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全国地区労・継承組織の交流会の歩み

回 年月日 開催地区労 会場・テーマ・参加地区労名

1

1880

7/21～22

宇都宮

鬼怒川温泉「ホテルニューさくら」 ４県８地区労２９人

[栃木]宇都宮､[群馬]高崎､[茨城]水戸･土浦･県南

[埼玉]大宮･秩父･熊谷

①組織運営と財政、②選挙闘争、③地方自治体、④争議組合対策

2

1981

2/21～22

水戸

水戸市「水戸観光ホテル」 ４県６地区労

[栃木]宇都宮､[群馬]高崎､[茨城]水戸･県南､[埼玉]大宮

①組織状況、②中小労組対策、③憲法問題と反戦平和闘争

④未組織の組織化、⑤地区労の悩み

3

1982

6/11～12

高崎

高崎市労使会館 ４県１１地区労２５人

[栃木]宇都宮･足利､[茨城]水戸､[埼玉]大宮･桶川

[群馬]前橋･高崎･伊勢崎･利根･田野･北群馬

①組織実態報告、②春闘の取り組み

③地区労財政（県評・行政などの補助金）問題、④地方議会状況

4
1983

8/27～28
大宮

大宮市立婦人会館 ３県６地区労２３人

[栃木]宇都宮･足利､[茨城]水戸､[埼玉]大宮･樋川･熊谷

①統一地方選・参院選、②83国民春闘、③組織問題

5

1984

7/28～29

宇都宮

鬼怒川温泉「パークホテル」 ４県９地区労３３人

[福島]会津若松､[埼玉]大宮､[群馬]高崎

[栃木]宇都宮･足利･栃木･日光･今市･黒磯

①84国民春闘総括､②未組織の組織化､③パート 110 番､④組織実態

6

1985

7/23～24

水戸

水戸「吐玉荘」 ４県６地区労１３人

[栃木]宇都宮､[群馬]高崎､[茨城]日立･水戸･中央[埼玉]大宮

①地区労活動の実態報告（組織・平和運動）、②組織・財政問題

7

1986

8/8～9

高崎

高崎「日本たばこ赤城会館」 ６都県９地区労２０人

[福島]会津若松､[栃木]宇都宮､[茨城]水戸､

[群馬]高崎･桐生･安中･碓氷､[埼玉]大宮､[東京]八王子

①衆参同日選挙、②春闘・一時金

8
1887

7/5～6
大宮

大宮市職労組合事務所 ４県５地区労

[福島]会津若松､[栃木]宇都宮､[群馬]高崎､[埼玉]大宮･桶川

①87春闘、②統一地方選挙結果

臨

時

1988

3/29

宇都宮

字都宮市「ホテル丸冶」 ３県４地区労１１人

[栃木]宇都宮､[茨城]水戸･中央､[埼玉]大宮

①労働戦線統一問題にしぼっての情報交換、

②現状（中央・県・地区労）と今後の課題として「組織」「財政」の

意見交換

9

1988

7/10～11

会津若松

会津若松市「会津労働福祉会館」 ５都県９地区労２４人

[福島]会津若松･南会津･田島･磐梯、[栃木]宇都宮､[茨城]日立、

[埼玉]大宮･熊谷､[東京]八王子

①88春闘総括、②労働戦線統一、③未組織の組織化

10

1989

8/19～20

宇都宮

鬼怒川温泉「民宿福田屋」 ５都県８地区労３０人

[福島]会津若松､[栃木]宇都宮､[茨城]水戸､[埼玉]大宮･熊谷､

[東京]八王子･立川

①89春闘総括､②参議院選挙結果､③労働戦線統一､④特徴的活動
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11

