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連合山梨役員変更のお知らせ

これまでのご尽力に感謝申し上げます。
大変お疲れ様でした。

　連合山梨は、下記の通り副会長１名が退任し、新たに２名が就任することとなりました。

副会長 木内 清一（ＪＰ労組） 7月17日退任
（組織事情）
退  任

副会長 棚本 孝（ＪＰ労組） 7月17日就任　執行委員 黒山 晃輝（ＪＰ労組） 7月17日就任新  任

　爆心地公園を見下ろす高台にある城山小学校。その少年像に向かって
誰もが拝礼をします。それは、76年前の惨禍を忘れないように。それ
は、自分が今存在することへの感謝を表すために。それは、核なき平和
な世界をつくろうという決意を示すために。
　1945年8月9日午前11時2分。7万人以上の尊い命を一瞬にして奪った
原子爆弾。その爆心地からわずか500ｍに位置していた城山国民学校。
母ときょうだいを亡くした同校の児童をモデルにした「少年平和像」が建
立されたのは1951年。それから毎月9日には平和祈念式を開いており、

現在まで840回を超えています。
　城山小学校の児童はみな、平和を希求
し続けるだろう。そして、教職員である私には「教え子を再び戦場に送らない」ために取
り組み続ける責任があります。
　今回の平和行動を実現していただいた連合山梨と、同行のお三方、ボランティアガイド
の草野様に感謝します。ありがとうございました。　

団長　副会長　福井 太一　

　本年、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、連合本部主催の平和行動
の中止や規模縮小が相次ぎました。「願う平和から叶える平和」の考えに基づ
き、コロナ禍にあっても最大限の取り組みを模索した結果〝戦争の悲惨さを
後世に語り継ぐ〟〝唯一の被爆国として核兵器の恐ろしさを世界に訴える〟こ
とは極めて重要であることから連合山梨独自の平和行動として4名の少人数
での行動となりました。
　私たちは、平和記念公園にある原爆死没者慰霊碑に献花を行い原爆で犠牲
となった方々の御霊に、あの時の苦しい思いの中、命を失った悔しさ、無念
さを後世に引き継いで、再びこの様な悲劇
が起こらないことを共に願う思いで手を合
わせました。

　参加した全員が広島の地で、平和の必要性を知る貴重な体験となりました。私たちが未
来に向けてこれから何をするのかを考え、この山梨においても一人でも多くの組合員に語
り継がなければいけないという気持ちになりました。

団長　会長代行　田中 好久　

平和行動in長崎平和行動in長崎 教え子を再び戦場に送らない教え子を再び戦場に送らない20
TUE

7 18～
SUN

平和行動in広島平和行動in広島 平和の必要性を知る貴重な体験平和の必要性を知る貴重な体験27
TUE

7 25～
SUN

平和行動ｉｎ長崎参加者
氏 名
福井　太一
小林　　賢
萩原　雄二
白倉　範人

組 織 名
日 教 組
電 機 連 合
連 合 山 梨
連 合 山 梨

（敬称略）

平和行動ｉｎ広島参加者
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田中
　日頃の「中島　克仁です！」の元気なあいさつが印象的
です。三ツ星国会議員（※欄外参照）に認定されるなど活
躍目覚ましいですが、まずは自己紹介をお願いします。
中島
　この様な機会を与えて頂きました事に感謝申し上げます。
　2012年の第46回衆議院選挙にて初当選以来、今年の
冬で丸9年を迎えます。この間、現役の医師としても北杜
市で外来診療や在宅医療をしながら、社会保障問題の解
消に取り組んでいます。
　2011年東日本大震災の時には、宮
城県気仙沼に医療ボランティアとして
参加し、日頃から感じていた脆弱な医
療体制を解決しなければならないと思
いました。
　医療・介護を含む社会保障制度のあ
り方を示し、現役の医師の視点と９年
の議員経験を活かした取り組みを進め
て行きたいです。

❶日頃の取り組み、活動など
を教えて下さい

　国会開会中も土・日の診療所での外
来を９年続けています。長妻昭立憲民
主党代表代行（元厚生労働大臣）が部
会長を務める厚生労働部会では、事務
局長を務め、連日議論を重ねて議員立法の作成を行い、6
月に閉会となった第204回国会でも9本提案し、その内３
本が筆頭提案者になるなど、中心的な役割を任せていた
だいています。

