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単

埼労連は７月 日（土）の午後２時か

投開票で行われた参議院選挙にも触れ、

長は、引き続くコロナ禍のもと７月 日

幹事会を代表してあいさつした新島議

埼労連単産・地域代表者会議
産と 地域組織の代表、埼労連幹事会な

これから憲法闘争が山場を迎えること、

ど合計

ら単産・地域代表者会議を開催し、

人が参加しました。今回の単産

改憲勢力の横暴を許さず憲法を守る闘い

日（土）に、さ

に力を尽くすことだと訴えました。

・地域代表者会議は埼労連大会に向けた
諸課題の確認と、９月

午後４時頃終了予定とすること、定数に

加のみで１日開催とし、午前
時開始・

回定期大会について、現段階では会場参

化することで、①地域組織強化と地域か

第７期中期計画４年目の全面実践を具体

いて報告。この大会の任務は、第一に、

ず定期大会の任務と深めるべき課題につ

次に、提案をした宍戸事務局長は、ま

定めのない役員について、副議長７名・

ら組織拡大の実践経験を飛躍的に広げる

団結ガンバロウで閉会

※今後の状況によって変更の場合があり
ます

いたま市民会館（大宮）で開催する第

事務局次長２名・幹事 名とすることな

こと、②労働組合の世代継承と同時に、
労働組合運動の要求の主体となるべき
「次世代組織化」、③単産要求を地域住
民要求に重ねて実現するための連携の典
型づくり、④新たな産別の組織化の展望
と、「 広 大 な 空 白 」 で あ り、 と り わ け
「非正規」の組織化は待ったなしの課題

