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　連合山形は５月２７日、労働者保護ルールの改悪阻止を掲げて運動を展開してきた「Stop the 格差社会！
暮らしの底上げ実現」運動の第３弾全国一斉行動を大手門パルズにおいて開催し、２００名が結集しました。
　集会の始めに、インターネットによる連合中央での集会が中継され、古賀連合会長が「歯止めのない安
全保障法制と労働者保護ルールの改悪は、どちらもこのまま成立を許してし
まえばこの国の将来に大きな影響を与える。連合は、生涯派遣で低賃金、長
時間労働を助長し過労死を促進するような改悪を断じて容認することはでき
ない。」と国民的運動を訴えました。
　本集会では、大泉会長による主催者あいさつ、民主党山形県連幹事長吉村
山形県議会議員、社民党山形県連代表代行広谷山形県議会議員より連帯のあ
いさつを受けた後、構成組織からの訴えとして、ＵＡゼンセンヤマザワ労働
組合の新関執行委員長と日本教職員組合山形県教職員組合小口執行委員長よ
り、労働者保護ルール改悪が、それぞれの構成組織の組合員や家庭、子供た
ちに与える影響と、阻止に向けた今後の取り組みについて決意が表明されま
した。集会の最後に、大泉会長による「労働者保護ルール改悪阻止」のため
団結し行動していこうと、団結ガンバローで締めくくりました。
　この日は、全国統一集会として、インターネットで中央集会を中継しなが
ら、全地方連合会と２２０か所の地域協議会においても集会が開催されました。

「Stop　the 格差社会!
 暮らしの底上げ実現」
5.27全国統一集会を開催

小口委員長

新関委員長

広谷県議

吉村県議
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労働者保護ルールの改悪を阻止しよう！
―各地域協議会において街宣行動を展開―

　「Stop The 格差社会！暮らしの底上げ実現キャンペーン第３弾」の地域協議会キャラバンとして、５月１６日～２２
日までの期間において県内６か所で街宣行動を展開しました。
　これは、５月２７日に行われる全国統一行動を前に、各地域での街頭宣伝行動キャラバンとして行われたもので、連
合山形車を走らせ、大泉会長が各地を回り演説を行いました。各地域では、地協議長・事務局長、連合山形の協力議
員の皆様も演説に立ち、労働者保護ルールの改悪への反対や政府による年金積立金運用見直しの危険性を訴えました。

北西村山地協街宣行動

置賜地協街宣行動

鶴岡田川地協街宣行動

山形地協街宣行動

酒田飽海地協街宣行動

新庄最上地協街宣行動

　５月２０日、（一社）山形県労働者福祉協議会の第４８回定時総会が山形市大手門パルズで開催され、２０１４年度事
業報告と会計決算、監査報告について承認されました。
　大泉敏男理事長は、「運動の前進をはかるには各会員の活動の強化、労働組合活動の強化が必要。特に、若い
人たちの人材育成が課題だ。」と述べ、「格差社会をストップさせ、安心社会を築くためにも各会員の活動を強化
しよう。」と訴えました。
　また、来賓の大塚敏夫中央労福協事務局長があいさつされ、「２０２０年ビジョンをひとつひとつ何をしていくか、
地域の勤労者をサポートする事業の検証をしている。何のために行うのかもう一度見直し、より強化していき共
助の輪を広げる運動を展開していきたい。」と述べ
られました。
　総会終了後、労働者自主福祉講演会が開催され、
大塚事務局長が
「連帯・協同で
つくる安心・共
生 の 福 祉 社 会
へ」と題して講
演されました。

