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MayDayMayDay連合山梨連合山梨
第92回第92回 式典式典を開催を開催

今こそ心をひとつに！ 働く仲間の笑顔のために  
感謝と思いやりの絆をつなぎ  希望あふれる未来を切り拓こう！

メーデー
スローガン

　今年のメーデー開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症
に関する状況を注視しつつ、「4月28日(水)甲府市総合市民会館芸
術ホールに於いての式典」と「5月16日(日) 山梨県民文化ホールに
於いて開催予定の祭典」に分けて実施することとしました。
　式典には、ご来賓を始め各構成組織から役員を中心に人数制限
をして約150名の参加のもと「今こそ心をひとつに！働く仲間の
笑顔のために、感謝と思いやりの絆をつなぎ希望あふれる未来を
切り拓こう！」をスローガンとして開催しました。
　まず、主催者を代表して萩原会長から、メーデーの歴史と県内
春闘の交渉状況、続いて国政に触れ「日本の将来・山梨の将来を
見据え、働く者・生活者の視点に立った政治を行って頂くため、
来るべき衆議院選挙、そして来年の参議院選挙に向けて、様々な
立場の中でしっかりとした組織運営を行い皆さんと一緒に選挙戦を勝ち抜い
て行く」そして「将来を見据え、今を生きる私たち責任世代が、次の世代にバ
トンを渡せる様な世の中を作っていくため共に頑張っていきたい」との決意を
述べた後、長崎 幸太郎 山梨県知事をはじめ、輿石 東 元参議院副議長など多
くのご来賓の方々からご挨拶を頂きました。
　その後、竹川 朝也 青年委員会委員長による「勤労者・生活者の政治を取り
戻す特別決議」の採択を行い、その中で「10月までには任期満了による衆議
院議員選挙が必ず実施される。健全な野党の力合わせで強大な与党の壁を突
き崩し、連合山梨の推薦する候補者の必勝に向けて全力で取り組んでいく」こ
とを全体で確認しました。
　最後に、小林 恵 女性委員会委員長によるメーデースローガンならびにメー
デー宣言の採択、萩原会長の発声による団結ガンバローで式典を締めくくりました。

　なお、祭典につきましては、5月16日(日)に山梨県民文化
ホールにて、家族のふれあいの場として、〝さかなクンによ
る環境を考えるセミナー〟や、マジックショー、サイエンス
ショー等を実施して、全ての働く者とその家族、生活者、関
係団体が一つとなり、「希望あふれる未来を切り開いていく」
ことが出来るメーデーにしたいと考えています。

事務局長　窪田　清　

4 28
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メーデー宣言を
読み上げる
女性委員会
小林  恵 委員長

特別決議を
読み上げる
青年委員会

竹川 朝也 委員長
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　3月29日（月）、連合山梨より昨年秋に県へ提出した政策・制度要求と提言に対する回答を受け取りました。
　冒頭、山梨県産業労働部 中澤部長より「県としては、連合山梨からの提言も踏まえた形で、令和３年度の雇用
対策、離職された方の再就職への支援、生活困窮者の相談体制の強化、あるいは医療・介護現場での感染拡大防止
や中小企業への支援等、様々な対策を実行に移していく」との考えを述べられました。その後、労政雇用 渡辺課
長より、今年度計上された予算にも触れながら説明がありました。
　参加した政策制度委員からも多くの質問や意見が出され、有意義な時間となりました。まとめに、萩原会長は、
労働者を守るという視点から「労使間協議や業界・
産業では解決できない課題が沢山ある」ことに触れ、
行政のリーダーシップによる課題の解決にも期待を
示しました。また、生活者としてどのように行政と
関わっていくのかという視点から「生活者でもある
私たちにできることを、行政からも要請や提案をし
てほしい」と述べられました。
　これからも、労働者・生活者をとりまく仕組みを
改善していくために、ともに頑張りましょう。