万５５９人から３９４

であることを報告しました。埼労連は、
この６月現勢で

万人を

２人を減少させ、 万人を割り込む結果
となったことから、何としても

万埼労連の実現を確かなものにし

早期に回復し、残る２年の最終年度にむ
けて

ていこうと訴えました。

告知
第34回定期大会

どを確認しました。

げんき館（埼玉土建）で開催
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日時

2022年９月10日（土）
午前10時〜午後４時頃まで
会場 さいたま市民会館おおみや
レイボック大ホール

＊紙面から＊

■ 単産地域代表者会議

（１面） ■ 国民春闘代表者会議

（５面）

■ 最賃審議会

（２面） ■ 組織化の取り組み

（６面）

■ 地域のとりくみ

（４面） ■ 埼労共のページ

（８面）

労連・コープネットグループ労働

２回最賃審議会では、今年度も埼

に取り組んできました。政労使合

での宣伝、駅頭での宣伝行動など

み、関係省庁要請や厚生労働省前

行動・第４次最賃デー」にとりく

要請を中心に、６月 日に「中央

全労連は、最賃審議会に対する

いる今の現状

が再拡大して

るなど、感染

者数を更新す

去最高の感染

果、全国で過

舵を切った結

活動の再開に

にスタートしました。２０２２年
組合・医労連の３団体が意見陳述

意で２０２０年までの実現を目指

は、あきらか

みました。

度の第１回埼玉地方最低賃金審議
を行ったほか、全国一般が意見書

した「全国加重平均１０００円」

コロナ禍・物価高騰の今こそ

会が、７月１日（金）に開催され
を提出しました。
埼玉の最賃審議会に先駆けて開

国一律最賃制度」の実現を求めて

を早期に実現するとともに、「全

騰への対応も充分にされていない

あり、物価高

に国の責任で

最賃闘争が本格的

催されていた中央審議会の目安小

います。

７月から、

最低賃金の大幅引き上げを

ました。

問、委員変更の確認、審議会日程
委員会では、今年度の目安につい

（月）に答申を出す予定でした

格差を放置したままの状態を、改

の地域格差、埼玉と東京の 円の

現状の最大２２１円（時給）も

底上げを図ることが必要です。

金の大幅引き上げによって賃金の

今の状況を改善するには、最低賃

審議会では、労働局長からの諮

の確認、意見聴取についての扱い
てついて議論が行われ、７月

き続き口頭による意見陳述ができ

が、労使の委員の間で引き上げ額

日

の確認などが行われ、今年度も引

ることになりました。

者の状況は限界にきている。さら

センシャルワークと呼ばれる労働

告され、「長引くコロナ禍でエッ

ト労働者や医療従事者の実態が報

意見陳述では、生協で働くパー

支援の強化を求める意見書を採択

と格差の是正、中小企業に対する

低賃金制度や最低賃金の引き上げ

や九州・四国を中心に全国一律最

採択されたほか、地方では、東北

最低賃金制度を求める」意見書が

実際に、東松山市で「全国一律
善していかないといけません。

日（木）に開催された第

の合意がつくれず、大幅にずれこ

７月

に急激な物価高騰が追い打ちをか

するなど、最低賃金の引き上げと

幅に引き上げ、コロナ禍と物価高

けており、このままでは働き手の

いよいよ最低賃金の決定に向け

騰で疲弊している日本経済を立て

地域間格差の是正を求める声は着

急激な物価高騰により、飲食サ

た審議が埼玉地方最低賃金審議会

直していくことを求める重要な審

確保がさらに厳しくなってくる」

ービスや製造業など、厳しい産業

で本格的に始まり、新聞が届く８

議会となります。

コロナ禍だからこそ、最賃を大

もありますが、長引くコロナ禍の

月上旬には答申が示されます。

実に広がっています

もとで充分な補償をせずに、経済

ことなどが訴えられました。

６・24最賃デー
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物価高を反映するため

最低生計費を補正
万１８７９円か

ら、 万５５９円と、

最低生計費は、

ん だ「 最 低 生 計 費 調 査 」 に つ い
万８６８０円増加した金額になり

埼労連が２０１６年度にとりく

て、この間の消費税増税・物価上
ました。

ージを乗じて金額を補正、住宅費

き、それぞれの費目にパーセンテ

補正の方法は、物価指数に基づ

年比で１

昇にともない、理論値ではありま

すが費目ごとに必要額の補正を行

いました。
代・

今回の補正については、

ネットの賃貸情報から当時と同じ

については現在の物件をインター

