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中央委員会審議結果
＜報告承認>
第31期（前半期）
活動経過報告……………………… 承認
第31期（前半期）
会計報告…………………………… 承認
第31期（前半期）
会計監査報告……………………… 承認

＜議 事>
第１号議案
2022年総合生活改善の
取り組み方針案…………………… 可決

＜特別決議>
第26回参議院議員選挙
必勝に向けて……………………… 可決

第58回
中央委員会 開催
2022年1月21日㈮クラウンパレスホテ
ル浜松において、第58回中央委員会を
開催しました。会場でのソーシャルディ
スタンスの確保やWeb…併用といった、
新型コロナウイルス感染防止に配慮した
形での開催となりました。
第31期前半期の報告承認事項と、
2022年総合生活改善の取り組み方針
（案）、第26回参議院議員選挙必勝に向
けての議案が審議され、いずれも承認・
可決されました。

ヤマハ労働組合連合会
〒438-0025　静岡県磐田市新貝2500
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ヤマハ労連……第58回中央委員会へ
ご参加いただき、ありがとうござ
います。

昨年は、コロナ禍での様々な変化
やグループ会社における豪雨によ
る被災など、国内・海外共に急激な
生産変動の対応に追われた職場も
多かったと思います。部品不足や生
産人員不足、働き方の制約といっ
た厳しい環境の中、市場の要求に
最大限応えるべく、職場毎になされ
た努力・工夫とその頑張りを各組合
執行部は、会社側へしっかり伝えて
いただきたいと思います。

2022年春の総合生活改善の取
り組みについては、底上げ、格
差是正、適正な成果配分、人材
確保の観点から「人への投資」
を求め、引き続き賃金改善に取
り組みます。目指すべき賃金水
準、賃金課題を踏まえ、絶対額
を重視した取り組みを進めてい
ただきたいと思います。

年間一時金に関しても、会社業績
や職場の頑張りを踏まえ、組合員
の思いをしっかり会社へ伝えてい
ただき、真摯な議論を通じた交渉
をお願いいたします。

組合員の皆さんにお願いしたいこ
とは、職場での目配り、気配り、
心配りなど、希薄になった人とひ
との結びつき、心の距離感に留意
した活動を継続していただくよ
う、お願いしたいと思います。

2021年12月にヤマハ労連は結成
50周年を迎えました。この間ヤマ
ハ労連の発展に多大なるご尽力を
頂いた諸先輩方と組合員のご理解
とご協力に感謝申し上げます。50
年という節目を迎え、労連のこれ
までの活動や想いを振り返り、そ
の志を受け継ぎ、次世代につなぐ
新たなスタートとしたいと考えて
います。共に頑張りましょう。

久保会長あいさつ（要旨）



中央委員会終了後に「はまぐち誠」必勝団結集
会を開催しました。久保会長より基本方針の再
確認と情勢認識の共有を行い、浜口誠参議院議
員ご本人より２期目へ向けて全力で取り組む覚
悟と決意の表明がありました。続いて、参加者
からの教育環境、ＬＧＢＴ、コロナ対策などに
ついての質問に浜口議員からご回答をいただき
ました。続いてヤマハ労連の今後の活動への決
意を述べ、最後に「はまぐち誠」三唱を行い
「はまぐち誠」の必勝を期して全員が心を一つ
にし、集会を締めくくりました。

「はまぐち誠」
必勝団結集会
開催

国民民主党は次期参院選に向けて連合民間
系出身の候補者4名を公認しました。しか
し、昨年の衆院選で国民民主党が獲得した
票は、選挙区、比例合わせて260万票弱
でした。この結果や政党支持率を踏まえる
と、4名全員が当選することは難しい状況
となっています。こうした情勢を念頭にお
くと、比例候補の一番を目指していかなけ
ればなりません。勝ちきるためにどうする
か。過去の活動の結果から最終的な投票行
動につなげるには、組合役員から組合員へ
の働きかけの回数がどれだけ多いかが重要
です。我々組合役員が、職場に足を運ぶ、
一人ずつ丁寧に会話をする、このことを心
掛けて投票日当日まで、一歩ずつしっかり
と歩みを詰めていくことを誓い、これまで
以上に力強く活動を進めていきたいと思い
ます。

久保会長
基本方針の再確認と
情勢認識の共有

ヤマハ労連結成50周年を記念し、今後の周年イベントや
各種広報媒体でのPRとして活用するためロゴを作成しま
した。50周年記念ロゴに込めた想いをご紹介します。

10単組の仲間は
輪を描くようにつながり
より大きな力を
生み出していく

ヤマハ労連
男女共同参画推進委員会

仕事と家庭の
両立支援セミナー

家族の介護や自身の傷病・治療、災害、新
型ウイルスなど、私たちは常に不測の事態
と隣り合わせです。職場のみなさんが、
不測の事態の当事者や、職場で支援するメ
ンバーになった時に、仕事と家庭を両立・
両立支援していくためのヒントとなるセミ
ナーを開催しました。

