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連合山梨総決起集会開催連合山梨総決起集会開催
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規模計
組合数 金額 率

2022年回答妥結

5 7,129 2.50
組合数 金額 率

2021年回答妥結

3 3,570 1.21
「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
18 6 12 0 062 13 49 0 1

交渉進捗状況交渉進捗状況

第２回集計（　　　　）３月22日現在
３月24日公表

格差
是正
格差
是正

均等
待遇
均等
待遇

　連合山梨は3月3日（木）、ジットプラザ甲府ステージホールにおいて約150名の
参加のもと、「2022春季生活闘争連合山梨総決起集会」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として会場参加に加え、視聴
参加を呼び掛けての「YouTube」配信も行いました。
　冒頭、窪田闘争本部長より「2022春闘において、3つの柱である〝賃上げ〟〝働
き方改革〟〝政策制度〟の取り組みを強化する。関連して、3月8日国際女性デー
では、女性活躍のより一層の推進を目指して県内一円にPRを行う。また、3月中旬
は春闘山場であり、大手組合は徹底交渉を行って要求妥結を目指し、中小組合交渉

の後ろ盾になって欲
しい。連合山梨はす
べての働く仲間の底
上げ・底支え、格差
是正を実現していく」との思いが述べられました。
　続いて、ご来賓の皆様から激励の挨拶を頂いた後、
女性委員会の小林委員長による決意表明を行い、電機
連合の雨宮様による集会アピールが、会場全体の拍手
により採択されました。
　最後に、ソーシャルディスタンスと飛沫感染防止策
を徹底したうえで、佐々木闘争本部副本部長の音頭に
よる団結ガンバローが行われ、決起集会が締め括られ
ました。

副事務局長　白倉 範人　
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安心社会へ 新たなチャレンジ  ～すべての働く仲間とともに「必ずそばにいる存在」へ～
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　連合山梨女性委員会は、3月8日（火）「3.8国際女性デー」の取り組
みとして、甲府駅頭にて「3.8国際女性デー」PR印刷の施されたアル
コール入りウェットテッシュを配布する予定としておりました。しか
し、長引くコロナウイルス感染症の影響を受けて配布活動は自粛し、
甲府駅南口でのアピール行動と、山梨県内を車で街宣して周る活動を
実施しました。
　アピール行動では、窪田会長より挨拶を行った後、女性委員会委員
長の小林より「3.8国際女性デー」アピールと、船渡事務局担当より
「平和」アピールを行いました。
　本年の3.8国際女性デーの全国統一行動のテーマは、“職場から
Change，Challenge，Movement ！「ジェンダー主流化」で社会を変えていこう”です。
　社会の隅々までジェンダー平等を浸透させていくためには、労働組合のすべての取り組みにジェンダーの視点
を取り入れる「ジェンダー主流化」を具現化し、連合「ジェンダー平等推進計画」をはじめ、それぞれの組織で策
定した計画の着実な実行および、女性の意思決定過程への参画を実現していく必要があります。
　一人ひとりの行動で、すべての人たちの人権が保障され、平等に、安心して働くことができる社会をめざしま
しょう。 女性委員会委員長　小林　恵　

3 8
TUE 女性委員会 3.8国際女性デー

「ジェンダー主流化」で社会を変えていこう！

【甲斐市議会議員選挙】 2022年4月17日（日）告　示
2022年4月24日（日）投開票

滝川みゆき氏
【事務所】甲斐市玉川667-11

【略歴】
2014年 甲斐市議会議員に当選
2018年 甲斐市議会議員に２期目当選

たき　がわ
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

　2022年3月11日（金）連合山梨構成組織は、東日
本大震災により犠牲となられた方々に対し、発生時刻
である午後2時46分に1分間の黙とうを捧げました。
　3月16日（水）午後11時36分に発生した福島県沖
を震源とするマグニチュード7.4の地震は、東日本大
震災を引き起こした地震の「余震」とされています。
宮城県と福島県で最大震度6強の揺れが観測され、東
北自動車道の亀裂、東北新幹線の脱線など交通網への
被害や、断水の被害も生じ、震災から11年という歳
月が流れた今もなお影響は続いています。
　連合は、頻発する自然災害などの防災対策について
考える機会とすることを目的として「東日本大震災を
風化させず、過去の教訓を活かす取り組み」を展開し
ています。
　連合山梨も本部方針に沿って、被災地の復興支援に
継続的に取り組むとともに、山梨県内で想定される東
南海・南海地震や首都直下型地震、近年増加傾向にあ
る河川の氾濫や土砂災害の備えに繋がる活動を展開し
てまいります。

