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日本労働組合総連合会
山梨県連合会（略称 連合山梨）

No,372 2022.6.10
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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第 93 回

メーデースローガン

MayDay 祭 典 を開催

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！

今年のメーデーも昨年同様に「4月28日(金)県民文化ホール小ホールにて式典」、
「5月
8日(日) 同ホール大ホールにて祭典」とに分けて開催しました。
祭典には、ご来賓を始め各構成組織から組合員や家族連れの約420名が来場され、主
催者を代表して窪田会長が、
「コロナ禍ではあるが、組合員とご家族で今日を楽しんでい
ただきたい」とあいさつを行いました。
最初に、のこぎり演奏者の〝おぎ原まこと〟さんによる演奏が行われました。大きな
のこぎりから奏でられる音色に、来場者は不思議な感覚に戸惑いながらも聞き入ってい
ました。子どもたちもお気に入りのジブリ作品の楽曲に盛り上がっていました。
次に、なわとび＆ダブルダッチの〝縄★レンジャー〟が舞台狭しと駆け回り、難度の
高い技が披露されると来場者からは歓喜の声が上がっていました。また、会場への呼び掛けに応えてくれた子ども
がダブルダッチに挑戦し、会場からも大きな拍手が送られました。
演技もクライマックスを迎えると、
〝縄★レンジャー〟が次々と連続技を繰り出し、会場を盛り上げてくれました。
最終演目の〝山梨交響楽団〟の演奏では、木管楽器と金管楽器のパートに分けての演奏がされ、子どもから大人
までが楽しめる楽曲が披露されました。演奏終了後、会場からのアンコールにも応えていただき、演奏が終わると
惜しまれつつ終幕となりました。
当日は、会場特設ブースにおいて労働相談も行われました。
また式典においても行いました、ロシアのウクライナ軍事侵
攻に対する救援募金も行い、多くのご支援をいただきました。
皆さまのご協力に改めまして感謝を申し上げます。
事務局長

山梨交響楽団演奏

のこぎり演奏

〒400-0858 山梨県甲府市相生2丁目3-16 センティアホテル内藤敷地内 2F
TEL.055-228-0050 FAX.055-222-1189
（仮事務所）
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未 来 づ くり 春 闘

2022春季生活闘争

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87回中央委員会において、2022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。
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
◀2022春季生活闘争の中間まとめの骨子▶
歳 の 引 き 上 げ 額・率 は、2,013円・0.73％（同962円 増・
0.32ポ イ ン ト 増）、同30歳 は1,706円・0.69％（同860円 増・
◆ 2022春季生活闘争の位置づけと現時点における受け止め
0.33ポ イ ン ト 増）、Ｂ方 式 は35歳 が6,875円・2.56％（同636
①産業による違いはあるものの、多くの組合で賃上げを獲得
円 減・0.20ポ イ ン ト 減）、同30歳 が9,832円・4.02％（同
している。
1,720円増・0.67ポイント増）、Ｃ方式では、35歳の引き上げ
②コロナ禍の影響に加え、ロシアのウクライナ侵攻や燃料・
後水準が306,144円となっている。
資材価格の高騰等があった中、粘り強く交渉した結果と受
③有期・短時間・契約等労働者の賃上げ
け止める。
有期・短時間・契約等労働者の賃上げ額は、時給では加重
③今次闘争では「未来づくり春闘」を掲げ、経済の後追いで
平均24.54円（同2.66円増）、単純平均22.86円（同3.54円増）
なく経済・社会の活力の原動力となる「人への投資」を積極
と な っ た。平 均 時 給 は、加 重 平 均1,052.03円、単 純 平 均
的に求めた。
1,060.29円となった。月給の賃上げ額は、加重平均5,076
円・2.33％（同634円増・0.30ポイント増）、単純平均4,516
◆ 具体的な回答状況
円・2.10％（同317円増・0.13ポイント増）となっており、
①平均賃金方式
いずれも昨年同時期を上回った。参考地ではあるが、時給・
平均賃金方式で要求・交渉を行った組合のうち3,336組合
月給の賃上げ率（加重平均）はそれぞれ2.39％・2.33％とな
（昨年同時期比131組合増）が回答を引き出し、その加重平均
り、一般組合員（平均賃金方式）を上回っている。
は6,160円・2.10％（同813円増・0.29ポイント増）となっ
た。
【有期･短時間･契約等労働者の賃上げ額の推移（昨年同期比）】
賃上げ分が明確にわかる1,795組合（同582組合増）の賃上
（円）
30.00
27.10 28.49
げ分の加重平均は1,848円・0.62％となった（同213円増・
単純平均
26.0926.48
25.34
24.54
0.06ポイント増）
。300人未満の中小組合で賃上げ分が明確
加重平均
22.86
22.48
25.00
21.44
に分かる1,058組合の賃上げ分は1,757円・0.71％（同378
21.88
20.27
19.32
18.1018.21
円増・0.14ポイント増）となり、率では全体を上回った。
20.00
（%）2.40