の調査時と同条件のもとで、いま
条件（駅までの距離・広さ・築年

単身者世帯に絞って、２０１６年

の物価に当てはめたときに生計費

2016年調査時

のを選んでいます。

なる物件の中から、金額の低いも

数等）を指定したうえで、対象と

代・単身男性の

がどれくらい変動するかを計算し

たものです。
補正の結果、

今年に入って
の急激な物価高
騰にともない、

の物価指数が上

ど、ほぼすべて

査時に比べ、大きく上昇する結果

っていることから、２０１６年調

％）も考慮して計算した数字とな

９ ５ ６ 円 で、「 補 正 前 」 の 数 字

した。現在の埼玉県の最低賃金は

まうことが改めて明らかとなりま

アップしている「２０２２年春の

労連ｙｏｕｔｕｂｅチャンネルに

くりの資料としてもらうよう、埼

ざす運動をすすめるための確信づ

食料品・燃料な

昇か横ばいとな

（ 月 １ ６ ０ 時 間 労 働・ １ ５ １ ２

募集時給調査

ください。

せて活用して

円）にも及ばない脆弱な水準で

となっています。
今回の補正調査によって、最低

っている上、２
月に

賃金に影響を受ける働き方をして

最低賃金の大幅引き上げと「全

０１９年

実施された消費

いる当事者の生活は、その時々の

国一律最低賃金制度」の実現をめ

結果」と合わ
税の パーセン

物価の変動に大きく左右されてし

す。

トへの増税（２

埼労連Youtube
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約１時間行い、チラシ・ティッシ

今回は、全

る案を出している自民・公明政権

市川議長は、防衛費を２倍にす

視覚にも訴え

大コピーし、

イラストを拡

国最賃一覧の

を批判し、その分を中小企業支援

る宣伝にしま

ュ約２００枚を配布しました。

地区労はこれまで平日夕方に宣

と最低賃金引き上げに使うべきと

した。

各地域で最賃引き上げ訴え
伝をしていましたが、「参加でき

訴え、参議院選挙で審判を下そう

という短い行

した。

所沢地区労は６月 日（日）の
ない組織もあるので、今回は土・
と呼びかけました。

所沢地区労

午後４時から５時まで所沢駅西口
日で配置してみよう」ということ

性が駆け寄

ったころ、男

終了間近にな

動でしたが、

分間

で最賃宣伝に取り組み、地区労役
になり、６月

日

た 後「 他 に

り、署名をし
駅で地区労協執行委員を中心に最

も、記入した

らいいか？」

賃の引き上げを求める駅頭宣伝を

（水）の午後６時から獨協大学前

草加八潮地区労協は６月

（所沢地区労発）

員のほか、埼高教、建交労・学童

日曜日に18人が参加（所沢駅）

間が多く参加したのですが、福祉

日に設定してみま

労組、福祉保育労・あかね分会、
人が参加しま

した。地区労役員を兼ねている仲
草加八潮地区労

土建所沢支部から
保育労の職場か
らも参加があり
ました。
宣伝は、市川

５月から毎月最終水曜日の夕方

と言われたの

いがどうした

イクでの訴えと

に、草加駅、獨協大前駅を交互に

で、署名用紙

行いました。

埼玉労働局に提

宣伝活動を実施しています。この

議長のハンドマ

出する時給１５

埼労連では、加盟組合の取り組

コロナ禍ではありますが、感染

を預け、「来月は草加駅で活動し

防止に留意しながら工夫して取り

日は、熱中症警報が発令され、気

ているので、そのときそこに届け

組んでいる活動・行事について、

００円を求める

地区労議長、副議長、草加市職

ていただいてもいいですよ」と答

埼労連まで寄せてください。

みを紹介しています。

びかけのほか、

労、埼玉土建草加支部、学童保育

えると、了解してもらいました。

内容が分かる写真と簡単な記事

ていますのでその場に、あるいは

チラシ、全労連

指導員、埼労連・江口アドバイザ

暑いなかの宣伝活動は大変です

でも、組合で発行しているニュー

温も高いため開始時刻を遅らせて

労働相談フリー

ーの６人が参加し、最賃引き上げ

が、こんな反応があるとうれしく

スでも構いません。よろしくお願

埼労連の最賃署

ダイヤル番号が

の訴えをしながら全労連最賃チラ

なります。

『オール草加』などが駅頭宣伝し

印刷されたミニ

シ入りのティッシュペーパーを配

行いました。

チラシ入りのテ

いします。
りました。

（草加八潮地区労協発）

ィッシュ配布を

名への協力・呼

今月は獨協大学前駅で宣伝
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全労連・国民春闘共闘委員会
・９円、率では２・

