
　中央最低賃金審議会は8月1日(月)に、2022
年度の地方最低賃金引上げ額の目安を審議す
る小委員会を開催し、今年度の引き上げ額の
目安を全国平均で31円とする答申方針を決め
ました。
　委員会では、ロシアのウクライナ侵攻や急
激な円安を背景に生活必需品が幅広く値上げ
され、最低賃金を引き上げる必要性について
労使の認識が共有されました。しかし、物価
高を踏まえた引き上げを求める労働側と、仕
入れ価格の上昇を納入価格へ転嫁し切れずに
収益が圧迫されている経営側の主張が平行線
を辿っていました。
　引き上げ幅は、最低賃金を時給で示すようになった02年度以降で最大であった21年度の28円を上回るかが焦
点で、7月25日までの計4回の協議で目安が示されない異例の事態となっていました。その中で、労使双方より
引き上げ額の算定根拠も含めて丁寧に議論を尽くす方針が確認され、水面下で調整が続けられていました。
　最低賃金はすべての労働者を対象に最低限支払われなければならないもので、小委員会が示した「目安」を踏
まえて都道府県ごとに定められます。山梨県（Ｂランク）は引き上げの目安として31円が示されたことから、今
後山梨県地方最低賃金審議会において、公益・使用者側・労働者側の３者による専門部会での具体的な金額審議
を行って決定していくこととなります。
　連合山梨は地方最低賃金審議会の労働側委員として、最低賃金額の引き上げに継続的に取り組みます！
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規模計
組合数 金額 率

2022年回答妥結

49 5,849 2.08
組合数 金額 率

2021年回答妥結

49 4,712 1.67
「規模計」平均賃上げ要求組合全体　 2021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32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90組合

要求 妥結 交渉中 要求せず 未定
26 26 0 3 078 73 5 3 9

交渉進捗状況交渉進捗状況

第7回集計（　　　　）7月28日現在
8月  4日公表

格差
是正
格差
是正

均等
待遇
均等
待遇

最 低賃 金最 低賃 金 ２０２２年度引き上げ額を審議２０２２年度引き上げ額を審議
最低賃金目安額31円（Bランク）が示される！最低賃金目安額31円（Bランク）が示される！
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山梨県の最低賃金の推移

＋16 ＋22＋16 ＋22 ＋25 ＋26 ＋27 ＋1 ＋28

737 759 784 810 837 838 866
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　連合山梨組織対策委員会は2022安全衛生研修会と題し、7月20日（水）と27日
（水）にALSOK昇日セキュリティーサービス(株)による普通救命講習会を実施し
ました。
　今回の救命講習は昨年に引き続き２回目となります。いざという時に大切な人
や家族の命、職場の同僚や地域の方を守る知識とスキルを身に着けることを目的
に開催し、両日で17名が心肺蘇生やＡＥＤの使い方、応急手当の方法など約2時
間のカリキュラムを受講しました。

　突然の事故や、自然災害が頻発する
昨今、いつどこで有事に遭遇するか分
かりません。また、心肺停止は突然発
生するケースもあります。緊急な場面
においても慌てずに適切な対応が出来るということは重要です。
　参加された方々は、講師の説明を受け蘇生訓練に真剣に取り組み、質問や意見
交換を行っていました。また、昨年受講されていた方も、やり方を忘れていたり、
うろ覚えであったり、さらに新型コロナウイルス感染防止の観点から救命方法が
変更されていたりと、定期的な受講が必要と感じる有意義な講習会となりました。
　組合員の皆様も職場や地域などで機会があれば、ぜひ受講をおすすめします。

組織対策委員会　事務局長　白倉 範人　

組織対策委員会組織対策委員会27
WED

7 20・
WED

２０２2安全衛生研修会を開催

7月20日 安全衛生研修会の様子

7月27日 安全衛生研修会の様子

　今から7 7年前、
1945年の7月6日夜か
ら7日未明にかけて、
甲府は一面火の海と化
しました。 1,000人以
上の犠牲者を出した甲
府空襲の事実、戦争の
恐ろしさと平和の大切
さを伝えるため、7月1

