
「２０２１春季生活闘争総決起集会」を、３月６日、山形市民会館を会場に開催しました。昨年、新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響を受け中止となり、今年は参加人数を半数に削減し、約４００人の組合員が参加
しました。
集会に先立ち、多くの方が犠牲になられた「東日本大震災」から今年で１０年。追悼の意を表し、ご冥福
を祈り黙祷を捧げました。
集会で、連合山形小口会長は、「コロナ禍だからこそ、職場からの要求をまとめて集団的労組交渉を通
して具体的な改善を勝ち取っていかなければならない。働き方の改革を自分たちの手で進めていこう。」
と訴えました。
連合本部からは神津里季生会長のビデオメッセージで、「賃上げの流れを断固として貫いていこう。コ
ロナ禍での２０２１闘争は負けてはならない。」と連帯のあいさつをいただきました。
舘内事務局長の情勢報告の後、JAM・金子浩さん、JR総連・大山貴聡さん、自治労・遠藤あや子さん、
青年委員会・阿部一樹さんが力強く決意を述べ、女性委員会の木口久仁子委員長は「３．８国際女性デー」
の集会アピールを行いました。また、集会の中で第４９回衆議院議員選挙候補予定者の「加藤健一」氏を紹
介し、力強い挨拶と決意表明をいただきました。
最後に「誰もが希望を持てる社会を実現！安心・安全に働ける環境整備と『底上げ』『底支え』『格差是
正』でというスローガンのもと、すべての労働者は、この断固たる決意をもって、組織の総力を結集し、
最後の最後まで、ともに闘おう！」とした集会アピールを採択し、小口会長による団結ガンバロー三唱で
２０２１春季生活闘争の勝利と加藤候補予定者の必勝を誓い合いました。

団結ガンバロー！団結ガンバロー！

ＪR総連山形　大山副議長決意表明ＪR総連山形　大山副議長決意表明青年委員会　阿部委員長決意表明青年委員会　阿部委員長決意表明

自治労　遠藤あや子氏自治労　遠藤あや子氏 小口会長挨拶小口会長挨拶小口会長・加藤氏とのツーショット小口会長・加藤氏とのツーショット

女性委員会　木口委員長集会アピール女性委員会　木口委員長集会アピール加藤健一氏加藤健一氏JAM　金子会長決意表明JAM　金子会長決意表明
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ホームページアドレス ： https://www.rengo-yamagata.jp/
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「２０２１春季生活闘争勝利総決起集会」「２０２１春季生活闘争勝利総決起集会」
２年ぶりに開催！２年ぶりに開催！
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メーデーは、日本の労働運動の中で広く定着し、大衆参加を求める行動として、最大限の結集力を内外
に示し、「人権・労働基本権の確立、世界恒久平和の希求、労働者の社会的地位の向上と社会進歩」に貢
献してきました。
また、組織された労働者、家族、高齢者、障がい者を含め、市民団体はもとより誰もが参加できるもの
として、一層の連携を強めていくものであります。しかし、今年度は新型コロナウイルス感染症の状況を
鑑み、会場に集まるような「参加型の開催」は中止とし、「式典・おたのしみ抽選会」をＷＥＢ配信する
など形態を変更し開催します。

１．スローガン

　「今こそ心ひとつに！働く仲間の笑顔のために
� 感謝と思いやりの絆をつなぎ　希望あふれる未来を切り拓こう！」
　サブスローガン
　⑴�　東日本大震災から１０年、被災地