1990

9/1～2

八王子

ホテル「なかやす」 ５都県１４地区労

[群馬]高崎､[神奈川]鎌倉､[埼玉]大宮･熊谷､[新潟]新潟､

[東京]江戸川･墨田･江東･府中･西多摩･立川･八王子･国分寺･足立

12

1991

8/31～9/1

熊谷

マードイン熊谷 ８都県１５地区労

[福島]会津若松､[栃木]宇都宮､[群馬]高崎

[埼玉]岩槻･川越･秩父･寄居･松状吉川･熊谷､[神奈川]鎌倉

[東京]八王子･世田谷･江戸川､[新潟]新潟､[長野]松本

①各地区労活動報告、②その他

13

1992

9/12～13

松本

穂高町「サン・クラブ穂高」 ６都県１０地区労

[栃木]宇都宮､[群馬]高崎､[埼玉]寄居･熊谷､[神奈川]鎌倉

[東京]八王子･世田谷･江戸川､[新潟]新潟､[長野]松本

①各地区労活動報告、②その他

14

1993

9/26～27

高崎

猿ケ京温泉「コープシャトー」 ５都県１４地区労

[福島]会津若松､[栃木]宇都宮､[群馬]高砂･碓永･伊勢崎

[埼玉]秩父･寄居･熊谷･大宮､[東京]八王子･世田谷･江戸川､

[新潟]新潟､[長野]松本

①各地区労活動報告、②今後の地区労運動

15

1994

10/10～11

大宮

大宮市役所地下会議室・三楽荘 ６都県９地区労

[福島]会津若松､[栃木]宇都宮､[群馬]高崎･伊勢崎

[埼玉]大宮･熊谷･寄居､[東京]八王子､[神奈川]鎌倉

①各地区労（センター・会議）の活動報告

16

1995

9/2～3

熊谷

「かんぽの宿 寄居」 ６都県９地区労２９人

[福島]会津若松､[栃木]宇都宮､[群馬]高崎･碓氷

[埼玉]大宮･熊谷･寄居､[東京]八王子､[神奈川]鎌倉

①各地区労（センター・会議）の活動報告

17
1996

9/1～2
会津若松

「ホテルニューパレス」 ８都県１４地区労４０人

[福島]会津若松･耶麻･磐梯･両沼･両会津､[栃木]宇都宮､

[群馬]高崎､[埼玉]大宮･熊谷･寄居、[東京]八王子､[神奈川]鎌倉､

[長野]松本､[兵庫]神戸

①特別報告（神戸地区労）②各地区労（センター・会議）活動報告

18

1997

8/31～9/1

鎌倉

鎌倉中央公民館・大蔵省印刷局保養所「シープトン鎌倉」

１１都県２２地区労４９人

[山形]田川､[福島]福島･会津若松､[栃木]宇都宮､

[群馬]高崎・碓氷、[埼玉]大宮･熊谷･寄居､[東京]八王子､

[神奈川]鎌倉･旭･南･逗子葉山･横須賀･小田原･湘南､

[長野]松本､[兵庫]神戸､[香川]高松･三豊､[沖縄]中部

①記念講演「沖縄の地区労運動」、

②各地区労（ｾﾝﾀｰ・会議）活動報告

19

1998

9/18～19

宇都宮

宇都宮市「ろまんちっく村」ろまんちっく温泉館

１３都県２０地区労４８人

[山形]田川･米沢､[福島]小名浜､[栃木]宇都宮･佐野､[群馬]高崎､

[埼玉]大宮･熊谷･寄居･三郷吉川松状､[千葉]市原･八千代､

[東京]八王子､［神奈川]鎌倉･小田原､[静岡]富士､[兵庫]神戸､

[香川]高松､[沖縄]中部

①各地区労・継承組織活動報告、②記念講演「長崎地区労の運動」
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20