❷将来に向けて一言お願いします
　我が国の構造的課題と言える、少子高齢化、人口減少
への対応、持続可能な保障制度のあり方については、最
優先で取り組むべき課題だと思います。そこに医療や介
護、年金、子育てなどのテーマも加わり、私たちの不安
は増すばかりですが、全ての人が安心して暮らせる社会保
障制度の実現に向けて、しっかりと取り組んで行きます。
　昨今では、コロナ感染症の対策が大事ですが、ワクチ
ン接種は混迷を深めています。
　ワクチンと治療薬は車で言う両輪であり、40年前から
あるイベルメクチンなど、既存薬の効果を実感していま

す。イベルメクチンの認可や、コロナ終息に向けての治
療方針、治療薬の確立に向け先頭に立って取り組んでい
ます。

❸労働者の立場に立った政策
　働き方改革も分野によって様々な課題があるものと認
識しています。まずは、〝体調が悪い場合に当たり前に休
める〟〝言い難い事を言える様な社会・職場〟にして行
くことが大切であり、過労死の防止も重要な課題です。
責任感を持って仕事をされている方が過労のため命を落
とすことなどあってはならないことです。

　ワクチン接種では、多くの関係する
方々が大変な思いをして対応していま
す。行政・民間問わず身を粉にしなが
ら使命感を持って取り組んでいる方々
が過労で倒れる。その様な事が無い社
会・職場を作って行きたいと思いま
す。

❹有権者に訴えたいこと
　父は政治家・母は介護の仕事に携
わっており、その尊敬する二人の姿を
みて医療の道へ進みました。患者さん
の為にと考え有床診療所を開業しまし
たが、3年で閉所となりました。患者
さんのことを考え医師として一生懸命
取り組んでいることが成り立たないと
いう葛藤の中、政治家だった父親の活

動を思い出し医療現場の改善を目指して、政治家になる
ことを決意しました。　　
　前回の選挙で掲げた「信頼する仲間と自分らしく」の
キャッチフレーズのように、今まで通り仲間を大事に思
い、人の意見にしっかりと耳を傾け、私自身が培ってき
た経験を活かして取り組んで行きたいと思います。
※現在のキャッチフレーズは「健康な日本に再建」です。

❺組合員へのメッセージ
　私は政治家であり医者でもあります。普段、外来診療
で患者さんと向き合う中、いろいろな課題に直面してい
ます。
　その経験を活かしつつ、一生懸命働いてこの国を支え
ている皆さんを守りたい。日本の将来のために何をすべ
きか！今の政権では出来ない政策を示し実現させます。
引き続きのご支援をお願いします。

1区 中島かつひと衆議院議員第49回衆院選 山梨選挙区
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」の必勝に向けて全力で取り組
政治センターの田中 好久センター長より、お二方の目指す政治についてお聞きしました。

※国会議員に選ばれながら、任期中ほとんど国会で発言していない議員はいないか。そんな問題意識からすべての議員の発言・質問回数、
　「議員立法発議者」に名前を連ねた回数、「質問主意書」の提出件数を集計し、高スコアの議員を「三ツ星議員」として選定・表彰しています。
　中島かつひと衆議院議員は、NPO万年野党より、第186・187・198回国会において、最高クラスの三ツ星を受賞しました。

＜１区 中島かつひと衆議院議員＞



田中
　地域で積極的な活動をされているとお聞きしていま
す。まずは自己紹介からお願いします。
市来
　大学生の時、インドへ行き貧困を目のあたりにしたこ
とがきっかけで、アジアの貧しい国を支援したいと思い
NGOへ参加しました。その後、議員秘書を務めるなど18
年政治に関わり、アジア、そして日本でも広がる格差を
無くすために政治家を目指しています。

❶日頃の取り組み、活動など
を教えて下さい

　山梨２区は広い選挙区のため、富士
吉田市と笛吹市に事務所を設置してい
ます。私自身の知名度が低いので、知
名度向上のためにも街宣カーで地域を
周り、手振り行動やチラシ配布を中心
に活動しています。毎日、地道にコツ
コツと活動することで、協力して頂け
る方も増え、徐々にではありますが支
援の輪の広がりを実感しています。
　積極的に外に出て、今後もしっかり
と活動して行きます。