講演される大塚事務局長
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―山形市霞城公園に１７００名が参加―
　４月２９日（水）、山形市霞城公園ソフトボール場を会場に、２０１５山形県中央メーデーが開催され、1,７００名を超える
組合員と家族、一般市民が参加しました。
　今年のメーデーは、「平和を守り、
雇用を立て直す－みんなの安心の
ため、さらなる一歩を踏みだそ
う !」をメインスローガンとして
開催され、式典に先立ち行われた
デモ行進では、参加者たちが「労
働者保護ルールの改悪反対！」「労
働者派遣法の見直し反対！」など
と労働者保護法の改悪に反対する
プラカードを持ち市民に訴えてい
ました。
　式典では、大会実行委員長の大
泉連合山形会長が、メーデース
ローガンである、「平和を守る」「雇
用を立て直す」を例に挙げ、「そ
の背景に何が隠されているかしっ
かりと認識し取り組んでいかなければならない。そして、連合の当面する最大の課題は、安倍政権による労働者保護
ルールの改悪を断固阻止する取組みだ。」と訴えました。
　来賓として、吉村県知事、市川山形市長、近藤民主党県連会長、髙橋啓介社民党県連幹事長らが挨拶をされ、第１８
回統一自治体選挙で連合山形が推薦し、当選された議員の方々が紹介されました。
　式典後の「お楽しみ大抽選会」では、連合キャラクター「ユニオニオン」やモンテディオ山形の「ディーオ」、「は
ながたベニちゃん」が賞品を渡し、そして、子どもたちに人気の「ニンニンジャーショー」などが行われ、好天の中、
働く者の祭典がにぎわいました。
　県中央メーデー大会の他に、県内９か所で、地区メーデー大会が開催されました。

「平和
を守り

、雇用を立
て直す」みんなの安心のため、さらなる一歩を踏みだそう !」２０１５山形県中央メーデー
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酒田飽海地区メーデー 北西村山地区メーデー

米沢地区メーデー

田川地区中央メーデー

南陽・東置賜地区メーデー

最上地区メーデー

西置賜地区中央メーデー

各地域のメーデー大会

〇 賃上げ妥結状況は、平均賃金方式で妥結額（組合員数加重平均）は４，３１２円、１．６３％であり、昨年最終期を２３８円
上回り、引上げ率は０．０１ポイント下回っています。また、３００人未満の組合員の中小組合では、４，０１４円、１．５２％
となっています。

〇 一時金は、年間分の月数回答は４．５８月、額回答は１，２３８，３７４円となっています。また、季別では、月数回答は２．
１５月、額回答は６１２，３５８円となっています。

１．賃金引上げ
　　回答を引き出した組合は、平均賃金方式、個別賃金方式合わせて、７８組合、１８，６４０人
　①　平均賃金方式（すべて組合員数による加重平均） 

平均賃金方式

２０１５回答（２０１５年５月２０日集計）
昨年対比

２０１４回答（２０１４年７月３１日最終）
集計組合数

集計組合員数 引上げ額 引上げ率 集計組合数
集計組合員数 引上げ額 引上げ率

６７組合
　１３，８７９人 ４，３１２円 １．６３％ ２３８円

▲０．０１ポイント
６６組合

　１４，３９２人 ４，０７４円 １．６４％

３００人未満 ５４組合
４，０３８人 ４，０１４円 １．５２％ ４４円

０．０３ポイント
５４組合

４，８０７人 ３，９２０円 １．５７％

３００人以上 １３組合
９，８４１人 ４，３５２円 １．６５％ ２０５円

▲０．０５ポイント
１２組合

９，５８５人 ４，１４７円 １．６６％

　②　個別賃金方式（組合数による単純平均）
２０１５回答（２０１５年５月２０日集計） ２０１４回答（２０１４年７月３１日集計）

個別賃金方式
　

集計組合数
集計組合員数 引上げ額 引上げ率 集計組合数

集計組合員数 引上げ額 引上げ率

Ａ方式
（純ベア）

１０組合
４，４２７人 ２，８２４円 ０．９９％ １３組合

５，６８６人 １，７２７円 ０．６３％

Ｂ方式
（定昇込み）

１組合
２９１人 ２，５５０円 １．０４％ ２組合

８１９人
１，８５０円＋定昇

（定昇額不明）
※注　Ａ方式： 特定した労働者の前年度の水準に対して、新年度該当する労働者の賃金をいくら引き上げるか交渉する方式。この部分

を連合は「純ベア」と定義した。
　　　Ｂ方式： 特定する労働者の前年度の賃金に対し、新年度（勤続と年齢がそれぞれ１年増加）いくら引き上げるか交渉する方式。
２．一時金（組合員数による加重平均）

