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　6月30日（水）に、YCC県民文化ホールにおいて、新型コロナウイルス
感染症拡大防止対策をしっかりと行い、連合山梨議員懇話会総会および、
連合山梨政治フォーラムを開催しました。

　議員懇話会幹事会メンバー 23名および、構成組織よりの参加者を含め
ての開催となりました。
　2021年度活動方針は、 ①連合山梨が掲げる政策・制度要求の実現 ②
組織の強化と充実 ③各級選挙への対応の3点になります。
　第49回衆議院議員選挙への取り組みは、連合山梨が推薦する、山梨１
区は「中島かつひと」衆議院議員、山梨２区は「いちき伴子」候補予定者
の当選を果たすため、あらゆる活動を展開していくことが確認されました。
　2021年度の役員につきましては、引き続き、会長に古屋 雅夫 山梨県議会議員（情報労連)、副会長には、高尾 貫 市川
三郷町議会議員(JP労組)」・滝川 美幸 甲斐市議会議員・田中 好久 連合山梨政治センター長、そして幹事長には、桜田 
力 南アルプス市議会議員(JAM)、副幹事長に窪田 清 連合山梨事務局長が確認されました。なお、幹事の皆さまにつきま

しては、連合山梨推薦議員と連合山梨三役構成組織の各代表者が就任し
ています。

　連合山梨政治フォーラム構成議員・構成組織および、Zoom参加者を
合わせ全体で約100名の参加を頂きました。
　冒頭、主催者を代表して連合山梨 萩原会長より、日頃の活動への労
い、フォーラム参加へのお礼、連合の活動について挨拶を行いました。
　続いて、講師に朝日新聞論説委員の蔵前　勝久様をお招きして、「衆院
選の行方と政局の現状」と題した特別講演を実施し、閉会となりました。

副事務局長　白倉 範人　
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規模計
組合数 金額 率

2021年回答妥結

41 4,737 1.67
組合数 金額 率

2020年回答妥結

30 5,799 1.90
「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
21 19 2 - 1366 63 3 1 20

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6回集計（　　　　）６月28日現在
７月 ７ 日公表

6 30
WED
2021年度 連合山梨議員懇話会総会・政治フォーラム研修会2021年度 連合山梨議員懇話会総会・政治フォーラム研修会

◆ ２０２１年度 連合山梨議員懇話会総会を開催しました。

◆ 連合山梨政治フォーラムを開催しました。
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『女性のための連合全国一斉 

集中労働相談ホットライン』を実施 

『女性のための連合全国一斉 

集中労働相談ホットライン』を実施 

『女性のための連合全国一斉

 集中労働相談ホットライン』周知  

～仕事で悩むあなたを

　　　　　　応援（サポート）します～
～仕事で悩むあなたを

　　　　　　応援（サポート）します～

～街頭宣伝行動を行いました～～街頭宣伝行動を行いました～

9
WED

6 8 ～
TUE

3
THU

6 1 ・
TUE

　連合は毎年6月を「男女平等月間」と定め、この取り組みの一環として、
女性を対象とする全国一斉集中労働相談ホットラインの活動を展開して
います。
　今年の重点項目は、働く上で女性が抱える悩みや不安、職場の問題に
関する労働相談への対応を行うとして取り組みました。寄せられた相談
をもとに、男女平等参画社会の実現に向けた政策・制度への反映をはか
り、処遇改善や組合結成へ繋げて行くこととして努めました。
　また、連合山梨女性委員会のメンバー４名が本活動に携わり、アドバ
イザーより労働相談の基礎・心構えや労働相談の状況などについて学び、
労働相談の初期対応を行いました。
　連合山梨における２日間の相談件数は３件(女性２件・男性１件)で、相
談の内容は、 ①職場に話せる人がいないので悩みを聞いてほしい ②評価
制度が分からず納得できない ③退職金がもらえなかったなどでした。
　職場の上司や同僚など身近な人々との日常のコミュニケーションが上
手くできず、相談者の方の悩みが生じているように感じられました。職
場や仕事の悩みは、仕事に限らず生活にも悪影響を及ぼしてしまいます。
少しでも早い解決への支援になればと願いを込め応対した２日間でした。

　6月1日（火）3日（木）の2日間、『女性のための連合全国一斉集中労働相
談ホットライン』の周知を目的に、中部、東部、西部の各地協による街頭
宣伝行動を行いました。
　1日夕刻には、女性に広く労働相談を呼びかけるため、県内3カ所の
ショッピングセンター、スーパーにて、〝解雇・雇い止め〟〝勤務日数・
時間の削減〟〝セクハラ・パワハラ〟等の労働トラブル事例を掲載したチ
ラシ入りのティッシュ約2,000個を配布しました。

