に人見一夫会長・石原喜久男女平等参画推進委員会委員長名で要請
しました。
（次号で報告します）

被害者保護や生活支援にと
りくむこと。
６．非正規雇用に従事する
女性、外国人労働者、障が
い者、高齢者に共通する貧
困への支援施策をすすめる
こと。
７．医療 コ･ロナ対策に係る
審議会など意思決定の場へ
女性の参加を推進するこ
と。

２０２０年度「エイジレス・ライフ実践事例及び社会参加活動事例 （ 内閣府主催）

コロナ禍で見えたジェンダ 介護職に対する処遇改善を
ー平等に関する要請
図り、人材の確保に取り組
むこと。
４．コロナ禍にともなう、
介護分野でのショートステ
イの受け入れ休止、単身高
齢者の生活支援やサービス
の休止に伴う負担を同居女
性に押し付けず、福祉支援
体制の整備を図ること。
５．自粛生活によるＤＶ被
害・虐待が増えていること
から相談窓口を充実させ、

提案する本村富美子
担当常任幹事

勝部公平さん （ＵＡゼンセン友の会・退職者連合推薦）

ゼンセンの教

定年を迎えるに際して、考えたスタ

運動なのです」

愛の丘で迎え、第二の人生をスタートさ

育センター・友
歳代にデンマークで開催

せました。

と実益を兼ねて、夏は鮎とり、冬は猪

イルは、
「エコな生活で楽しく」
。趣味

された国際自由労連の教育担当者会議

「我々ドイツ人も勤勉ですが、日本人と

の再生活動、雑木の伐採、植林、マキ

に参加した後、ドイツに立ち寄り組合リ 狩り。グローバル社会でたくましく生
ーダーと居酒屋で一献した時の話です。 きていける体験を中心に活動していま
一つだけ大きい違いがあります。労働時

30

30

27

5

１２

１．憲法の「国民は個人とし
て尊重される」に基づき、世
帯主主義を改めること。
２．選択的夫婦別氏制度の早
期導入を図ること。
３、家事・育児・介護などの
ケア労働が、女性に偏ってい
る現状を放置することなく、
男女で分かち合うための取
り組みを進めること。また、

4

8

をつくり、炭焼き、椎茸の植栽などを

２８

8

50

間短縮は、生きがいを感じる趣味の創

4
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