日（金）から6日（水）まで、県立図書館を会場に「第41回 甲府
空襲 戦争と平和・環境展」を開催しました。 会場には、甲府空
襲を中心とした国内外の戦争に関する写真や資料など、約
360点の展示品が並び、1,655人が来場しました。
　中止していた小中学校からの団体見学、戦争体験者の語り
聞かせ、退職女性教職員による大型紙芝居の上演も再開し、 
900人を超える児童生徒が来場しました。 真剣に学ぶ子ども
たちの姿に、平和への願いを次世代に伝えていくことの大切さ
を改めて実感しました。

甲府空襲展実行委員会　山教組　原　善信　

　「伝えよう戦争 つな
げよう平和」のテーマの
もと、7月22日（金）か
ら24日（日）まで，富士
吉田市民会館において
『第40回吉田空襲展』
を開催し、約1,200人の
方々に来場していただ
きました。
　本年度は、40回とい
う節目の年ということ
もあり、特別記念講演
として講師を招き「南アルプスの戦争遺跡【ロタコ】」について講
演をいただきました。
　会場では、「吉田空襲」「戦時品」「広島・長崎・沖縄」等の展示の
ほかに、「ウクライナ情勢」の特別展示も行い、私たちの身近な地
域から日本、そして世界へと目を向けられるようにしました。 そ
のほかにも退職女性教職員による「戦争に関する本の読み聞か
せ会」や青年部による「親子映画会」も行いました。
　アンケートでは「空襲展に参加してよかった」といった声を多
数寄せていただきました。 今後も吉田空襲展が、参加していただ
いた方々にとって、戦争の悲惨さと平和の大切さについて考える
機会、平和教育の発信の場となるようにしていきたいと思います。

吉田空襲展実行委員会　山教組　曽根 浩太　

第41回 甲府空襲

戦争と平和･環境展

第41回 甲府空襲

戦争と平和･環境展
6

WED

7 1 ～
FRI

第40回

吉 田 空 襲 展

第40回

吉 田 空 襲 展
24
SUN

7 22～
FRI
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　連合山梨フードドライブボランティアは、結成30周年を機に〝豊かな地
域社会づくりへの貢献〟〝継続して取り組むことができる〟をコンセプトに
スタートしたボランティア活動です。
　3回目となる今年度は3月から約２ヶ月間、各構成組織にお米や袋麺、缶詰
などの収集をお願いし、集まった食材261Kgと、米類57Kgを5月下旬に
フードバンク山梨へ寄贈させて頂きました。
　フードバンク山梨には年間を通じ、多くの企業、個人から食材が寄贈され
ており、必要とされている方々のもとへ食材をお届けするためには、仕分けや箱詰め、発送作業に人手が足りず、多くのボ
ランティアの方々の協力が必要です。
　連合山梨は各構成組織および、山梨県労働者福祉協会と連携し、毎年、仕分け作業のお手伝いをしており、今年は7月21
日・22日の2日間フードバンク山梨倉庫にて、総勢24名が個人宅にお届けする140箱の〝箱詰め〟作業を行いました。
　また翌日以降の準備として、箱作りや賞味期限の確認も行いました。
　新型コロナウイルス感染症防止策や、真夏の作業ということで熱中症にも気を遣う中での作業となりましたが、参加者か

らは「大変意義の有る活動で、今後も積極的に取り組んで行きたい」と
の声が聞かれました。
　連合山梨は、次年度以降も〝地域に根ざしたボランティア活動〟とし
て継続して取り組んでいきます。引き続きのご協力をお願いします。

十分に安全に食べられるのに、 箱が壊れたり、印字
が薄くなっ たりして、販売できない食品を企業・
個人から寄贈してもらい、必要としている施設・団
体・個 人に無償で提供する活動です

フードバンクの取り組み

フードバンク山梨にて仕分け作業実施

22
FRI

7 21・
THU

【市川三郷町議会議員選挙】
2022年
9月20日（火）告示
9月25日（日）投開票

高尾 貫氏
【略歴】
2013年  市川三郷町議会議員 （補欠選挙）  当選
2014年  市川三郷町議会議員２期目  当選
2018年  市川三郷町議会議員３期目  当選