アドバイザー　宮坂 兼夫　

小林委員長（日教組）
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小尾委員（ＪＡＭ）

村上委員（情報労連）
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　連合は『連合組織拡大プラン2030』を掲げ、地方連合と構成
組織が一体となり〝組織拡大（仲間づくり）〟の活動を推進して
います。
　本部方針に基づき、本年度の連合山梨組織拡大の活動として、
6月11日（金）労農福祉センター（一部Web会議システムによる
参加）にて、構成組織の組織拡大担当者26名の参加により「2021
連合山梨組織拡大研修会」を開催しました。
　冒頭、主催者を代表して萩原会長より「組織拡大の取り組みは
〝行動〟を中心に〝準備〟と〝相手の置かれている状況に合わ
せる〟ことが重要と感じている」「身延山病院労働組合結成の事
例から組織化のカギを学び、今後の活動の前進に繋げて欲しい」
との挨拶がありました。

　研修会では、昨年11月に労働組合を結成した身延山病院労働組合の倉橋委員長を講師に招き
「身延山病院労働組合の結成について」と題し、ご講演をいただきました。
　講演では、「労働組合結成のきっかけ」や「相談先」、「賛同者集めの苦労」「経営者との信頼関係
醸成」など解り易く説明いただき、労働組合の結成プロセスに携わった経験が少ない役員にとっ
て貴重な機会となりました。
　特に倉橋委員長の「賛同者が増えることが心強く感じた」という言葉が印象的で、〝仲間が増え
ることが大きな力になる〟ことを参加者全員が実感した研修会となりました。
　連合山梨組織拡大委員会は今回の研修会を糧に、コロナ禍に苦しむ〝未来の仲間〟をサポート
するため、少しずつではありますが着実に組織拡大（仲間づくり）の取り組みを進めていきます。

ありがとうございましたありがとうございました

に いただきご協力ご協力「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」

　連合山梨は、連合山梨結成30周年記念事業として、昨年度より
フードドライブボランティアの取り組みを開始しました。
　今回、第２回目として４月から約２ヶ月間、各産別（単組）で
収集して頂いたコメや袋麺、缶詰、菓子類などを６月23日にフー
ドバンク山梨へ寄贈しました。他にも協賛組織として、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のご協
力を頂きました。
　フードバンク山梨では、生活困窮世帯に無料で食料を届けるこ
とを通年で行っております。今年度もコロナ禍での自粛や休業の
影響で経済が悪化し、失業者や収入が減ったことにより食料支援
の申請が急増していて、特に子どもの学校給食の無い夏休みの期
間で支援を求める方々が多いそうです。
　今後も連合山梨は、地域に根ざした活動として、毎年継続出来
るボランティアとして取り組んで参りますので、引き続きご協力
をお願いします。

身延山病院労組
倉橋委員長

【山梨市長選挙】告 示 日 ： 2021年9月19日（日）
投開票日 ： 2021年9月26日（日）

高木晴雄 氏
１９５０年7月24日生まれ（70歳）　　山梨市長（1期）
【事務所】山梨市小原西６２６－１　電話：0553-39-9001

たか　　ぎ　　はる　　お
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

〝仲間が増えることが大きな力になる〟ことを実感！6 11
FRI

組織拡大組織拡大研修会

★食材等  ４２９Kg
★米　類  １９０Kg
ご協力ありがとうございました。

取り組み結果取り組み結果
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すべての組合員の力を結集し、勝利に向けて共に頑張ろう!!

　山梨県労働者福祉協会は、新型コロナウイルス感染症の拡
大防止の観点から、第57回通常総会を書面開催の形式で実
施しました。
　本来であれば、各団体の代表が集まって、それぞれの議案
について質問・意見の確認と承認が行われるべきですが、各
団体から頂いた意見をしっかりと踏まえたうえで、今後の取
り組みに反映させ進めて行きます。

やまなし労福協やまなし労福協 第58回通常総会開催第58回通常総会開催

第4９回衆議院議員選挙　総決起集会第4９回衆議院議員選挙　総決起集会第4９回衆議院議員選挙　総決起集会6 30
WED

〈  議　事  〉
第1号議案　２０２０年度活動報告
第2号議案　２０２０年度会計報告・監査報告
第3号議案　２０２１年度活動方針（案）
第4号議案　２０２１年度予算（案）
第5号議案　役員改選

すべての組合員の力を結集し、勝利に向けて共に頑張ろう!!すべての組合員の力を結集し、勝利に向けて共に頑張ろう!!
　6月30日（水）、YCC県民文化
ホール（小ホール）において、
山梨1区「中島 かつひと」氏・
山梨２区「いちき 伴子」氏の必
勝に向けた総決起集会が開催さ
れました。
　冒頭、主催者を代表し連合山
梨萩原会長より、第49回衆議院
議員選挙に向けた決意表明およ
び、両候補予定者支援のお願い
が述べられ、推薦証の授与を行
いました。
　その後、両名より決意表明と
して衆議院議員選挙必勝へ向け
ての思いを強く語っていただき、最後に、田中 好久 
連合山梨政治センター長による必勝ガンバローで締め
括りました。
　私達連合山梨は、山梨選挙区 １区「中島 かつひと」
・２区「いちき 伴子」、必勝に向けて全力で取り組ん
でいきます。
　連合山梨に集うすべての組合員の力を結集し、衆議
院選挙の勝利に向けて共に頑張っていきましょう！
副事務局長・政治センター事務局長　白倉 範人　

山梨１区　中島 かつひと 氏 山梨２区　いちき 伴子 氏