の復興・再生と、教訓を風化させ
ない支援を　展開しよう！

　⑵�　ニューノーマルを実践し、新型
コロナウイルスを早期に克服しよ
う！

　⑶�　雇用形態間の不合理な格差をな
くし、同一労働同一賃金を実現し
よう！

　⑷�　誰一人取り残されることのない
社会の実現に向け、ＳＤＧｓ（持
続可能な開発目標）を達成しよ
う！

　⑸�　山形県の地域別最低賃金を早期
に１，０００円まで引上げ、あらゆる
セーフティネットを拡充しよう！

　⑹�　ジェンダー平等と「全世代支援
型」社会保障制度を実現しよう！

２．「お楽しみ抽選会」
　　　内　容

応募期間　４月１日㈭～22日㈭まで

お問合わせ　2021山形県中央メーデー実行委員会
　　　　　　TEL 023-625-0555（連合山形内）

当選発表　４月30日に配信予定！
　　　　　ホームページにも掲載いたします。

５月６日以降、当選者への賞品は基本組合事務所にお送り致します。

応募方法　連合山形ホームページ
　　　　　抽選会専用フォームよりご応募

県内企業にお勤めの本人・ご家族、一人一回の応募に限ります。
複数応募は無効といたします。

内容は当日の
お楽しみ！

賞 品賞 品
１等　山交観光 商品券　　　　５万円分（２本）　

２等　カタログギフト 　　　　３万円分（５本）

３等　スーパー 商品券
　　（イオン・ヤマザワ・ヨークベニマル）
　　　　　　　　　　　 １万５千円相当（６本）　

東日本大震災から10年！まだまだ救援しま賞
　　　　　　　　　　　　 　６千円相当（６本）
　　◎岩手県　◎宮城県　◎福島県
　　◎青森県　◎秋田県　◎山形県

大抽選会大抽選会
お楽しみお楽しみ恒例！ みなさ

ん

応募し
てね！

QRコードはこちら
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檄
２０２１春季生活闘争は、中小組合の交渉が本格化している
連合山形傘下の中小組合は果敢に要求書を提出し、同じ産業で働く者同士が職場の未来をかけ、と
もに闘う仲間との共闘を支えに、掲げた要求の実現に向けて懸命に交渉を進めている。
新型コロナウイルスに屈することなく、企業・産業を存続・成長させていくためには、同じ職場で
働くすべての労働者への「人への投資」が不可欠である。コロナ禍において社会機能を支え続けた、
いわゆるエッセンシャルワーカーや、有期・短時間・契約等で働く労働者の処遇を「働きの価値に見合っ
た水準」へと引き上げることの重要性を広く県民に訴え、断固たる決意をもって団体交渉に臨み、取
り組みを前進させていかなければならない。
中小組合の春季生活闘争は、夏季一時金交渉も含めて夏まで続く。連合山形は世論喚起のための情
報発信を今後も継続して行い、「底上げ」「底支え」「格差是正」の実現のために最後まで中小組合の
闘いを支援していく。
最後まで、粘り強く、共に闘い抜こう！
連帯の力で、新型コロナを克服しよう！

　　　　　　　２０２１年４月１日　
　　　　　　　連合山形　会長　小口裕之

【連合山形加盟組合による2021春季生活闘争状況について　速報ＮO.1】

１．　２０２１春季生活闘争　賃上げ対象組合は、連合山形傘下で１６５組合。要求提出４９組合（２９．７％）
回答・妥結１５組合（９．１％）

２．　平均方式３１組合、個別Ａ方式１６組合、個別Ｂ方式２組合要求書提出、平均方式　９組合、個別
Ａ方式　５組合、個別Ｂ方式１組合回答妥結�

３．　２０２１春闘　　平均賃金方式（ベア＋定期昇給）� � �
　　（３月２６日までの報告状況については、以下のとおりです）� 　　　
　⑴　加重要求額　７，５４０円（３．０１％）前年度同期比　＋８２１円
　⑵　単純要求額　６，４３５円（２．５７％）前年度同期比　－２８１円
　⑶　加重妥結額　３，０９４円（１．２３％）前年度同期比　－６４５円
　⑷　単純妥結額　３，５１４円（１．４０％）前年度同期比　－２４１円�
４．【個別Ａ方式】
　①　要求額平均　　１，９４５円　対前年度同期比　　－１，６２６円
　②　妥結額平均　　１，２００円　対前年度同期比　　－１，３９８円
５．【個別Ｂ方式】　２組合要求書提出、１組合回答引き出し

※連合山形は、ラジオＣMで中小労組の賃金・労働条件の改善を広く県民に訴えます。

【連合山形ラジオCM放送：みんなの春闘　中小企業編】
4/5～4/２４　２０日間　　

FM山形２０本　　YBCラジオ２０本　　　合計　４０本

２０２１春季生活闘争の状況

中小労組の交渉が４月中の決着をめざし本格化！
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山形県の地域別最低賃金は時給７９３円で、年
間２，０００時間働いた場合の年収は１５８万円程度で
あり、憲法第２５条で保障する「健康で文化的な
最低限度の生活」には至っていません。また、
「地域間格差の是正」「地域活性化」「労働力人
口の流出と社会の持続性」の観点からも最低賃
金制度の充実は極めて重要です。
連合山形は、これに基づき、組合員をはじめとする社会に対し理解浸透をはかるため、構成組織・街頭
行動の両面で最低賃金引き上げを求める署名運動を展開していきます。

