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第 22回県連合定期大会開催 

～2019年度の活動方針と 2020年度までの役員体制を決定～ 
去る、9月 1日に第 22回県連合定期大会を開催し、今年度の活動方針を決

定するとともに、向こう 2年間の役員体制を決定した。取り組みの確認を行っ

た。参議院選挙において、政党要件をかろうじてクリアしたが、依然として厳

しい状況にある。社会民主主義を唱える唯一の政党としての存在感を示すため

にも、全党員の奮闘をお願いする。 

共に進もう、平和で格差のない未来へ。 

社民党石川県連合代表 盛本芳久 

本年 4 月に行われた統一自治体選挙における党員・党友の皆様のご支援に心より感謝申し

上げます。いずれの公認・推薦候補も現在の政治状況を踏まえ、危機感を皆様と共有し選挙

戦にとりくみ、当選を果たすことができました。7月の参議院議員選挙においては、「比例区

は社民党」を合言葉に政党要件の死守、議員増を目標にとりくみ、政党要件を確保できまし

た。石川選挙区の野党統一のとりくみもご協力いただきました。重ねて、皆様のご協力に敬

意と感謝を申し上げます。 

社会民主党は、言うまでもありませんが社会民主主義の政党です。社民党全国連合の社会

民主党宣言「私たちの社会民主主義とは」を見てみます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（HP より一部抜粋） 

私たちは、社会民主主義の理念に基づく政策の実現を目指し、経済・社会の中心を担う働

く人々や生活者の立場から社会の民主的な改革に取り組み、すべての人々に門戸を開いた政

党です。 

日本における社会民主主義の理念として「平和・自由・平等・共生」を掲げます。アジア

諸国を侵略・植民地支配した加害者としての歴史、そして人類初の原子爆弾による被爆国と

しての歴史を踏まえた時、あらゆる権利の実現に際し、その前提に位置づけるべき平和。そ

して、人々が自らの目標を定め、実現していく自由。一切の差別を否定し、すべての人々に

社会参加の機会と権利を保障する平等。人間が人間らしく生きることを社会全体で支え、ア

ジアや世界の人々との共存、自然環境との調和を目指す共生。私たちは、これら４つの理念

を具体化する政策の実現に全力を挙げます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 本年度の定期大会で確認した具体的とりくみは、このような考え方の上に立って実行され

るものです。そして、これらはこの間、安倍政権がことごとく軽視・破壊してきたことにほ

かなりません。 

平和憲法を護る、基地の強化を許さない。志賀原発の廃炉を実現する。多様性を認め個人

の尊厳・自由を守る。教育・福祉を充実させる。人間らしく働き、生きる権利を守る。 

仲間を増やし、政治を変え、社会民主主義が示す社会を実現するために共に進もうではあ

りませんか。 
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２０１９年・各局担当および任務について 

役 職 氏 名 担当局等 任 務 

代 表 盛本 芳久 ◎統括責任者  

◎選挙対策委員長 

 

・県連合統括 

 

副代表 浅野 俊二 ◎３区支部連合代表 

◎自治体議員団会議団長 

 

・志賀原発闘争担当 

副代表 森  一敏 ◎１区支部連合担当 

◎政策担当 

◎市民運動委員会担当 

・政策の調査・企画、立案等 

・平和憲法、基地問題、原発問題担当 

 

副代表 此木 宏昭 ◎支援労組（連合石川）担当 

◎組織・機関紙局担当 

◎組織拡大委員会委員長 

・連合石川との連絡調整 

・党勢拡大の取り組み全般 

・交通政策の推進、 

幹事長 清水 文雄 ◎書記局総括（各専門局、委員会総括） 

◎各種企画・立案 

◎選挙対策委員会事務局 

・全体総括 

・他団体との連絡調整 

・選挙対策 

副幹事長 山口 俊哉 ◎２区支部連合担当 

◎総務局長、財政局長、（兼） 

◎組織局、事業部担当 

◎自治体議員団会議事務局長 

・総務全般 

・組織局担当（各支部への連絡・調整） 

・広報・教宣担当（キャラバン等街宣計

画の作成等） 

・事業部活動の推進 

常任幹事 

 

高田 正男 ◎自治体局長 

◎市民運動委員会委員長 

◎3 区支部連合担当 

・自治体議員（団）活動の推進、連絡・

調整 

・平和・環境、基地問題、原発担当 

常任幹事 山本由起子 ◎１区支部連合代表 

◎女性局長 

◎労働局長（労働等、各種相談担当） 

・1 区支部連合統括 

・各種女性組織との連携活動推進 

・労働等、困りごと相談対策 

常任幹事 

 