1999

9/12～13

神戸

地域労働運

動の灯を守

って

神戸市「みのたにグリーンスポーツホテル」

１２県３０地区労８８人（全国 48 人、兵庫 40 人）

[山形]田川･米沢､[栃木]宇都宮､[群馬]高崎･太田､

[埼玉]大宮･熊谷･寄居･三郷吉川松伏､[千葉]市原･八千代､

[神奈川]鎌倉､[静岡]富士､[岡山]岡山､

[香川]高松･三豊･坂出･詫間･善通寺､[長崎]長崎･島原､

[沖縄]中部､[兵庫]神戸･尼崎･宝塚･芦屋･明石･東播･宍粟･神崎

①各地区労･継承組織活動報告

21

2000

9/2～3

高松

地域労働運

動の灯を守

って

高松市「オークラホテル高松」

１６都道県４１地区労１５２人（全国 80 人、香川 72人）

[北海道]石狩､[山形]田川･米沢､[栃木]宇都､[群馬]高崎･太田､

[埼玉]大宮･熊谷･寄居･三郷､[千葉]市原､[東京]江戸川､

[神奈川]鎌倉､[静岡]富士､[兵庫]神戸･明石･尼崎･芦屋､

[岡山]岡山･新見･美作､[徳島]徳島･中部･板野･徳島西部

[愛嬢]中予･今治･宇和島･西条･新居浜､[高知]高知､[長崎]長崎､

[沖縄]中部､[香川]高松･三豊･坂出･詫間･善通寺

①各県地区労活動報告

22

2001

9/1～2

米沢

地域労働運

動の灯を守

って

米沢市「東京第一ホテル米沢」

１９都道県３９地区労･団体１８８人（全国 79 人、山形 109 人）

[北海道]石狩･音威子府､[岩手]一関､[福島]会津若松･南会津･耶麻､

[栃木]宇都宮、[東京]東京ﾕﾆｵﾝ､全労協､[千葉]市原､

[神奈川]鎌倉､[埼玉]大宮･熊谷･寄居･三郷吉川松状､[新潟]新潟

[群馬]高崎･碓永･太田､[兵庫]神戸･明石･尼崎･芦屋､[岡山]岡山､

[香川]高松･丸亀､[高知]高知､[愛媛]中予､[徳島]徳島､

[長崎]長崎､[沖縄]中部､[山形]最上･西村山･山形･北村山･田川･

飽海･上山･西置賜･東置賜･米沢

①山形県における組織存続状況、②組織・財政の現状と課題、③地

域共闘と組織化の取り組み、④反戦平和と政治闘争の取り組み

23

2002

9/14～15

市原

地域労働運

動の新たな

発展をめざ

して

市原市「五井グランドホテル」

２０都道県４２地区労・団体、１８４人（全国 97人、千葉 87 人）

[北海道]音威子府･連合幕別･石狩､[山形]米沢･田川･西置賜､

[福島]会津若松､[長野]松本､[新潟]新潟､[群馬]太田･碓永･高崎､

[栃木]宇都宮､[埼玉]大宮･熊谷･寄居･三郷吉川松伏･秩父､

[東京]江戸川･江東･墨田･東京ﾕﾆｵﾝ､[神奈川]鎌倉･浜北･三浦半島、

[静岡]富士､[兵庫]尼崎･神戸･明石･芦屋､[岡山]岡山､

[愛媛]愛媛ﾕﾆｵﾝ､[香川]高松･坂出､[徳島]徳島､[高知]高知､

[長崎]長崎､[沖縄]浦添･中部､[千葉]八千代･市原･松戸

①千葉の状況報告、②組織・財政の現状と課題、③地域共闘と組織

化（ﾕﾆｵﾝ等）の取り組み、④反戦平和と政治・自治体闘争

24

2003

9/13～14

岡山

地域労働運

動の新たな

発展をめざ

して

岡山市「岡山ロイヤルホテル」

１８都道府県８６地区労個体２１０人（全国 84人、岡山 126 人）

[北海道]石狩､[山形]田川･米沢･西置賜､[栃木]宇都宮､

[群馬]太田･高崎､[東京]全国ﾕﾆｵﾝ､[埼玉]熊谷･寄居､

[千葉]市原･八千代･銚子､[神奈川]三浦半島､[静岡]富士､

[兵庫]尼崎･芦屋･神戸･明石､[徳島]徳島､[香川]丸亀･高松･坂出、

[高知]高知､[大阪]全国一般､[長崎]長崎､[大分]大分､[沖縄]中部､

[岡山]新見･倉敷･玉島･倉敷･岡山･美作

①全国地区労交流会の歩みと第 23回交流会総括、②岡山県内各地区

労の現状報告、③全国地区労交流会への報告と提案（組織・財政の

現状と課題、地域共闘と組織化（ﾕﾆｵﾝ等）の取り組み、反戦平和と

政治・自治体闘争）
