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　4月28日(水)に開催したメーデー式典に続き、5月16日(日)に山梨県民文化ホール
大ホールに於い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ました。
　新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、会場収容人員の1/4となる約500人に参
加をいただき成功裡に開催することが出来ました。
　まず、主催者を代表して萩原会長が、「皆さまと共に明るく働きやすい山梨にして行
きましょう。コロナ禍にあって、本日は久しぶりのご家族の方々を含めた行事となり
ます。是非、楽しんで下さい」と挨拶を行いました。その後、さかなクンと2組のパ
フォーマーにより、メーデー祭典を盛り上げていただきました。
　①お笑い満点・爆笑「とむやむくんのマジック」
　　テーブルマジックやステージマジックを披露していただき、エキゾチックな魅力、
そして優雅で華麗なステージにくぎ付けとなりました。

　②ワクワク・ドキドキ「マリカ先生のサイエンスショー」
　　科学の不思議を分かりやすい解説とマジックで、とても楽しく、そして身近に感じながら学ぶことが出来ました。
　③ギョギョギョッ！で大人気「さかなクンの特別講演」
　　「さかなクンと考える山梨の魚と水環境」をテーマに、魚や海、自然への興味を惹きつけられる講演を行っていただき
ました。講演をしながら書き続けるイラストは見事な出来栄えで、会場の参加者へクイズ形式にてプレゼントをして
くれました。

　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」そんな思い
が共有されたメーデーにすることが出来ました。

事務局長　窪田　清　

MayDayMayDay連合山梨連合山梨
第92回第92回 祭典祭典を開催を開催
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！
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！
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コロナ禍にあっても真摯な労使協議を!

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

39 4,852 1.70
組合数 金額 率

2020年回答妥結

24 5,983 1.93
「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 87組合

要求 妥結 交渉中 要求せず 未定
20 18 2 - 1465 61 4 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５回集計（　　　　）5月31日現在
6月  9日公表

◆ 2021春季生活闘争の位置づけと現時点における受け止め
①要求内容に幅があり、かつ示された回答にも幅がみられるものの、
過去経験したことのないコロナ禍の環境下においても、労使の責
任において、真摯な交渉が行われたものと受け止める。
②全体的に賃上げ率は昨年を下回るものの、コロナ禍にあっても賃
上げの流れは継続。
③中小組合は「自らの賃金水準」を意識した取り組みがさらに前進し、
有期・短時間・契約等で働く者の賃上げは、一貫して一般組合員
を上回る。分配構造の転換に向けて、格差是正と「働きの価値に
見合った賃金水準」を意識した動きが前進しているものと受け止
める。
④「すべての労働者の立場にたった働き方」の見直しは、多岐にわた
る項目で前進。

◆ 具体的な回答状況
①平均賃金方式
　平均賃金方式で要求・交渉を行った組合のうち3,205 組合（昨年
同時期比82 組合増）が回答を引き出し、その加重平均は5,347 
円・1.81％（同336 円減・0.12 ポイント減）となった。
　賃上げ分が明確に分かる1,213組合の賃上げ分の加重平均は
1,635 円・0.56％となった（同274円増・0.11 ポイント増）。300 
人未満の中小組合で賃上げ分が明確に分かる763 組合の賃上げ分は
1,379 円・0.57％（同1 円増・±0 ポイント）となり、率では全体
を上回った。

②個別賃金方式
　個別賃金方式で要求・交渉を行った組合のうち、Ａ方式35 歳の引

き上げ額・率は、1,051 円・0.41％（同2 円減・0.02 ポイント増）、
同30 歳は846 円・0.36％（同256 円減・0.09 ポイント減）、Ｂ方
式は35 歳が7,511 円・2.76％（同939円増・0.33 ポイント増）、
同30 歳が7,662 円・3.35％（同79 円増・0.13 ポイント増）、Ｃ方
式では、35 歳の引き上げ後水準が294,525 円となっている。
③賃金の絶対額にこだわった要求
　「賃金水準の追求」にこだわって要求した組合は月例賃金改善（定
昇維持含む）を要求した5,361 組合のうち、2,705 組合だった。「構
成組織の目標水準指標に則り要求を行った組合が昨年を大きく上
回った」「自社の賃金水準を把握した上で、構成組織の到達水準を要
求根拠として交渉した結果、有額回答を勝ち取った」など、「自社の
賃金水準」を意識した取り組みが前進している状況がみられた。
④有期・短時間・契約等労働者の賃金引き上げ
　有期・短時間・契約等労働者の賃上げ額は、時給では加重平均
21.88 円（同6.61 円減）、単純平均19.32 円（同7.78 円減）となっ
た。平均時給は、加重平均1,047.86 円、単純平均で1,038.46 円
となった。
　月給は、加重平均4,442 円・2.03％（同1,250 円減・0.65 ポイ
ント減）、単純平均4,199 円・1.97％（同630 円減・0.33 ポイン
ト減）となっており、いずれも昨年同時期を下回った。