たか　  お　　　 とおる　

連合山梨会館（仮称）
経過報告

No,8

フードバンク箱詰め作業

「フードドライブボランティア」「フードドライブボランティア」

連合山梨推薦の
地方選挙候補予定者
連合山梨推薦の

地方選挙候補予定者

　50年を超えて私たち労働者の拠り所とされていた労
農センターの現状をお知らせします。
　建物内部の解体工事が完了し、躯体がむき出しの状
態となりました。
　写真は、３階に有
りました連合山梨事
務所内を撮影したも
のです。
　今月の中旬より、
建物躯体解体が始ま
ります。

労農センターの今！
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　連合山梨推薦の宮沢ゆか氏は圧倒的な与党優勢のなか、大変厳しい選挙と
なりました。
　連合山梨も連日の手振り行動や遊説隊支援、個人演説会への積極的な参加、
さらには自転車部隊など全力で取り組みましたが、あと一歩届きませんでした。
　しかし、163,740票を獲得したことは連合山梨に集結する組合員の皆様
の努力によって押し上げたものと考えます。
　また、連合組織内候補９名についても８名の当選を勝ち取る事が出来まし
たが、残念ながら１名の候補が落選する結果となりました。
　連合山梨はこの選挙結果をしっかりと受け止め、早期に第26回参議院選
挙の総括を進めて行くこととします。
　これまでの皆様のご支援に深く感謝申し上げます。
　ありがとうございました。

第26回参議院議員選挙
山梨県選挙区　宮沢ゆか氏
追い上げ及ばず残念ながら惜敗

「山梨県挙区」 選挙結果
宮 沢 ゆ か
永 井 　 学
渡 辺 知 彦
黒 木 一 郎

163,740票
183,073票
20,291票
7,006票

【当選】

比例代表 連合組織内候補者の結果

氏　名（構成組織） 得　票　数

鬼木 まこと
（自治労）

（全体）

（山梨）

171,619
828当選

氏　名（構成組織） 得　票　数

竹詰 ひとし
（電力総連）

（全体）

（山梨）

238,956
2,290当選

はまぐち 誠
（自動車総連）

（全体）

（山梨）

234,744
426当選

かわい たかのり
（ＵＡゼンセン）

（全体）

（山梨）

211,783
975当選

矢田 わか子
（電機連合）

（全体）

（山梨）

159,929
1,151

古賀 ちかげ
（日教組）

（全体）

（山梨）

144,344
8,495当選

し ば  慎 一
（ＪＰ労組）

（全体）

（山梨）

127,382
977当選

村田 きょうこ
（基幹労連 /ＪＡＭ）

（全体）

（山梨）

125,340
348当選

石橋 みちひろ
（情報労連）

（全体）

（山梨）

111,703
1,135当選

　「ワークルール検定」は、働くうえで知っておきたい労働法について、
正確な知識を獲得するための検定制度です。労使双方に役立つ検定であ
ることから、厚生労働省や日本生産性本部もこの検定を後援しています。
山梨では下記にて実施されます。

働く人、管理職、コンプライアンス
に重要な「ワークルール」習得に!

詳細は「事務連絡」にて、募集案内発信していますので、ご確認下さい。
（問い合わせ  連合山梨 055-228-0050）

2022「秋」ワークルール検定ワークルール検定

11月27日（日）11:00 ～11:45（受付10:15）
※ワークルール講習は事前にWEBにて実施

■■■■■日　　時

山梨県JA会館
６Ｆ大ホール
10月20日（木）

■■■■■

■■■■■

会　　場

申込締切

どなたでも受検できます。
初級：2,900円（税込）

■■■■■
■■■■■
受験資格
費　　用

やまなし労福協
第36回チャリティー
ゴルフ大会のご案内
日　　時●2022月10月19日㈬
場　　所●カントリークラブ
　　　　　グリーンバレイ
参 加 費●1,000円（チャリティ金・
　　　　　賞品代等含む）
プレー費●ビジター7,800円・
　　　　　メンバー5,700円
　　　　　（セルフプレー・昼食・
　　　　　ワンドリンク付き）
募集人数●100名（25組）
申し込み●労福協
　　　　　TEL 055-227-6290

れんごうYAMANASHI  No,374（4）


