
3列目左から：石塚、齋藤、
日吉、衛藤、鈴木、太田治。
2列目左から：大坂、今泉、
奥宮、永井、岩堀。最前列
左から：太田晋、西尾、久
保、高橋、成瀬。欄外：多
田、野上、伊藤、田邉、雪嶋。

第31期前半期が
スタートしました
労連のVISION“なかまのあした
の「働く」を守る“のもと、ヤマハ
労連の10労組・組合員の思いを
結集し大きな力を生み出してい
けるよう、新役員一同、取り組ん
で参ります。
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大会審議結果
＜報告承認>
第30期（後半期）
活動経過報告……………………… 承認
第30期（後半期）
会計報告…………………………… 承認
第30期（後半期）
会計監査報告……………………… 承認

＜議 事>
第１号議案
第31期役員選挙… ……………… 信任
第２号議案
第31期運動方針（案）…………… 可決
第３号議案
第31期（前半期）予算（案）…… 可決

＜特別決議>
第26回参議院議員選挙　必勝決議

第51回
定期大会 開催
2021年9月24日（金）ホテルクラウンパ
レス浜松を本会場とし、オンライン参加
併用にて、ヤマハ労連第51回定期大会が
開催されました。第30期後半期の報告
承認事項と、第31期における議事内容
が審議され、いずれも承認・可決されま
した。また新たな取り組みとして、Web
投票システムを活用し、決議・投票を行
いました。

第31期 新役員の紹介
　 役　　職　 氏　名 単　組　名

会長 久保　順裕 ヤマハ発動機労働組合
副会長 西尾　智卓 ヤマハモーターパワープロダクツ労働組合
副会長 高橋　弘樹 ヤマハモーターエンジニアリング労働組合
事務局長 太田　晋也 ヤマハ発動機労働組合
事務局次長 石塚　力朗 ヤマハ発動機労働組合
事務局次長 大坂　晃之 ヤマハ発動機労働組合
中央執行委員 永井　新次 ヤマハ発動機労働組合
中央執行委員 今泉　　竜 ヤマハ発動機労働組合
中央執行委員 齋藤　裕光 ヤマハ発動機労働組合
中央執行委員 岩堀　　弘 ヤマハモーターパワープロダクツ労働組合
中央執行委員 衛藤　裕史 ヤマハモーターエンジニアリング労働組合
中央執行委員 多田　健二 ヤマハ天草製造労働組合
中央執行委員 野上　隆夫 ヤマハ熊本プロダクツ労働組合
中央執行委員 伊藤　良平 菅生労働組合
中央執行委員 田邉　佑馬 ヤマハ発動機販売労働組合
中央執行委員 奥宮　正史 ヤマハモーターエレクトロニクス労働組合
中央執行委員 成瀬　浩一 ヤマハモーター精密部品製造労働組合
中央執行委員 日吉　康人 ヤマハモーターハイドロリックシステム労働組合
特別中央執行委員 雪嶋　秀樹 ヤマハ発動機労働組合
会計監査 太田　　治 ヤマハモーターパワープロダクツ労働組合
会計監査 鈴木　啓晃 ヤマハモーターエンジニアリング労働組合
顧問 松野…正比呂 磐田市議会議員

ヤマハ労働組合連合会
〒438-0025　静岡県磐田市新貝2500

発行責任者／久保順裕　編集者／大坂晃之

職場討議資料

ヤマハ労連



昨今の状況

今期は、多くの変化や課題、困難が生じた2年間となりました。
自動車業界においては、100年に一度と言われる変革期を迎えて
おりましたが、昨年政府が公表した「2050年カーボンニュート
ラル宣言」により、脱炭素社会に向けた取り組みの緊急性が加速
する事態になりました。
ヤマハグループにおいても、コロナ禍における需要の変化への生
産対応、半導体等の部品不足や、コンテナ不足による物流逼迫へ
の対応など、組合員の皆さんへ大きな負担をお掛けしました。
また、豪雨被害によりグループ会社の工場浸水という大変な事
態となりました。被害にあわれた方にはお見舞い申し上げるとと
もに、一刻も早い生活の復旧をご祈念いたします。また救援に当
たっては、労連内各組合にもご協力いただきましたこと感謝申し
上げます。