坊  真彦 

 

◎機関紙局長 

◎広報・教宣局長 

◎がんばれ石川の会担当 

・党勢拡大（組織・機関紙）拡大 

・社会新報石川等の発行、ＨＰの更新 

常任幹事 茶畑 芳郎 ◎組織局長 

◎支援労組担当（県平和運動センター） 

◎争議労組支援等担当 

・各支部との連絡調整、党勢拡大 

・県平和運動センターとの連絡調整 

・３区支部連合事務局担当 

県連合 

書記局 

川北 初子 ◎書記局員 総務・庶務業務 

財政事務担当 

＊選挙対策企画会議 

各自治体議員選挙、衆議院選挙の候補者擁立。党支部や単産・単組（各種団体）、他党の情報収集等の収集して、

選挙戦術・戦略を立案する。構成は四役で構成し、必要に応じて他関係者を加える。 
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2019 年・年間活動計画 

月 
常任 

幹事会 
活動内容 

議 

会 
その他 

９月 ○  ■9/1 県連合第 22 回定期大会 

  

○  

10 月 ○  ■社会新報 石川版 22 号発行 

 ■県連合 広報・ネット対策会議 

 

 10/3 全国幹事長会議ｔ 

11 月 ○ 

 

■事業部年末物品販売 

■党議員団会議  

 

 11.3 県憲法を守る会「護憲集会」 

市民アクションいしかわ「憲法集会」  

11.4 県原子力防災訓練監視行動  

11/9～11 護憲第 56回大会（函館市） 

11.16 志賀原発を廃炉に！志賀町ポスチング 

11.17 県勤労協フォーラムインかほく 

11.29 マイナンバー離脱訴訟報告集会 

12 月 ○  ■県内キャラバン  

  

 

○ 12.10 県社会法律センタ－総会 

１月 ○ ■1/18（土） 2020 年「新春交歓会」 

■安倍首相は改憲を断念しろ！ 

社民党全国キャラバン 

■党首選挙？ 

 ■社会新報 石川版 23 号発行 

  

２月 ○ ■社民党全国連合第 17 回定期大会 

 （2/22？） 

■県内キャラバン  

■党議員団会議 

 ・県憲法を守る会総会 

３月 ○ ■社会新報 石川版 24 号発行 〇  

４月 〇 ■4/19（日）第 23 回県連合定期大会   

🔶定例書記局会議の開催（第 2、第 4 火曜日の午前に、代表、幹事長、副幹事長、書記局員が参加） 

🔶三役会議の適宜開催 

🔶県連合 広報・ネット対策会議 

①発信力を強化しイメージアップを推進するため、県連合ホ－ムペ－ジなどインターネット・Ｓ

ＮＳ対策、情報発信のあり方を検討する。 

②構成は、盛本代表、清水幹事長、山口副幹事長、坊広報・教宣局長と小林さんと相良さん（Ｇ

ＡＲＡ ＷＯＲＫＳ）で構成する 

🔶社会新報・石川版の定期発行 

🔶各支部オルグの実施  

🔶統一自治体選挙、参議院選挙にむけた選挙対策会議の開催 

🔶「支援労組、団体との連絡会（懇談会）」の開催  
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報 告  

8 月末の九州北部豪雨災害で被災された方々への募金をお願いしていましたが、

31,431円集まり、義援金として振り込みました。善意のご協力ありがとうございました。 

佐賀県連合 幹事長 徳光清孝さんより、お礼が届きました。 

 

 物販の協力を 

 

 ソバと昆布を販売中です。活動費の補助になります。各支部で完売目指してがんばりましょう。･

ソバは 2,000円、昆布は 1,300円です。 

 

 

 

 

 

 

関係団体派遣役員について 

■石川県憲法を守る会     代表委員   盛本 芳久 

               事務局長    森  一敏 

               事務局次長  清水 文雄 

               常任委員   山本由紀子 

                〃     坊  真彦 

               会計監査      山口 俊哉 

 

 

■原水爆禁止石川県民会議   代表委員    盛本 芳久 

               副事務局次長 清水 文雄 

               常任執行委員 浅野 俊二 

                 〃    森  一敏 

                 〃    山本由紀子 

                 〃    山口 俊哉 

                 〃    林  俊昭 

               

               会計監査    坊  真彦 

               顧問     山根 靖則 

                      若林 昭夫 

                      宮下登詩子 

 

 

■社民党北信越ブロック    副議長    盛本 芳久 

               幹 事    清水 文雄 