１．期　　　間　　３月１９日（金）～６月２１日（月）まで
２．対　象　者　　組合員とその家族、職場を共にして働く労働者
３．前年度実績　　４０，４８４筆（対前年度＋８，１１０筆）

　山形労働局長　殿
　山形県の最低賃金は時給７９３円で、年間２，０００時間働いたとしても年収１５８万円程度であり、この額で
は憲法第２５条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」には至っていません。また、「地域間格差
の是正」「地域活性化」「労働力人口の流出と社会の持続性」の観点からも最低賃金制度の充実は極め
て重要であります。つきましては、山形県最低賃金の大幅引き上げを求め、下記について要請いたし
ます。

記
１．山形県の地域別最低賃金を１０００円に引き上げること。
２．基幹的労働者にふさわしい特定（産別）最低賃金の水準を確保すること。
３．使用者に対し、最低賃金法の遵守を徹底すること。

氏　名 住　　所

◎署名用紙は各構成組織に配布しています。
　山形県最低賃金の大幅引き上げを求める署名活動への
　　　　　　　� ご協力をよろしくお願いします‼

山形県最低賃金の
大 幅 引 き 上 げ を
求 め る 署 名 活 動
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連合山形は、県内企業における３６協定の締結率が４３．３％に留まっていることを踏まえ、県内において常
態化している長時間労働を是正するためには、労働行政が深く関与することによる監督・指導等の強化が
不可欠であることから、３６協定の締結促進について山形労働局に対し要請行動を行いました。
この要請行動は酒田飽海、鶴岡田川、新庄最上、北西村山、山形、置賜の各地域協議会も同日、所轄の
労働基準監督署に対し要請行動を行っています。
⑴　日　時　３月２日（火）　１４：００～１５：００
⑵　場　所　山形労働局
⑶　出席者　『連合山形』小口会長、舘内事務局長、小川副事務局長
　　　　　　『山形労働局』河西山形労働局長、中井労働基準部長、加藤監督課長

【要請内容】

１．令和２年度の調査で、県内企業において４３.3％の締結率にとどまっている３６協定の締結促進のため
の監督・指導を徹底すること。特に小規模事業所に対しては、３６協定を締結する意義も含め、訪問
による周知と指導を強化すること。
２．コロナ禍において、最前線で奮闘している医療関係従事者はもとより、社会基盤を支え続けた、
いわゆるエッセンシャルワーカーや、有期・短時間・契約等で働く労働者は、雇用のセーフティネッ
トが脆弱であり、長時間・過重労働を強いられているケースが散見されるため、各労働基準監督署
において企業訪問による状況把握や相談体制の強化拡充など、きめの細かい対応をはかり、労働者
の安心・安全・健康とワーク・ライフ・バランスを確保すること。

３．大企業・親事業者の「働き方改革」に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」が中小企業の「働
き方改革」に取り組む環境づくりに悪影響を与えることが懸念される。県内多くの中小企業におい
て働き方を含めた適正な取引が行われるよう、大企業・親事業所に対し監督・指導を徹底すること。

【各地域協議会における労働基準監督署への要請行動】
◦酒田飽海・鶴岡田川地域協議会　３月２日　庄内労働基準監督署に対し合同で要請行動
◦新庄最上地域協議会　　　　　　３月２日　新庄労働基準監督署に対し要請行動
◦北西村山地域協議会　　　　　　３月２日　村山労働基準監督署に対し要請行動
◦山形地域協議会　　　　　　　　３月２日　山形労働基準監督署に対し要請行動
◦置賜地域協議会　　　　　　　　３月２日　米沢労働基準監督署に対し要請行動

36協定の締結促進による
長時間労働の是正をめざして！36

鶴岡田川地協鶴岡田川地協酒田飽海地協酒田飽海地協連合山形連合山形
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春季生活闘争において、労働組合が求めている労働条件の向上には、賃金の引き上げはもとより、
格差是正、法令遵守、非正規労働者の待遇改善など、労働行政が深く関与しています。そのため、山
形労働局に対し行政指導等の強化について要請行動を行いました。
【日　　時】　３月２４日（水）１０：００～１１：００
【会　　場】　山形労働局
【要請項目】　①　コロナ禍による雇用への影響に対する支援制度の周知徹底等について
　　　　　　 ②　女性の正社員化への転換促進について
　　　　　　 ③　若者の雇用対策について
　　　　　　 ④　高齢者の雇用対策強化について
　　　　　　 ⑤　障がい者雇用の強化について
　　　　　　 ⑥　ハラスメントのない職場環境づくりについて
　　　　　　 ⑦　労働災害防止対策の強化について