％。

況については、時給制では単純平
均は
月給制では引き上げ額は４３２６

全国一般２支部が春闘で前進

この上積み支給はパート社員から

ていましたが、これまでの集計結
す。

円、率では１・

歓迎の声が出されています。

全労連などでつくる国民春闘共
果について、「私たちが求めた、

春闘でガソ

日（木）に、都

そのほかにも国民春闘共闘が６

まで片道２キロから

大宮電化支部

闘委員会は６月
生活をまもるための大幅な賃金引

月 日に公表した第２回制度的諸

１キロにつき月５００円、片道

冬季一時金支給時の通達で、経営

１にする予告を撤回させる

嵐山清掃の経営者側が、昨年の

る」ことを訴え、「私たちは、働

強めていくことが求められてい

とりくみを、職場・地域から一層

幅賃上げ・底上げの流れをつくる

こだわってきた労働組合として大

代表幹事は、「コロナ禍の春闘で

こうした成果を踏まえて、小畑

リットルガソリン単価１５０円未

通勤距離での区分けはなくして１

渉しました。４回の交渉を経て、

社長に「それでもいいのか」と交

車通勤にしたほうがまし」として

価１３０円程度で、「これなら電

会社の計算根拠が１リットル単

との文書回答があり、資料は６月

から、それからの交渉にしてくれ

行預金、資産状況など）開示する

算書、役員報酬、社員の給料、銀

会社は経営内容をすべて（損益計

当として、団体交渉を求めると、

５００円×出勤日とする）のは不

００円×出勤日としてきたものを

年）の夏

く仲間に接近できているだろう

満（通常）、１５０円超、１６０

初めに出されました。団体交渉は

キロ未満は

大宮電化支部では、交通費は今

リン代値上げに対応させる

内（オンライン併用）で第２回単
き上げ・底上げ要求、さらに物価

要求獲得状況調査によると、正規

キロ以上は１キロにつき月６００

状況が悪いため来年（

％となっていま

産・地方代表者会議を開催し、２
の高騰からすると、大変不満な回

労働者の制度諸要求について、昨

円の支給でしたが、このところの

一時金５分の

０２２年春闘の中間総括を確認し
答状況だ」としながらも、ケア労

年の最終集計（３５６件）を大幅

季一時金から加算評価分は支給で

嵐山清掃支部

ました。
働者の賃上げや最低生計費試算調

ガソリン代の値上げで支給額を上

日時点の賃上げ集計で

に上回る５３８件の実績が報告さ

か。要求を組み、要求実現のため

円超、１７０円超の場合の支給単

６月

は、回答引き出し組合の単純平均

５月
査結果などを背景に、「単純平均

きないと通知してきました。支部

の運動を組織してこられただろう

価 を そ れ ぞ れ ６ １ ６ 円、 ６ ４ ７

から島田議長も団体交渉に加わ

としては、ここ

か」と問い掛けたうえで、「その

円、６７８円、７０８円の４段階

り、会社は一時金減額の通知は撤

日に行い、地元の比企労連

％減らす（従来２５

もに最高の引き上げとなる前進回

問題意識をもって、今まで労働組

とし、現状のガソリン単価に対応

回し、従来どおり支給すること、

は支給額を

答を引き出した」ことを評価して

合が接近してこられなかった層も

させました。なお、パート社員に

さらにここ数年なかった賃上げを

いました。

います。

含めて、運動に組織していくため

ついては昨年夏の一時金交渉時、

１０００円上げることを追加して

また、非正規労働者の賃上げ状

に知恵と力を出し合っていこう」

通勤費が新設、今回正社員と同様

回答しました。

が５９５５円、２・ ％となって

います。
春闘で国民春闘共闘は、「月
額２万５０００円以上、時間額１

５０円以上」の賃上げ要求を掲げ

などと訴えました。

に距離に応じてアップしました。

年で金額・率と

回り、労働者の持ち出しが続いて

22

ています。

単産・地方代表者会議を開催
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建材メーカーに責任求める

ては任用形態変更を含む

人の拡

地裁前集会後、県民健康センタ

紙、②新任教職員アンケート、③

対 話 グ ッ ズ（ ① 委 員 長 か ら の 手

化・拡大月間と位置づけ、新任者

埼高教は、４月・５月を組織強

埼高教に加入したり、ほかにも、

の結果、採用試験対策講座当日に

盛な対話がすすめられました。そ

方には励ましながら、各分会で旺

また、臨任で採用試験を受ける

ようにして、悩んでいる人や困っ

今後も職場で組合活動を見える

しています。

運動をすすめて１０１人まで到達

ンケートに取り組みながら、対話

育予算交渉に向けて、全教職員ア

大がありました。現在は７月の教

ト訴訟埼玉訴訟の第７回期日がさ
ーに会場を移して行われた報告集

埼高教リーフレット）を作成し、

着任後の不安や悩みに寄り添うな

ている人を見逃さないように、ア

すべての新任教職員へ声かけ

いたま地裁でおこなわれ、地裁前