【2013以降の第5回回答集計結果の推移】
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国際情勢やコロナ禍の動向などによって大きく変化する可
能性がある。情勢を冷静に見極めつつ、政労使で中期的・マ
クロ的な視点から問題意識を共有し、国民経済を安定的な成
長軌道に乗せ、デフレ経済に後戻りさせない状況をつくり、
定着させていかなければならない。
生産性三原則を基本に雇用の安定と公正な成果分配を実現
し、政策課題の取り組みとあわせ、
「働くことを軸とする安心
社会」に向けて前進を図っていく必要がある。
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※各年データは平均賃金方式（加重平均）による定昇相当込み賃上げ率
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（加重平均）

2022年回答妥結
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第25回グラウンドゴルフ大会を開催

澄みきった青空の下、92名が優勝を目指し熱戦を展開!
５月25日（水）甲府市上下水道局スポーツ施設グラウンドを会場に、恒
例の山梨退職連合グラウンドゴルフ大会が開催されました。
こ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毎年
開催されており、本年は第25回という節目の大会となりました。
夏のような青空の下、10組織15チーム92名の参加者が個人戦・団体戦
の優勝を目指し、白熱したプレーを展開しました。
来賓として、連合山梨 窪田会長、こくみん共済coop 萩原本部長、宮
沢参議院議員、中島克仁事務所の田中所長にもご出席をいただきました。
団体戦、個人戦ともに1点が勝敗を左右するハイレベルな戦いが繰り広
げられ、団体の部ではＪＲ東労組ＯＢ会が大会連覇を達成し、個人の部で
はＪＲ東労組ＯＢ会の橋爪良一さんが優勝しました。

個人の部優勝 橋爪良一さん（JR東労組OB会）スコア 36点
団体の部優勝 ＪＲ東労組OB会
スコア 153点

団体の部で優勝したＪＲ東労組ＯＢ会の皆さん

2022年度（第95回） 全 国 安 全 週 間

７月1日（金）〜７日（木）
〔準備期間 6月1日㈬〜30日㈭〕

「安全は 急がず焦らず怠らず」

2021年度山梨県における死亡災害は6件（2020年度6件）、休業4日以上の死傷災害は877件（2020年度745
件）と増えている状況です。近年は、就業人口が高齢化し、高年齢労働者の労働災害や、転倒や腰痛などの労働者
の作業行動に起因する労働災害が顕著に増加しています。
このような状況下で労働災害を減少させるには、事業者・労働者双方が労働災害防止のための基本ルールを徹
底し、それらを遵守・実行するための時間的・人員的余裕のある業務体制を構築することが重要です。
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。

人材開発に取り組む事業主を支援します！

「人材開発支援策」のご案内

人 材 開 発 支 援 助 成 金（ 令 和 ４ 年 度 新 コ ー ス 創 設 ）

事業主向け助成金

従業員に対して計画に沿って訓練を実施した場合や、教育訓練休暇制度を導入し、その制度を従業員に適用した場合に、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成します。
新コース

「人への投資」を加速化するため国民の方からのご提案を形にしました

令和３年12月から令和４年１月の１か月間、
「人への投資」について、国民の方からのご提案を募集しました。
寄せられた提案内容を踏まえ、令和４年度から人材開発支援助成金に「人への投資促進コース」を創設しました。
訓練コース名