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25
2004

9/18～20

沖縄

地域労働運

動の新たな

発展をめざ

して

読谷村「残波ロイヤルホテル」

１５都県３６地区労･団体１７０人（全国 93 人、沖縄 77 人）

[山形]田川･米沢、[福島]会津、[栃木]宇都宮[群馬]太田、

[東京]3 団体､[埼玉]熊谷･北関東ﾈｯﾄ､[千葉]市原･八千代･習志野､

[神奈川]三浦半島･浜北、[長野]県労･中高、

[兵庫]尼崎･芦屋･神戸･明石､[岡山]岡山､

[香川]高松･大川･三豊･丸亀､[高知]高知､[長崎]長崎･諫早､

[沖縄]北部･浦添･宮古･八重山･中部

①基調講演（宜野湾市長）、②反戦・平和の闘い、③地域共闘の組織

強化と財政問題、④基地・戦跡地めぐり

26
2005

9/17～18

長野

オキナワと

信州・マツ

シロをむす

ぶ－地域労

働運動の新

たな発展を

めざして

千曲市上山田温泉「ホテル圓山荘」

１８都県６６地区労･団体２１０人（全国 131 人、長野 84人）

[青森]上十三､[山形]田川･米沢･飽海､[福島]福島･会津､

[栃木]宇都宮･佐野､[群馬]高崎･太田､[埼玉]熊谷･寄居､

[千葉]市原･八千代･習志野､[東京]新宿､[神奈川]三浦半島･湘南､

[新潟]新潟･北魚沼･柏崎･十日町･妙高､[富山]高岡､[静岡]富士､

[兵庫]芦屋･宍粟･神戸･尼崎･明石･東播、[岡山]岡山､

[香川]高松･丸亀､[高知]高知､[長崎]長崎､[沖縄]中部､

[長野]飯水岳北･中高･須高･長野･更埴･上小･佐久･大北･南安･

松本･塩尻･木曽･諏訪･上伊那･下伊那

①長野県実行委員会からの問題提起と運動報告、②記念講演、③基

地・原水禁・原発、④地域ユニオン・組織

27
2006

9/16～17

長崎

マツシロ

『大本営』

からナガサ

キへ－地域

労働運動の

新たなる発

展をめざし

て

長崎市「長崎ビューホテル」

２２都県６６地区労･団体２０９人（全国 104 人、長崎 105 人）

[山形]田川･米沢､[福島]県･会津､[栃木]宇都宮､[群馬]高崎･太田､

[埼玉]熊谷･秩父･北関東､[千葉]市原･八千代･習志野､

[東京]平和ﾌｫｰﾗﾑ､[神奈川]三浦半島･大船､[長野]松本､

[兵庫]尼崎･芦屋･神戸･明石･東播､[岡山]岡山､[香川]高松･三豊､

[徳島]徳島､[高知]高知､[福岡]筑紫･福岡､

[佐賀]鳥栖三養基･佐賀･唐津東松浦･藤津鹿島･県､

[大分]杵築･別府･日田･由布･速見･県､[熊本]県､

[宮崎]宮崎･日向･東児湯･西諸･都北･県南､

[鹿児島]鹿児島･南薩･北薩･県､[沖縄]中部、

[長崎]諫早･大村･東彼･佐世保･県北･上五島･長崎･県

①長崎県内における地域・平和運動、②記念講演「核武装、憲法改

定、靖国参拝」、③地域ユニオン運動と地区労運動、④反戦・平和の

取り組み

28

2007

9/15～16

横須賀

ナガサキか

らヨコスカ

へ－『改憲』

に抗して－

地域労働運

動の新たな

る創造へ

神奈川県 横須賀市「セントラルホテル」

１９都道県６６地区労･団体１５０人（全国 106 人、神奈川 44人）

[北海道]石狩ﾌｫｰﾗﾑ､[山形]田川･米沢､[福島]会津､

[栃木]宇都宮･佐野、[群馬]高崎･太田､

[埼玉]熊谷･秩父･寄居･北関東､[千葉]市原･八千代･習志野､

[東京]江戸川･墨田･江東､[長野]松本･中高､

[兵庫]尼崎･芦屋･神戸･明石･東播･宍粟､[岡山]岡山､

[香川]高松･丸亀､[徳島]徳島､[高知]高知､[鹿児島]鹿児島､

[沖縄]中部･浦添､[神奈川]三浦半島･瀬谷･高座･大船

①地区労運動の課題と展望 1･2、②反戦平和、③ﾕﾆｵﾝ運動・争議支援
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29
2008