会で、埼玉土建・斉藤委員長は、

各分会に届け、各職場ですべての

かで人間関係をつくり加入に至る

ンテナを高くすることが大切だと

建設アスベスト埼玉訴訟

での集会には、１０８人が参加し
「私たちの運動が、着実に前進を

新任教職員へ「困っていることは

ケース、元組合員が現在の活動の

感じています。

たい」と呼びかけました。

ました。引き続き、建設アスベス
させている。そのことを確信にし

な い か 」、「 元 気 に や れ て い る

様子を見て再加入するケースもあ

日（水）、建設アスベス

ト給付金制度を広げていくこと、
て、今後も頑張っていこう」と訴

か」などの声かけをしながら対話

７月

駅頭宣伝等に多くの仲間で参加し
えました。

ていくことが確認されました。ま
集会には、埼労連から新島議長
が参加し、激励と連帯のあいさつ

（埼高教発）

りました。２ヵ月の拡大月間とし

たこの日は、被災者単位で３人が
国と和解しました。

を語り「国やメーカーが、アスベ

ベストによる肺ガンで亡くすまで

越谷支部の伊藤原告は夫をアス

労組活動への参画を広げていくこ

第

期までの期間では、労組員の

コープネットグループ労組は、

一緒に話し合い、意見交換するた

会会議開催にあたって、みんなで

き続きフォローしていきます。分

なり、自立した分会となるよう引

きます。

現に向けた取り組みを継続してい

みんなで決めた「めざす姿」の実

提供を載せています。これからも

票につなげる選択肢としての資料

日の参議院選挙に向け

ストが危険なものだと知らせてく

とをめざし、分会活動が活発に行

めのツールとして年に５回ほど

（コープネットグループ労組発）

た、 ７ 月

原告は「１陣から参加しているの

れていれば、夫が亡くなることは

われるような取り組みを展開して

「一斉分会討議資料」を作成し、

を行いました。

年近く訴訟をたたかっ

なかったと考えると強い憤りを感

きました。一部子会社のパート社

労組員に活用してもらえるように

地裁前の集会で草加支部の高松

ている。今後はメーカーとのたた

じる。夫の思いを継いで、裁判で

員を除き、正規職員からパート職

で、もう

報告集会の様子

て、平和と暮らしを守る大事な投

かい。これからも協力をお願いし

はメーカーの責任を訴えていく」

今回の討議資料は、８月からス

取り組んでいます。
んでいますので労組員が多い職場

員までユニオンショップ協定を結
集会の最後に行動提起が行われ

タートとなる第３次中期方針で、

と、再度みんなで労組活動につい

ですが、労組活動へ参加できてい

今年の８月から第 期のスター

て考え話し合うこと、労働組合が

「アスベスト訴訟は建設業で働く

世論と運動で、メーカーの謝罪を

トとなりますが、さらに多くの仲

取り組むことなどを伝えます。ま

労働組合のことを知ってもらうこ

勝ち取ろう」と提起されました。

間が労組活動へ参加できるように

ない人がいることも事実です。

（埼玉土建）

仲間の命と尊厳を守るたたかい、

と述べました。

組合員の活動参加高めるため

運動をすすめてきました。
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公務労働者の処遇改善求め

こで・誰の前で・どんなことを

のパワハラについて、いつ・ど

きたので返事をすると『受け答

また、別の日にＸが話しかけて

つきが嫌だ』と言われました。

労働相談Ｑ＆Ａ

言われたのか、を箇条書きで文

えが悪い』と言われました。朝

発展させる好循環につながること
埼労連には、毎日様々な労働

書にして、経営責任者に渡しま

礼では『事業所は赤字なのに、

全労連公務部会と国民春闘共闘

相談が寄せられます。今回は、

しょう。経営責任者には職場環

を報告しました。
参加した公務の代表からは、最

この間の相談の中でも特に多い

日（金）、公務労

働者の賃金大幅引き上げや非正規
賃割れの現状の初任給の改定に合

委員会は７月

労働者の処遇改善・雇用安定・公

相談員「法人の中に相談窓口は

○○円給料を払っている』と上

は」

ないのですか」

境改善の義務があります」

相談員「経営責任者に相談した

Ｅさん「今度、新しくパワハラ

「パワハラ」に関連して、実際

が、取り合ってももらえなかっ

委員会が設置されました」

から目線で威張るのです」

たことの経過を、これも文書で

相談員「では、そこに相談しま

Ｇ さ ん「 そ れ で も ダ メ な と き

します。

記述し、事業者の所在地がある

しょう」

に寄せられた２つの事例を紹介

Ｇさん「先日、上司から、お客

労働基準監督署に相談しましょ

Ｅさん「期待できそうもないの

わせて、すべての年代での引き上

さんの前で怒鳴られました。ど

う。今後は、パワハラ本人の言

ですが」

共サービスを支える大幅増員など

うやったら、やめてもらえます

動と経営責任者との相談はすべ