組合活動と政治

この間、新型コロナウイルスの影響で当然組合活動は大きく変化
せざるを得ませんでした。しかし、制限の多い中でも試行錯誤し
ながら、できることを1つ1つ丁寧に取り組んで頂いた皆さんに
は、あらためて感謝申し上げます。
そして、まさにその一つの結実が磐田市議会議員選挙での松野ま
さひろのトップ当選だと思います。組合役員の皆さんのコロナ禍
でもあきらめない努力と工夫の賜物であり、その活動と取り組み
の姿勢には敬意を表し、ご協力くださった組合員の皆さんにも改
めて感謝申し上げます。
そして今一度、皆さんのお力を借りなければならないのが、来年
７月に行われる、参議院議員選挙であります。市政のことは市議
会議員へ、国政のことは国会議員へ。自動車総連、組織内議員の
「はまぐち誠」はこれまでの5年間、私たちの仕事に関わる自動
車産業の課題、働く者の視点に立った課題について国政で訴えて
きました。私たち自動車産業で働く者の思いを、国政の場で代弁
してくれる組織内議員が存在することが私たちの雇用と生活、希
望のある未来につながる大切な道筋であることを理解し、このよ
うな貴重な存在を私たちはしっかり支援していかなければなりま

せん。しかしその支援をする活動も、3密回避やソーシャルディ
スタンスなど、コミュニケーションをとることが難しくなってき
ています。そこはYouTubeやSNSなどのツールを活用し皆で工
夫しながら、「顔の見えるデジタルコミュニケーション」の領域
へと進化させていきましょう。

組合活動と仕事で取り組むべき課題

このコロナ禍で、好むと好まざるにかかわらず、あらゆる変化が
加速しました。生活の基本は「接触は極力避ける」こととなり、
コミュニケーションはITやデジタル技術を駆使した、web・リ
モートが主流を占めるようになりました。組合活動の基本は対面
であり、「顔の見える対話活動」を標榜する私達も、もう一歩進
んで、この新しい技術を積極的に活かした、「顔の見えるデジタ
ルコミュニケーション」の領域へと進化させていかなければなら
ないことが課題なのかもしれません。
また、私たちの仕事に大きく影響するカーボンニュートラルにつ
いて、単に排ガスを抑えるだけではなく、ライフサイクルアセス
メントの観点で、電動化だけでなく、e-fuelや水素などの内燃機
関を活かした取り組みなど、CO2排出をトータルでとらえる幅広
い視野を持つ必要もあり、正しく理解し正しく捉える必要がある
と思います。

最後に

最後に、今期で退任される執行委員を始め組合活動に関わった多
くの役員の方々にお礼申し上げます。コロナ禍で苦労しながら活
動した経験は、今後のみなさんにとって活きてくる財産になると
思います。組合の役を離れられても引き続き組合活動へのさらな
るご支援と参画をお願い致します。
そして、ヤマハ労連中執の役員体制も、本大会の役員改選におい
て新たな体制へと変わります。今回9名の役員が退任します。こ
の数年間、激動ともいえる環境の変化の中で、ヤマハ労連の進む
べき道を共に模索し、苦労を分かち合った皆さんに改めて心から
感謝を申し上げます。
これからも、ともに頑張りましょう。

久保会長
あいさつ
（要旨）

大会の様子

太田事務局長
活動経過報告
運動方針提案

鈴木事務局次長
総合生活改善総括
労働諸条件改善方針報告

石塚事務局次長
会計報告
第31期（前半期）予算案提案

原崎会計監査
会計監査報告

永井中執
特別決議
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※来賓祝辞・組織内議員活動報告は、オンラインでメッセージをいただきました。