雇用・労働行政に関する山形労働局への要請行動

要請書の手交要請書の手交 山形労働局　河西局長他山形労働局　河西局長他小口会長　あいさつ小口会長　あいさつ

【令和２年１月～12月で山形県内企業の３６協定締結状況】� 届け出件数/事業所数（％）

令和２年 令和元年 平成３０年
県全体 ４３.３０％ ４１.９９％ ４１.3％
山形署管内 ４２.１６％ ４０.０１％ ３９.0％
米沢署管内 ４６.２３％ ４５.４３％ ４３.1％
庄内署管内 ４２.７２％ ４２.５１％ ４４.9％
新庄署管内 ３９.２９％ ３７.３６％ ３５.2％
村山署管内 ４８.１６％ ４６.６３％ ４２.9％

置賜地協置賜地協新庄・最上地協新庄・最上地協山形地協山形地協
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３月８日は国際女性デーです。「３．８国際女性デー」の起源は、１８５７年にニューヨークで起きた工場火災３月８日は国際女性デーです。「３．８国際女性デー」の起源は、１８５７年にニューヨークで起きた工場火災
で、多くの女性たちが亡くなったことを受け、３月８日に低賃金・長時間労働に抗議する集会が開かれたで、多くの女性たちが亡くなったことを受け、３月８日に低賃金・長時間労働に抗議する集会が開かれた
ことと言われています。　ことと言われています。　
その後、国連においてこの日は、「女性の権利と平等のために闘う記念日」と位置付けられ、賃金・労その後、国連においてこの日は、「女性の権利と平等のために闘う記念日」と位置付けられ、賃金・労
働条件の向上を表す「パン」と女性の尊厳、人権の確保を表す「バラの花」をシンボルに、今も世界各地働条件の向上を表す「パン」と女性の尊厳、人権の確保を表す「バラの花」をシンボルに、今も世界各地
で様々な行動が展開されています。で様々な行動が展開されています。
連合山形女性委員会は、３月８日に先駆けて、３月６日に開催された連合山形の「２０２１春季生活闘争勝連合山形女性委員会は、３月８日に先駆けて、３月６日に開催された連合山形の「２０２１春季生活闘争勝
利！総決起集会」の会場である山形市民会館で周知行動を行いました。毎年、街頭において女性のシンボ利！総決起集会」の会場である山形市民会館で周知行動を行いました。毎年、街頭において女性のシンボ
ルである「バラの花」を配布しながら市民に対しアピール行動を行って来ましたが、今年は新型コロナウルである「バラの花」を配布しながら市民に対しアピール行動を行って来ましたが、今年は新型コロナウ
イルス感染拡大の影響を勘案し街頭でのアピールは行わず、集会参加者に対しアピールしながらチラシ付イルス感染拡大の影響を勘案し街頭でのアピールは行わず、集会参加者に対しアピールしながらチラシ付
マスクを配布しました。マスクを配布しました。
女性委員会の木口委員長が「３. ８国際女性デー」の集会アピールを行い、役員の皆さんが、リレー女性委員会の木口委員長が「３. ８国際女性デー」の集会アピールを行い、役員の皆さんが、リレー
トークにより国際女性デーの意義や雇用における男女平等、暴力やハラスメントのない社会などについてトークにより国際女性デーの意義や雇用における男女平等、暴力やハラスメントのない社会などについて
訴えました。訴えました。

木口委員長リレートーク木口委員長リレートーク

マスク配布マスク配布チラシ付きのマスクチラシ付きのマスク



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ろうきんダイレクト（インターネットバンキング）でのお取引も対象となります。 
（景品のお受け取りには、店頭でのお申し出が必要となります。） 

※キャンペーンのプレゼントは個人のお客さまが対象となります。 
※プレゼントは「1 お取引項目につき、お一人様 1 つ」となります。 
※写真はイメージです。また、景品内容は変更になる場合があります。 
※「東北ろうきん生活応援運動『資産形成』」は期間を延長する場合があります。 
※対象の商品概要については店頭に説明書をご用意しております。 
※詳しくはお近くのろうきん窓口にお問合せください。 

https://www.tohoku-rokin.or.jp 

 

福福島島県県南南相相馬馬産産ななたたねね使使用用  

菜菜のの花花オオイイルルののドドレレッッシシンンググ

和和風風  ねねぎぎ塩塩  

※※いいずずれれかか 11本本  

ププレレゼゼンントト！！
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