東日本大震災犠牲者への黙とう東日本大震災犠牲者への黙とう

〈電力総連〉

〈JAM〉TDK

〈連合山梨〉
〈電機連合〉
〈労福協〉
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　3月25日(金)に、連合山梨中小対策委員会・中小共闘センターと
組織拡大委員会との合同により、県内主要駅頭でのビラ配布行動を
実施しました。
　この取り組みは、毎年の春季生活闘争の時期を捉え、特に中小・
地場の賃上げ交渉に向けたバックアップを強く意識し、また、各種
労働相談へのきっかけづくりとして実施しているものです。
　本年は、新型コロナウイルス感染症対策を行ったうえで、「働く
ことに関する困りごとは連合山梨へ相談を！」と呼びかけながら、
フリーダイヤルが記載されたチラシ入りティッシュ 1,500枚を竜
王・石和温泉・大月の３駅にて配布しました。

連合山梨役員変更のお知らせ

退任された平山様
お疲れ様でした。

　連合山梨は、下記の通り副事務局長が交替することとなりました。

　副事務局長 平山 直樹（日教組） ３月31日退任（組織事情）退  任
新副事務局長 菅野 秀樹（日教組） ４月１日就任新  任

中 小 対 策 委 員 会 ・ 共 闘 セ ンター ・ 組 織 拡 大 委 員 会 合 同3 25
FRI

竜王・石和温泉・大月駅頭にて、チラシ入りテッシュを配布！

連合山梨会館（仮称）の建設に伴う経過報告
　３月９日（水）会館建設に向けて建設業者４社への見積条件説明会を開催いたしました。
　窪田会長よりの挨拶および事務局からの概略説明の後、進藤設計事務所で作成した見積条件にて詳細説
明を行い、各社との質疑応答を実施しました。
　建設業者からの建設費見積り提出期限を3月29日としています。集約後、進藤設計事務所にて確認を行い、
建設業者を決定する予定です。

No,4

連合山梨会館

建設業者４社につきましては以下のとおりです。
　○ 大和ハウス工業(株)山梨支店　　○ 積水ハウス株式会社山梨支店
　○ 株式会社内藤ハウス　　　　　　○ 株式会社ゼロ

　3月3日開催の第6回執行委員会にて確認を頂きましたとおり、連合山梨専従者と事務局職員の就業
時間の整合性と、労働時間短縮の見直しを図るとして、2022年4月1日より、連合山梨および各地域
協議会の就業時間が変更となりました。
　最終的に1日の就業時間7時間30分を目指し、複数年において実施を検討していきます。

連合山梨　就業時間変更のお知らせ連合山梨　就業時間変更のお知らせ

２０２２ 年 4 月 1 日（金）より
〈変 更 前〉　 午前 ９ 時　～　午後 ６ 時 ００ 分 
【変 更 後】　 午前 9 時　～　午後 5 時 45 分
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　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2020年産以降の白米･玄米･籾
＊ 未開封で賞味期限が記載の物
＊ 賞味期限が2022年10月以降のもの
＊ 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継続して取り組みます。

第3回 フードドライブボランティアにご協力ください! !第3回 フードドライブボランティアにご協力ください! !第3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13日（金）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、 
　　5月16日（月）～ 20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

MayDayMayDay連合山梨連合山梨
第93回第93回

ＹＣＣ県民文化ホール　＜ご来賓及び構成組織要請者のみ＞2022年4月28日(木)18:30～式典

ＹＣＣ県民文化ホール　＜ 事 前 予 約 制 ＞2022年5月8日(日)13:30～祭典
詳しくは最寄りの組合窓口までお問合せ下さい。  当日は特設ブースにて「労働相談」も受け付けます。

一人ひとりが尊重される 多様性を認め合う社会をめざし みんなが輝く未来をつくろう！

2022年
5月11日(水)～13日(金)
相談時間 9:00～18:00
《相談無料》

0120-154-052
 フリーダイヤル 　　 いこうよ　　れんごうに 

メーデー
スローガン

のこぎり演奏

なわとび＆
ダブルダッチ

（縄★レンジャー）

山梨交響楽団演奏

メーデー労働相談強化週間メーデー労働相談強化週間
労働相談労働相談
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