政策・制度委員会 委員長　福井 太一　

　連合山梨政治フォーラムは、2020年4月2日開催の執行委
員会にて設立を確認しましたが、新型コロナウイルス感染
症拡大により設立総会が見送られてきました。
　1年越しとなりましたが、2021年4月3日（土）に、ジッ
ト甲府プラザにて設立総会を開催しました。
　開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策を行
い、Zoom参加者20名を合わせ全体で110名に参加を頂き
ました。
　冒頭の主催者代表あいさつでは、連合山梨 萩原会長より、 
①日頃の活動のお礼、 ②世の中の景気に対しての労働組合と

連合の関わり及びその歴史、 ③連合の使命、 ④政治フォーラ
ム設立の意義について、挨拶を行いました。
　続いて、来賓の皆さまより挨拶を頂いた後、連合山梨政治
センターの田中センター長より、連合の課題認識、第49回
衆議院選挙に向けての取り組み、政治フォーラム（要綱、構
成員の紹介、今後のスケジュール）についての説明がされま
した。
　また、記念講演として、連合本部政治センターの川島事務
局長をお招きして、「連合が進める政策制度と実現に向けた取
り組み」と題した講演を実施し閉会となりました。

副事務局長　白倉 範人　

政治フォーラム政治フォーラム政治フォーラム4 3
SAT

連合山梨連合山梨 設立総会を開催設立総会を開催

「山梨県への政策制度要求と提言」回答「山梨県への政策制度要求と提言」回答「山梨県への政策制度要求と提言」回答3 29
MON

Yamanashi
Pref.

Yamanashi
Pref.

行政主導による課題解決を！

連合山梨の求める政策の共有､ 周知を図る！
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4 14
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西部地協・地区協  拡大役員会議
活動の進め方や課題を共有！

　4月14日（水）「中巨摩教育会館」において西部地協・地区協拡
大役員会議を開催しました。
　この会議は、西部地協・地区協・連合山梨が一体となって、日
頃の活動の進め方や、課題などの共有を図るために、隔年で開催
しています。
　今回は、連合山梨より萩原会長・大森副事務局長・白倉副事務
局長に出席頂き、西部地協・地区協役員を含め計27名の参加にて開催しました。
　会議では、大森副事務局長より「政策制度要求の取り組み」について、白倉副事務局長より「政治理念・政治活動」
について、それぞれ説明を頂きました。これを受けて、西部地協の長田議長を座長とし、参加者全員による意見交換
を行いました。
　最後に、萩原会長より、地協・地区協活動の重要性を含めたご挨拶を頂いて会議を終了しました。
　普段の活動では交流が少ないので、それを補うために実施している地区協間での役員交流会は、コロナ禍の状況を
考慮して開催しませんでしたが、日頃の活動の問題点や、意見・要望などが活発に交わされた有意義な会議となりま
した。

西部地協　事務局長　土橋 一光　

4 19
MON

東部地協・地区協  拡大役員会議
「政策制度」「政治活動」の更なる前進に向けて！

　4月19日（月）「富士吉田市民ふれあいセンター」において、連合山
梨から萩原会長・大森副事務局長・白倉副事務局長に出席頂き、東部
地協・地区協役員を含め計１5名の参加により東部地協・地区協拡大
役員会議を開催しました。
　冒頭、東部地協の棚本議長より「私たち労働者にとって、まだまだ
厳しい環境が続くと思われるが、誰もが希望を持てる社会の実現に向
けて、働く仲間で団結し活動に取り組んで行く」「しっかりと足元を固
めつつ新しい取り組みにも積極的にチャレンジして行くための意見交
換の場としてほしい」と挨拶を述べられました。
　会議では、両副事務局長より「政策制度要求の取り組み」と「政治活
動」について、テーマ別に説明を受けた後、参加した地協・地区協役員から多くの意見が飛び交い、今後の活動に向
けての活発な意見交換が行われました。
　最後に萩原会長より会議の総評が行われて終了となりました。