50年の歴史を
10単組の仲間とともに重ね
これからもともに歩んでいく

これまでの「働く」を守り続けた50年への感謝と
すべての仲間と次世代につなぐ新たなスタートへの決意

「0」ゼロではなく輪「〇」

「5」を輪「〇」に重ねる

50thAnniversary Logo
開
催
報
告

職場や家庭で

“ 助け合えるチーム”
をつくる仕事と家

庭の両立
支援のト

リセツ

ヤマハ労連の皆様には、日頃より私の活動へのご理解とご
支援、誠にありがとうございます。また「はまぐち誠を支
援する会」という後援会の加入活動を進めていただいてい
る職場の役員の皆様に深く感謝を申し上げます。皆様のご
努力にしっかりと応えるため、今年の7月に結果を出すべ
く、全身全霊をかけて取り組んでいきます。自動車産業は
100年に1度の大変革期を迎えており、これをどう乗り越
えていくかが大事なテーマとなっています。「CASE」、
「MaaS」、2050年のカーボンニュートラル等、大きな変
化がある中で自動車産業が引き続き、この国の中心産業と
して経済・雇用を支えていかなければなりません。カーボ
ンニュートラルの取り組みは、政治が果たす役割が大変大

ヤマハ労連では『はまぐち誠』を再び『自らの手で国政の
場に送り出す』ために次の二点を中心に活動を推進しま
す。一点目は『知らせる・広める活動』です。コロナ禍に
おいては面着での活動が難しいことから、現在展開を進め
ているSNSツールを有効に活用し、本番で『はまぐち誠』
と書いてもらうための支援者拡大に注力して参ります。

不測の事態の中でも
仕事と家庭を

両立するためには？

「抱え込まない」
「抱え込ませない」

不測の事態に陥っても、仕事ではチー
ムとして成果をあげ、家庭では家族が
安心して生活していくことが大切です

セミナーの動画 はこちらから
配信期間：2022年4月29日㈮まで

https://youtu.be/8ByICIslXzA

講師：NOKIOO（ノキオ）株式会社
　　　小田木朝子 氏（おだぎともこ）

Voicy「今日のワタシに効く両立サプリ」

「抱え込まない」「抱え込ませない」
そのために

周囲と「対話」し援助や支援を求めましょう
（ヘルプシーキング行動）

言葉の中身にある意味を聞きあい
感じていること伝え合う
パートナー・上司・部下・同僚とうわべだけの会話で
は無く、言葉の中にある希望や期待、関心ごと・心配
ごと、状況や見通しを聴き合いましょう

当事者と「対話」し必要な支援をしましょう

きく、技術開発だけでなくインフラ整備や内燃機関に関す
る部品企業の皆様の雇用をどう守っていくのか、こうした
課題に対し、現場の皆さんの意見をしっかりと踏まえ対応
していく責任が政治にあります。また、人生100年時代に
おける働き方は、年金・医療・介護・子育て支援等、多く
のテーマが働く皆様にとって大変重要になっています。こ
のような幅広いテーマについて、これからも皆様の声を受
け止めて、将来の安心につながる改革を責任を持って進め
ていくことが、私に与えられた責務だと思っております。
今年の7月の参院選は、大変厳しい戦いになります。しか
し、ヤマハ労連の皆様と共に戦い抜くことができれば、必
ずや勝ち抜くことができると確信をしております。是非、
ヤマハ労連の皆様におかれましては、「はまぐち誠、がん
ばれ！」と最後まで一緒に戦っていただくことをお願い申
し上げます。これからも全力で頑張って参ります。

二点目は『労組役員の学び』です。活動の目的を理解し、
納得することが活動を進める上での肝と位置付け、活動に
取り組みます。今後、労組役員の皆さんには、重点取り組
み活動『はまぐち誠支援者拡大プロジェクト』の先頭で活
躍していただき、私達ヤマハ労連は『はまぐち誠』の意義
ある勝利に向け、『労連獲得目標の達成にこだわり』労連
全体でスクラムを組んで一歩一歩確実に歩みを進めていく
事を誓い申し上げ、ヤマハ労連を代表しての決意表明とさ
せていただきます。

はまぐち誠参議院議員
２期目へ向けた決意表明

高橋副会長
今後の活動への決意

職場の

みんなの
ための

当事者

当事者

周　囲

「対話」の
ポイント

周　囲

QRコードから視聴 QRコードから視聴



新規加入お申込み受付中 2022年４月下旬〆切

結婚資金住宅ローンの頭金

一般積立コースなら、1.25%+配当率の高い利率はそのままに
積立金の払出しも可能なので、中期的な貯蓄にもおすすめです

住宅ローンの頭金や結婚資金などの貯蓄にもおすすめです

申込書のご請求・お問い合わせは所属組合役員または、ヤマハ労連事務局まで
【ヤマハ労連事務局】　外線：0538-34-1218　内線：712-42065　mail：ishizukari@yamaha-motor.co.jp

※〆切日は各労組によって異なります。各労組の役員までお問い合わせください。

支出の全国平均
　合計…436.2万円

２人の貯蓄額の全国平均
　298.4万円… 1人あたり
 約150万円
※ゼクシイトレンド調査から※2020年度フラット35利用者調査から

自動車総連
積 立 年 金

予定利率は

＋配当率

年1.25%
スマホ等で
アクセスください
説明動画が視聴できます

注文住宅
建売住宅
マンション

625.4万円（17.3%）
145.8万円（4.8%）
506.4万円（12.6%）

東海圏のローン頭金平均額
（総額に対する割合）

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

車とバイクの高速料金が一緒なんて不公平では？
バイクでも気軽に高速道路を利用できるように
料金を引き下げてほしい！

『はまぐち誠』さんを
全力で支援します

まこと

【活動紹介】　高速道路二輪車料金の引き下げ

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。