相談員「新しい組織なので、そ

掃除し
おい、聞いてんのか！

Ｇさん「ここが汚い！

お客さんの前で怒鳴られる

か」

て録音してください。労働組合

う思われても仕方ありません。

げを求め、「非正規雇用の安定と

今年度の最低賃金改定審議が中

相談員「何て言われたの？」

に加入し、団体交渉でパワハラ

を求めて中央行動にとりくみまし

員賃金の引き下げの悪循環を断ち
央最低賃金審議会で始まったのに

ろよ！

と大声で言われました」

のです。まずは、委員会に相談

ときっぱり言いましょう。言え

で怒鳴るのはやめてください、

相談員「まずは、お客さんの前

です」

Ｅさん「会議の冒頭で、施設長

ワハラを受けました。

働いています。定例の会議でパ

Ｅさん。全体で２００人以上が

非営利法人に勤務する介護職の

複数の介護施設等を経営する

ください」

ので、そのことは覚えておいて

ラと認定されるとは限りません

が感じたことすべてが、パワハ

となお良いです。なお、Ｅさん

提出してください。録音がある

ことを箇条書きにして委員会に

しましょう。パワハラと感じた

ない場合は経営責任者に相談し

（Ｘ）がいきなり『あなたの顔

が嫌だ」と発言する上司

つ解決しながら成長していくも

委員会もパワハラ事案を一つ一
だ！

相談員「パワハラですね。これ
までもありましたか？」

ましょう。その時に、これまで

Ｇさん「すぐ、カーッとなるん

会議の冒頭で「あなたの顔つき

をとりあげることも可能です」

会計年度任用職員の待遇改善」

公務労働者を巡る様々な課題が報

や、「教職員の大幅増員」など、

した小畑雅子全労連議長は「物価
告されました。

人事院前の要求行動であいさつ

高騰の今、実質賃金の低下と公務

切ろう」と訴え、物価に見合う賃

合わせ、８月の人事院勧告に向け

学習 決 起 集 会

われました。

行われ、終日のとりくみとして行

て、各要請行動や署名提出行動が

金の引き上げを行うことが経済を

人事院前行動

きれいにしろよと言っているん

た。
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８月の上映は「ちむぐりさ 菜

退職後の備え

お待たせしました。労働共済連

が取り扱う年２回の募集、積立型

の「年金共済」（拠出型企業年金

保険）を紹介します。

退職後の安心を積み立てる。そ

得税控除、住民税控除の対象で旧

ただけない場合もあります。

ただし所属組合によりご利用い

認ください。

済担当者に。詳しくは資料をご確

あらためて保障の見直しについて考えよう！
降雹・大雨・突風……あ
らためて考えよう。万
一の時の備え『共済』へ
加入しませんか！
６月２日に本庄周辺で発生した
日の比企地域での大
日の深谷での突風など

降雹、７月
雨、７月

れが「年金共済」です。超超低金

こくみん共済ｃｏｏｐの話では

税制適用のため最高控除額も有利

確認でき

異常気象による自然災害が多発し

降雹での被害調査・給付手続きは

です。コツコツ貯めるのにもって

ら資料を

％。所

住宅で約３５００件、自動車で約

こいの「共済」です。

コードか

利の時代に予定利率１・

グランプリ、日本民間放送連盟賞

７００件に上っています。

６月幹事会以降から７月上旬に

下のＱＲ

ています。

報道番組部門優秀賞を受賞した作

日（火）

お問い合わせは、所属組合の共
「 火 災 共 済 」 は、 自 然 災 害 で も

８月

時 分

所属組合の共

含め、保障条件を確認して見直し

の多くが災害多発で掛金の引上げ
フードバンク
がおこなわれる状況。保険の掛替
第 便

一定の保障があります。民間生保

品 で す。 沖 縄 県 知 事 選 勝 利 に 向

日時

時 分〜

分

け、沖縄をもっと知ろう！

①

時〜 時

してみませんか！

済担当にご相談ください。

ます

の花の沖縄日記」です。

歳の少女の目を通

フリースクールに通うため沖縄

にやってきた

る」沖縄のリアルな現実を捉えた
②

時 〜

し て、「 ず っ と 戦 争 が 続 い て い

ドキュメンタリー映画です。沖縄
③

時 分

周年記念として

場所 埼玉会館 小ホール

かけてのフードバンク活動は、Ｓ

Ｕなどからカップラーメン、清涼

飲料水、レトルト食品など ・３

キログラムが提供され、第 便と

して７月８日にフードバンク埼玉

の窓口である埼玉労福協に届けま
した。

フードバンク74便

テレビ放送開局

埼労共
コーナー

74

８月の上映案内（映文協）

制作され、「地方の時代」映像祭

埼労共専用入場整理券利用で９
００円でご覧いただけます。

日（火）戦争と青春

日（火）作兵衛さんと日

日（火）ひまわり

【そのあとの上映予定】
９月
月
本を掘る
月

本庄市の降雹
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