❷将来に向けて一言お願いし
ます

　自然豊かで空気や水はもちろん、フルーツも美味しい
山梨を、更に魅力あるものにするため、環境保全、生活
インフラの整備、子育てを始めとして、住環境の向上を
中心に取り組んで行きます。
　大きな課題である人口減少への対応については、近県
や都市部とも連携を図り協力して取り組んで行くことが
重要です。子育て支援策の充実も必要であり、子どもた
ちの未来のために私たちの責任を果たしていくことが求
められています。

❸労働者の立場に立った政策
　現在の日本の政治は、労働者、納税者の視点から見
て、私たちの求める状況になっているとは感じられませ
ん。国民に寄り添った政治への変革が必要と感じていま
す。
　また、限られた予算のなか、様々な業界への支援策を

強化し、事業継続と雇用の安定につながる経済政策を中
長期的に進めて行く事が重要だと思います。

❹有権者に訴えたいこと
　コロナとの戦いに勝つためには、一人ひとりの生活支
援をしていくことが必要という思いから、キャッチフ
レーズを「コロナ禍ですべての人に生活支援を」としてい
ます。
　また、今の政治は、嘘や隠ぺいで誤魔化すことが横行
しています。「利権政治からの脱却」も必要であり、政治
の信頼を取り戻すためにも強いメッセージを発信してい

きます。
　そして、政治をもっと身近に感じて
いただける様に取り組んで行きます。
政治には緊張感や、バランス感も必要
であり、日本の将来のためにも多くの
方に投票に行って頂きたいです。是非
ともお願いいたします。

❺組合員へのメッセージ
　推薦をしていただきありがとうござ
います。身の引き締まる思いです。働
く皆さんの声が政治を動かす原動力で
あると思いますので、いろいろなご意
見を参考にして政策実現のために頑
張って参ります。
　コロナ禍での選挙が想定され、集会
などの実施や、一人ひとりにお合いす

る事が難しくなります。出来るだけ街頭に出てPR活動を
行いますので、叱咤激励、応援をお願いします。

んでいます。そこで今回は、組合員の皆さまに候補をより身近に知って頂く機会とするため、連合山梨

　ま と め
　記載されておりませんが、他にも〝教職員の長
時間労働〟〝中長期的なエネルギー政策〟〝運送
業界の過重労働〟など、それぞれの分野が抱える
問題についても、述べられていました。
　お二方には私たち働く者の思いをしっかりと受
け止め、今後も強い信念をもって取り組んで頂き
たいと思います。
　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！

2区 いちき伴子さんに聞く！！

＜２区 いちき伴子さん＞
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　7月20日（火）ぴゅあ総合大研修室において、38名の参
加により男女平等参画推進セミナーを開催しました。
　冒頭、主催者を代表し連合山梨 男女平等参画推進委員
会委員長の杉原より挨拶を行った後、講師に立憲民主党山
梨県総支部連合会 代表代行 宮沢 ゆか参議院議員をお招き
し、「立憲民主党の目指す男女共生社会の実現に向けた取
り組み」をテーマとしたご講演を頂きました。
　意見交換会では、立憲民主党 衆議院山梨第２区総支部
長 いちき 伴子氏も加わって頂き、多くの参加者から積極
的な意見が出されました。
　宮沢議員の普段の活動や、立憲民主党の取り組みを知る有意義なセミナーとなりました。

男女平等参画推進委員会　委員長　杉原 孝一　

　連合山梨組織対策委員会は2021安全衛生研修会と題し、7月7日と14日
に労農福祉センターにおいて、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、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付けることを目的に開催し、両日で24
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、講師の説明を受けての蘇生訓練に真剣に取り組み、
講師への質問や意見交換を行っていました。また、講習を受けたことがあ
る方もいましたが、やり方を忘れていたり、うろ覚えであったり、最近で
はコロナ感染防止の観点から救命方法が変更していたりと、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。

副事務局長　白倉 範人　

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

49 4,712 1.67
組合数 金額 率

2020年回答妥結

39 5,773 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オブ含む 87組合

要求 妥結 交渉中 要求せず 未定
27 25 2 5 275 72 3 7 5

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7回集計（最終）（　　　　）7月28日現在
8月 4 日公表

組織対策委員会組織対策委員会14
WED

7 7 ・
WED

２０２１安全衛生研修会を開催

7月7日 安全衛生研修会の様子

7月14日 安全衛生研修会の様子

7 20
TUE
男女平等参画推進セミナーを開催男女平等参画推進セミナーを開催

皆で声を挙げ、性別による差別や不平等をなくして行こう！

緊急場面においても慌てず適切な対応を！