一　時　金
２０１５回答（２０１５年5月２０日集計）

昨年対比
２０１４回答（２０１４年7月３１日最終）

集計組合数
集計組合員数 回　　答 集計組合数

集計組合員数 回　　答

年
　
間

月　　数 １２組合
３，２２９人 ４．５８月 ０．２９月 １３組合

５，４９３人 ４．２９月

金　　額 １２組合
３，３４６人 １，２３８，３７４円 　

３９,７５８円
１２組合

３，７６７人 １，１９８，６１６円

季
　
別

月　　数 ５組合
２，８９７人 ２．１５月 　

▲0.１３か月
２０組合

５，６０６人 ２．２８月

金　　額 ９組合
２，３４６人 ６１２，３５８円 　

１１７,４２３円
１１組合

３，２９９人 ４９４，９３５円

２０１５春季生活闘争　　中間集計について（５月２０日集計）

天童地区メーデー
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【山形県議会議員選挙】
飽海郡区　（投票率　―　）前回５５．５９％ 米沢市区　（投票率　５５．８４）

石黒　　覚 無投票 当選 木村　忠三 　９,５0５票 当選

金子　敏明 無投票 当選 山形市区　（投票率　４７．７９）前回５２．７％

鶴岡市区　（投票率　５６．５１）前回５８．９９％ 吉村　和武 １４,４４２票 当選

阿部　昇司 　９,７0２票 当選 高橋　啓介 　９,３６２票 当選

東根市区　（投票率　５８．１８） 広谷五郎左ェ門 　７,３５５票 当選

青柳　安展 　７,６３0票 当選

　【市町村議会議員選挙】
山形市（投票率　４８．０５）前回５０．５２％ 寒河江市　（投票率　６２．１２）前回６４．７１％

武田　　聡 ４,0１６票 当選 渡辺　賢一 １,６６６票 当選

加藤　　孝 ２,88９票 当選 内藤　　明 １,３３0票 当選

遠藤　吉久 ２,8７１票 当選 沖津　一博 １,0４３票 当選

石沢　秀夫 ２,７６２票 当選 川西町　（投票率　６８．６１）前回６７．２８％

斉藤　栄治 ２,６１２票 当選 斉藤　智志 　６５５票 当選

小野　　仁 ２,１５３票 当選 高橋　照夫 　４５３票 当選

渋江　朋博 ２,１５３票 当選 白鷹町　（投票率　７８．６８）前回８１．１９％

佐藤　秀明 １， ９５６票 当選 関　千鶴子 　６５２票 当選

川口　充律 １,９１３票 当選 河北町　（投票率　６９．６９）前回　無投票

髙橋　昭弘 １,8７５票 当選 槙　　正義 　４0３票 当選

伊藤美代子 １,8５４票 当選 西川町　（投票率　―　）前回８８．３５％

上山市　（投票率　６１．８０）前回６０．６９％ 佐藤　幸吉 無投票 当選

枝松　直樹 １,７8６票 当選

米沢市　（投票率　５９．１２）前回６１．１７％

小久保広信 １,７１５票 当選

小島　　一 １,５４0票 当選

太田　克典 １,３９２票 当選
島貫　宏幸 １,３１４票 当選

第１８回統一自治体選挙結果
連合山形推薦候補者全員の当選果たす！

　４月３日告示、同１２日投開票で行われた、第１８回統一自治体選挙における県議会議員選挙の結果、連合山形推薦の
8議員は、見事全員当選を果たしました。また、４月２６日投開票の市町議会選挙においても、連合山形推薦の２４名全
員の当選を勝ち取ることができました。
　各候補者を支援していただきました組織の組合員・ご家族・役員の皆様に感謝申し上げます。当選された議員の皆
様には、働く者の声を議会に届けていただき、安心して働き続けられる社会づくりへとご活躍をご期待申し上げます。
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