人への投資促進コース

対象者・対象訓練

国民からのご提案を踏まえて
５つの助成を新設

新規
創設

正規雇用労働者を対象とした生産性向上
に資する訓練などへの経費助成等

一般訓練コース

正規雇用労働者を対象とした訓練に
対する経費助成等

特別育成訓練コース
教育訓練休暇等
付与コース

非正規雇用労働者を対象とした訓練に
対する経費助成等
教育訓練休暇制度などを導入した事業主
への制度導入助成等

従前からのコース

特定訓練コース

※ キャリアアップ助成金正社員化コースでは、令和４年度からは、
「人への投資促進
コース」のうち非正規雇用労働者を対象としている訓練も加算対象となります。
詳しくは「キャリアアップ助成金 厚生労働省」で検索してください。

お問い合わせ

デジタル／成長分野

高度デジタル人材訓練／成長分野等人材訓練
高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練を行う
事業主に対する高率助成の新設

IT分野未経験

情報技術分野認定実習併用職業訓練
IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する事業主に
対する高率助成の新設（OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練）

サブスクリプション

定額制訓練
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成を新設

自発的能力開発

自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成の新設

教育訓練休暇

長期教育訓練休暇等制度
働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を
導入する事業主への助成の拡充

山梨労働局 訓練室 ℡055-225-2861

人材開発支援助成金 厚生労働省
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宮沢ゆか氏 参議院議員選挙 必勝に向けて！
5月22日（日）
「宮沢ゆか総決起集会inアイメッセ山梨」が
開催され、約600名が来場されました。

今後のスケジュール
6/10(金)19:00 〜
連合山梨参議院選挙総決起集会
（ジット甲府プラザ）
6/11(土)15:00 〜
「宮沢ゆか総決起集会
in都の杜うぐいすホール」
6/22(水)10:00 〜
宮沢ゆか出陣式（甲府駅北口）

皆
皆さ
さま
まの
の応
応援
援を
をお
お願
願い
いい
いた
たし
しま
ます！
す！

選挙日程により変更となる場合があります

連合山梨会館（仮称）の建設に伴う経過報告

連合山梨 事務所移転 !

左の階段を上がり右へ進む

（会館建設までの仮事務所として）

No,6

最奥の鉄扉が
入り口

6月6日（月）より、連合山梨仮事務所として、
センティアホテル内藤敷地内に事務所を移転しました。
お近くにお越しの際は気軽にお立ち寄りください。

甲府市相生2-3-16 センティアホテル内藤敷地内 ２F
TEL:055-288-0050 FAX:055-222-1189
（電話番号・ファックス番号に変更はありません）

センティアホテル内藤西側

空 襲 展 の ご 案 内 戦争と平和について考えてみよう！
第41回
甲府空襲 戦争と平和・環境展
●日時

●場所
●主催
●協賛
●後援

7月1日（金）〜 7月6日（水）
午前10時〜午後6時
1日（金）は午後2時より
4日（月）は図書館部分閉館
6日（水）は午後3時30分まで
山梨県立図書館イベントスペース
第41回甲府空襲
戦争と平和・環境展実行委員会
（事務局 055-222-1541）
連合山梨
環境と平和を考える県民の会
山梨県・甲府市 他

第40回
吉 田 空 襲 展
●日時

●場所
●主催
●共催
●後援

第28回
大月空襲・戦争と平和展

7月22日（金）〜24日（日）
午前9時〜午後4時まで
24日（日）は11:30受付終了
12:00終了予定
富士吉田市 市民会館３F
吉田空襲展実行委員会
（事務局 0555-23-6151）
連合山梨東部地域協議会
山教組南都留支部
富士吉田市 他

●日時

8月10日（水）〜11日（木）
午前9時〜午後8時まで
11日（木）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

法律相談 ＆「心のケア」カウンセリング のお知らせ
法律相談

7月 8

日
（金）

8 月10 日（水） 9 月 8

「心のケア」

7月 6

日
（水）

8月 3

カウンセリング

日
（水）

相談時間／15:30〜17:30

日
（木） （相談時間 1人30分無料）

カウンセリング時間／

18:30〜20:30
9 月 7 日（水） （カウンセリング時間
1人50分無料）

【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