◆ 今後に向けた対応
　現時点においても4 割強の組合が交渉を継続する中、発令中の3 
回目の「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」は、期間が延長
されるとともに、発令地域が拡大しており、今後の交渉に少なから
ず影響があると見込まれる。要求を提出したすべての組合の交渉妥
結に向けては、第6 回中央闘争委員会確認事項（5.20）にもとづき、
粘り強い支援を継続するとともに、休業要請などを受ける業種で働
く労働者の雇用と生活を確保するため、雇用調整助成金等各種支援
策の延長と周知を引き続き政府に要請する。

要求を提出したすべての組合の交渉妥結に向けて、粘り強い支援を継続要求を提出したすべての組合の交渉妥結に向けて、粘り強い支援を継続
　6月1日に開催した連合第85回中央委員会において、2021春季生活闘争の中間まとめ（案）が確認されました。
　連合山梨は、中央における闘争状況を今後も注視するとともに、中小共闘センターを中心に県内中小・地場の要求提出や
賃上げに向けた取り組みを強化していくこととします。

コロナ禍にあっても真摯な労使協議を!コロナ禍にあっても真摯な労使協議を!2021春季生活闘争2021春季生活闘争

◀2021春季生活闘争の中間まとめの骨子▶◀2021春季生活闘争の中間まとめの骨子▶

【有期･短時間･契約等労働者の賃上げ額の推移（昨年同期比）】
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「持続可能な安全管理　未来へつなぐ安全職場」

全 国 安 全 週 間2021年度（第94回）
７月1日（木）～７日（水）〔準備期間 6月1日㈫～30日㈬〕

　2020年度山梨県における死亡災害は6件の発生となり、2019年度の3件に比べ倍増してしまいました。本年
は、5月7日現在で1件発生している状況です。
　併せて、休業4日以上の死傷災害は745件となっており、山梨第13次労働災害防止計画の目標値である「2022
年に689人以下」の達成のためには、今後も一層の努力が求められるところです。
　死傷災害の内訳で最も多い災害は転倒災害（23.1%）で、その年代別発生割合は50歳代以上が71.6%を占めてお
り、特に年代が高くなるほど休業日数が長い重篤な災害になる傾向があります。
　このような背景を踏まえて今年度のスローガンでは、働く高齢者の増加等の就業構造の変化や新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大に伴う社会情勢の変化等に対応し、将来を見据えた持続可能な安全管理を継続して実施し
ていくことにより、すべての働く方が安心して安全に働くことのできる職場の実現を呼びかけています。
　この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で、労働災害防止の重要性について認識を深め、災害ゼロを
目指した安全活動の着実な実行を図って行きましょう。

MayDayMayDay連合山梨連合山梨
第92回第92回 なんでも労働相談強化週間なんでも労働相談強化週間を実施！を実施！

　連合山梨は、5月10日（月）～ 14日（金）の期間に、第92回メーデーの取り組みの一つとして、３地協と連携した「な
んでも労働相談」を実施しました。
　メーデースローガンに基づき「コロナに負けない！働く仲間でつながる！雇用を守る！」としたテーマを掲げ、労働者
の悩みや、日常の問題を幅広く受け付ける強化週間としました。
　取り組みの周知として新聞広告（5月7日掲載）を取り入れたこともあり８件の相談が寄せられました。その中で特に
女性（5件）と、働き盛りの40代（5件）の方が厳しい状況におかれていることが伺われました。
　相談内容は、退職関係が２件、パワハラ・解雇・病気休暇関係・雇用契約関係・労務管理関係・その他（仕事の紹介
関係）が各1件と多岐に渡り、事例として、7月出産予定の従業員が「5月末で会社を退職してください」と言われたな
ど、こんな事業主がまだいるのかと思わせる様な相談内容もありました。
　コロナ感染症を起因とした労働問題に限らず、日常の相談内容に鑑みると、労使共に労働法の知識の必要性を感じる
日々が続いています。