今大会をもって9名の役員が退任されました。
これまでの活動に感謝すると共に、今後ますますのご活躍を祈念致します。

来賓 組織内議員活動報告

退任役員の紹介

金子 晃浩
自動車総連会長

磯崎 哲史
参議院議員

浜口 誠
参議院議員

松野 正比弘
組織内議員

鈴木 修
副会長２年
ヤマハモーター
パワープロダクツ労組

田形 和紀
中央執行委員４年
ヤマハモーター
ハイドロリックシステム労組

高橋 裕太郎
会計監査２年
中央執行委員２年
ヤマハモーター
パワープロダクツ労組

皆川 和也
中央執行委員２年
ヤマハ発動機販売労組

山口 博之
中央執行委員４年
ヤマハ発動機労組

原崎 孝央
会計監査２年
ヤマハモーター
エンジニアリング労組

内門 玄
中央執行委員２年
副会長２年
ヤマハモーター
エンジニアリング労組

鈴木 雄一
会計監査２年
ヤマハモーター
パワープロダクツ労組

江平 健二
中央執行委員２年
ヤマハ天草製造労組

議長団と各種委員

森議長
ヤマハ発動機労組

玉城
議事運営委員長
ヤマハモーター
精密部品製造労組

松永
資格審査委員長
ヤマハモーター
エレクトロニクス労組

司会の

高橋中執
ヤマハモーター
エンジニアリング労組

書記の

村松代議員
ヤマハモーター
エンジニアリング労組

書記の

阿波代議員
ヤマハ発動機労組

大庭副議長
ヤマハモーター
パワープロダクツ労組

自動車総連
第50回大会が開催されました

2021年9月9日から10日にかけて自動車総連の第50回大会が開
催されました。今回も会場とZoomの併用開催となり、第29期の
運動方針・予算などの議案を審議し、全て提案通り可決されました。
ヤマハ労連を代表して、議長には宮田さくらさん（ヤマハモーター
エンジニアリング労組）が、また自動車総連第29期運動方針に対
しての意見表明を高橋労連副会長（ヤマハモーターエンジニアリン
グ労組）が行い、両名とも見事に大役を果たされました。

質疑応答

ヤマハ発動機労組
戸田代議員

鈴木事務局次長

今年の春取りでは、賃金改善として各組合で3,000円以上を要求しましたが、ヤマハ発動機ではベアゼロの回答で
した。その回答の理由のひとつとして「2050年カーボンニュートラル宣言による影響を踏まえて」があり、来年以
降に従来通りの要求が通ることが難しいと感じました。そこで労連として今後の賃金改善でどのような方針を策定
していくか教えて頂きたい。

質問 2022年春の取り組みの賃金改善について

ヤマハ発動機の2021年春の取り組みでは、「カーボンニュートラル」に対する会社側の危機感が非常に強く、賃金改善
の要求と回答で乖離が大きくありました。一方、労連方針が要求金額の下支えとなり賃金改善の獲得につながった組合
も多くあります。この状況を踏まえ、現在のヤマハ労連方針について整理を行い、来年に向けて方針の検討を行います。
また考えのベースは「各加盟組合の交渉にとってプラスとなり、かつ組合員からの理解も得られるもの」としています。

執行部答弁 2022年ヤマハ労連方針策定に向けての考え方を述べる



※掲載の内容は2021年8月現在の内容です。変更になる場合がございますので予めご了承ください。

※表示料金とは別に、利用者負担金がかかります。　※詳細は、オアシスVol.106または泉郷HPをご覧ください。

セラヴィリゾート泉郷

企業ID／7 1 9 4 6 0 7
パスワード／y w u 0 9 0 9

ご予約
お問い合せは

10：00～18：00（月～土曜日）
※日曜・祝日・12/29～1/3は休業セラヴィリゾート泉郷 予約センター

ご予約の際は「ヤマハ労働組合連合会」とお伝えください。
http://hoyojo.izumigo.co.jp/泉郷法人会員 検索検索インターネットでのご予約は 初回のみ登録が必要となります。

TEL.050-5846-1234

2022年7月施行予定
　　　　　　第26回参議院議員選挙 討議資料

ヤマハ労連は

『はまぐち誠 支援者拡大プロジェクト』
オフィシャルアカウントを展開中！

国民民主党『はまぐち誠』氏のプロフィール

登録よろしく
お願いします！

氏　　名 浜口　誠（はまぐち　まこと）
生年月日 1965年5月18日生（現在56歳）
出 身 地 三重県松阪市
出身労組 トヨタ自動車労働組合

『はまぐち誠』さんを
全力で支援します

まこと

ヤマハ労働組合連合会ヤマハ労働組合連合会は、静岡県の豊かな森林づくりをサポートしています。
この「ふじのくに森の町内会」の紙を使うことにより、林地に捨てられる間伐材を資源として活用することに協力しています。