9/13～14

鶴岡

憲法理念を

実現する新

たなる地域

運動の創造

を

鶴岡市湯野浜温泉「海麓園」

２１都県６０地区労・団体１７２人（全国 100 人、山形 72 人）

[青森]上十三､[福島]会津･県､[栃木]佐野･宇都宮､

[群馬]太田･碓氷･館林･伊勢崎･高崎､

[埼玉]秩父･熊谷･寄居･北関東､[千葉]八千代･市原･習志野､

[東京]江戸川､[神奈川]三浦半島､[新潟]妙高､[長野]中高､

[岐阜]岐阜､東濃､[静岡]富士､[兵庫]尼崎･芦屋･神戸･明石･東播､

[岡山]岡山､[徳島]徳島､[香川]高松･三豊､[高知]高知､[長崎]長

崎､[宮崎]都北･日向､[鹿児島]鹿児島､[沖縄]中部､[山形]北村山･

飽海･上山･山形･西置賜･米沢･東置賜･天童･西村山･最上･田川

①反戦・平和、②ユニオン・争議支援、③地域労働運動の現状と課

題（自治体・行政を中心として）、④地域労働運動の現状と課題（組

織の継承を中心として）

30
2009

9/12～13

太田

地域労働運

動の力で、

憲法を生活

に生かそう

太田市藪塚温泉「ホテルふせじま」

１７都県３６地区労・団体２４２人（全国 100 人、群馬 142 人）

[山形]田川･米沢･飽海､[栃木]佐野･宇都宮､

[埼玉]秩父･熊谷･寄居･北関東､[千葉]八千代･市原･習志野､

[東京]江戸川､[神奈川]三浦半島､[新潟]妙高､[長野]松本､

[静岡]富士､[兵庫]尼崎･芦屋･神戸･明石･東播､[岡山]岡山､

[徳島]徳島､[香川]高松･丸亀､[高知]高知､[長崎]長崎･島原､

[沖縄]中部､[群馬]太田･碓氷･館林･伊勢崎･高崎

①護憲・反戦・平和Ａ、②護憲・反戦・平和Ｂ、③ユニオン・争議

支援、④地域労働運動の現状と課題（行政要求・自治体闘争）、⑤地

域労働運動の現状と課題（地区労運動の継承）

31 2010

徳島

新たな地域

労働運動の

創造を

ー地域労働

運動の力

で、憲法を

生活にいか

そうー

徳島市「徳島グランドホテル」

２０都県４０地区労・団体１９６人（全国 116 人、徳島 80 人）

[山形]田川･米沢､[福島]小名浜､[群馬]太田･館林､

[栃木]佐野･宇都宮､[埼玉]熊谷､[千葉]八千代･市原､

[東京]江戸川･新宿･墨田､[神奈川]三浦半島､[長野]松本､

[福井]坂井､[静岡]富士､[兵庫]尼崎･芦屋･神戸･明石･東播､

[岡山]岡山､[香川]高松･丸亀･詫間･仲多度､[愛媛]中予･宇和島､

[高知]高知､[長崎]長崎､[鹿児島]鹿児島､[沖縄]中部、

[徳島]徳島･･西部･中部･美馬･小松島･鳴門･板野

①護憲･反戦･平和Ａ、②護憲･反戦･平和Ｂ、③護憲･反戦･平和Ｃ、

④非正規労働者の組織化､⑤ユニオン運動･争議支援､⑥地域労働運

動の現状と課題Ａ、⑦地域労働運動の現状と課題Ｂ

32 2011

沖縄

地域労働運

動新たな創

造を－基地

もない原発

もない平和

な未来をつ

くる労働運

動－

読谷村「残波ロイヤルホテル」

１７道都県３４地区労・団体１６７人（全国 99人、沖縄 68 人）

[北海道]石狩､[山形]田川･米沢､[群馬]太田､[栃木]佐野･宇都宮､

[千葉]八千代･市原･習志野､[東京]新宿･墨田､[神奈川]三浦半島､

[長野]松本､ [福井]坂井･敦賀､[静岡]富士､[岐阜]岐阜､

[兵庫]尼崎･芦屋･神戸･明石･東播､[岡山]岡山､[徳島]徳島･中部､

[香川]高松･丸亀･大川､[長崎]長崎､[沖縄]中部･八重山･北部･浦添

①護憲･反戦･平和Ａ、②護憲･反戦･平和Ｂ、③護憲･反戦･平和Ｃ、

④非正規･ユニオン･組織化、⑤地域労働運動の現状と課題Ａ、⑥地

域労働運動の現状と課題Ｂ
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33 2012

東京

創造する地

域労働運動

－平和の大

切さと新た

な連帯を－

江戸川区「江戸川区総合文化センター」

１８都県３６地区労・団体１８２人（全国 87 人、東京 95 人）

[山形]田川･米沢､[福島]県､[群馬]太田･高崎､[栃木]佐野･宇都宮､

[埼玉]熊谷､[千葉]八千代･市原･習志野､ [神奈川]三浦半島､

[長野]松本､[静岡]富士､[岐阜]岐阜､[兵庫]尼崎･芦屋･神戸･明石､

[岡山]岡山､[徳島]徳島･美馬､[香川]高松･丸亀､[高知]高知､

[長崎]長崎､[沖縄]中部､

[東京]足立･新宿･中央･江東･荒川･台東･墨田･江戸川

①護憲･反戦･平和Ａ、②護憲･反戦･平和Ｂ、③護憲･反戦･平和Ｃ、

④非正規･ユニオン･組織化Ａ、⑤非正規･ユニオン･組織化Ｂ、⑥地

域労働運動の現状と課題Ａ、⑦地域労働運動の現状と課題Ｂ