アドバイザー　小沢 政人　

コロナ禍における切実な相談が寄せられる！

個人の部 優勝　梅沢　斉さん（水の会）  スコア  36点
団体の部 優勝　ＪＲ東労組ＯＢ会　　 スコア157点

　５月26日（水）、甲府市上下水道局スポーツ施設グラウンドにおいて、山梨退職連合グラウンドゴルフ大会が開催され
ました。一昨年は雨天のため、昨年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により中止となり、３年ぶりの開催とな
りました。
　山梨退職連合のグラウンドゴルフ大会は、会員相互の親睦と健康
増進を目的に行われており、今回で24回と歴史を刻んできました。
　澄みきった青空の下、10組織90名の参加者が、個人戦、団体戦の
優勝を目指し、プレーを行いました。
　来賓として、連合山梨から萩原会長、こくみん共済coop駒澤本部
長、中島克仁事務所の志村相談役にもご出席をいただきました。
　個人の部では、優勝から第３位までが同スコアと稀にみるハイレ
ベルな熱戦が繰り広げられ、無事に終了することができました。

第24回グラウンドゴルフ大会を開催第24回グラウンドゴルフ大会を開催山梨退職連合山梨退職連合 5 26
WED

コロナに負けない! !   晴天に恵まれ、90名が優勝を目指して熱戦を展開!

団体の部で優勝したＪＲ東労組ＯＢ会の皆さん
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 法律相談 ＆ 「心のケア」カウンセリング のお知らせ

【お申込み】やまなし勤労者サポートセンター（担当・清水）  【お問合せ】TEL 055-227-6290  FAX 055-222-1189

相談時間／15:30～17:30
（相談時間 1人30分無料）7 6月 （火）日 8 10月 （火）日 9 9月 （木）日

7 6月 （火）日 8 4月 （水）日 9 1月 （水）日
カウンセリング時間／
18:30～20:30
（カウンセリング時間 1人50分無料）

法律相談

「心のケア」
カウンセリング

法 律 相 談

「心のケア」
カウンセリング
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中島 克仁　 現職（当選3回）　
生年月日 ◆ 1967年9月27日生まれ（53歳）
所属政党 ◆ 立憲民主党
機関決定 ◆ 2020年12月9日  連合山梨第15回執行委員会

市来 伴子　 新人
生年月日 ◆ 1977年8月2日生まれ（43歳）
所属政党 ◆ 立憲民主党
機関決定 ◆ 2021年5月12日  連合山梨第20回執行委員会

山梨県婦人服製造業最低工賃が改訂されました。山梨県婦人服製造業最低工賃が改訂されました。
　2021年5月5日から山梨県婦人服製造業最低工賃が改正され、工程あたりの単価が1円～5円の引き
上げとなっております。詳細は山梨労働局HPにてご確認をお願いします。
　連合山梨は地方労働審議会のメンバーとして最低工賃の引き上げに向けた取り組みを行っています。
※山梨労働局HP > 各種法令・制度・手続き > 賃金制度・退職金制度関係 > 家内労働法についての中で、
山梨県の最低工賃について最新版（pdf）が掲載されております。（右記QRコードでも確認出来ます）

第40回
甲府空襲 戦争と平和・環境展

第40回
甲府空襲 戦争と平和・環境展

●日時　7月1日（木）～ 7月7日（水）
　　　　午前10時～午後6時
　　　　1日（木）は午後2時より
　　　　5日（月）は休館日
　　　　7日（水）は午後3時30分まで
●場所　山梨県立図書館イベントスペース
●主催　第40回甲府空襲
　　　　戦争と平和･環境展実行委員会
　　　　（事務局　055-222-1541）
●協賛　連合山梨
　　　　環境と平和を考える県民の会
●後援　山梨県・甲府市 他

第39回
吉 田 空 襲 展

第39回
吉 田 空 襲 展

●日時　7月30日（金）～31日（土）
　　　　午前9時～午後4時まで
●場所　富士吉田市  市民会館３F
●主催　吉田空襲展実行委員会
　　　　（事務局 0555-23-6151）
●共催　連合山梨東部地域協議会
　　　　山教組南都留支部
●後援　富士吉田市 他

第27回
大月空襲・戦争と平和展

第27回
大月空襲・戦争と平和展

●日時　8月10日（火）～11日（水）
　　　　午前9時～午後8時まで
　　　　11日（水）は午後3時まで
●場所　大月市民会館1Fロビー
●主催　大月市平和を考える会
　　　　（事務局 0554-22-1811）
●後援　連合山梨東部地域協議会
　　　　山教組北都留支部 他

戦争と平和について考えてみませんか？戦争と平和について考えてみませんか？戦争と平和について考えてみませんか？空襲展のご案内空襲展のご案内

第49回衆議院議員選挙 候補予定者連合山梨推薦
山梨第１区 山梨第２区