東部地協　事務局長　前田　宝　

4 16
FRI

中部地協・地区協  拡大役員会議
活動の意識合わせを図る！

　4月16日（金）「労農福祉センター」において、2021年度連合山梨中
部地協・地区協拡大役員会議を開催しました。
　本会議は2年に1度の実施とし、今回は、連合山梨より萩原会長・大
森副事務局長・白倉副事務局長に出席頂き、中部地協・地区協役員19
名を合わせ計22名の参加により行われました。
　冒頭、中部地協 有泉議長及び、連合山梨 萩原会長からの挨拶を頂き
ました。

　会議では、両副事務局長より「政策制度」と「政治活動」の２つのテーマについて説明を頂きました。それを受け
て、有泉議長を座長に意見交換が行われました。
　２つのテーマの重要なポイントについて、疑問点や現状の課題など様々な話し合いが行われ、中部地協・地区協と
して、今後活動していく上での意識合わせを図ることが出来ました。
　最後に萩原会長より総評を頂いて拡大役員会議を締めくくりました。

中部地協　事務局長　弘瀬　誠　

地域・地区協議会の活動
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連合山梨連合山梨連合山梨 春季生活闘争春季生活闘争春季生活闘争 闘 争 情 報202120212021

規模計
組合数 金額 率

2021年回答妥結

27 5,005 1.76
組合数 金額 率

2020年回答妥結

17 6,216 2.03
「規模計」平均賃上げ要求組合全体　 2020年は昨年同時期の回答妥結状況

平均賃上げ集計
（加重平均）
平均賃上げ集計
（加重平均）

地　場　9構成組織オブ含む34組合

要求 妥結 交渉中 要求せず 未定

全　体　18構成組織3オブ含む87組合

要求 妥結 交渉中 要求せず 未定
20 16 4 - 1465 48 17 1 21

交渉進捗状況交渉進捗状況

均等
待遇
均等
待遇

格差

是正
格差

是正

第4回集計（　　　　）4月26日現在
5月12日公表

　フードドライブとは、安全に食べ
られるのに、包装に印字のミスや破
損があったり、賞味期限が近かった
りするなどの企業・個人から食品を
寄付してもらい、福祉施設や生活困
窮者に無償で提供する活動です。
　子供の貧困対策や、食べ物が無
駄に捨てられる、食品ロスの対策と
しても注目されています。

●フードドライブとは？
カップ麺・レトルト・袋麺・乾物・調味料・
飲料（カン･ペットボトル）
菓子･缶詰･お茶･コーヒー（インスタント）･米
＊ 米は２０１９年産以降の白米･玄米･籾
＊ 未開封で賞味期限が記載の物
＊ 賞味期限は２０２１年１０月まである物
＊ 砂糖･塩には賞味期限は記載がありません
　 （味塩には記載あり）
＊ お酒は収集しません。（料理酒含む）

●収 集 対 象

　2020年度に「連合山梨30周年記念行事」としてスタートした〝地域に根ざし、毎年継続できる〟ボランティア
活動であるフードドライブに今年も取り組みます。

第２回 フードドライブボランティアにご協力ください! !第２回 フードドライブボランティアにご協力ください! !第２回 フードドライブボランティアにご協力ください! !

（1）食品の収集： 5月29日までに
　　各組合窓口へお持ち込みをお願いします。
（2）連合山梨へ直接お持ち込みの場合は、 
　　6月1日（火）～11日（金）までにお願いします。
　　それ以前に持ち込み希望の場合は、連合山梨へご連絡下さい。
　　連合山梨事務局 TEL:055-228-0050　FAX:055-222-1189

●取り組み期間
協賛：山梨県労働者福祉協会
　　　中央労働金庫山梨県本部
　　　こくみん共済
　　　coop山梨推進本部
　　　パルシステム山梨
　　　山梨県労農福祉センター

https://yamanashi-jtuc-rengo.com

2021年5月24日●より月

連合山梨のホームページ
をリニューアルします!!
「組織紹介」や「活動内容」、「

労働相談」など、各種コンテン
ツを

見易い様に作成しました。ぜひ
多くの方の閲覧をお願いします

。


