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２．すべての働く者のための政策の実現と労働条件改善の取り組み

２．すべての働く者のための政策の実現と
労働条件改善の取り組み
（１）政策要望年間サイクルの取り組み
①政策要望書の策定と自治体への要請
「連合愛知 2021 ～ 2022 年度政策の柱・政策項目」を見直し、構成組織へのＷｅｂアンケートと地協政策推進フォーラ
ムで寄せられた意見を連合愛知の要望書に反映した。7 月に要望書を愛知県知事に提出するとともに、8 月には愛知県と
の政策懇談会、10 月には知事との懇談会を行い、令和 4 年度予算に反映できるよう取り組みを進めた。また、地協統一
要望項目を見直し、市町村への要望書提出行動を各地協で実施した。
2020-2021 年の政策要望において、令和 3 年度予算反映にもとづいた周知チラシの配布とホームページへ掲載し広
く周知をはかった。
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連合愛知の要望により、2021年4月から愛知県で実施される施策について一部紹介します。

向

「誰一人取り残されることない」
社会の実現を目指します

連合愛知は毎年、働く人・生活者の立場から「働くことを軸とする安心社会実現のための政策要望書」を策定、提出し、
愛知県や愛知労働局に対して行政施策への反映を求めています。また、地域協議会においてもすべての県内市町村に対
して、同様に要望書を提出しています。

誰もが安心して働ける
環境づくり

医療・福祉の充実

連合愛知 2020年度政策要望の取り組み
政策立案の取り組み

政策実現に向けた取り組み

重点的な政策課題に関連する施設を視察するとともに、5月に

7月に愛知県大村知事への要望書を提出した後、
地協を通じて各市

「地域政策推進フォーラム」を開催して、構成組織や連合愛知政策

町村へも要望書を提出。愛知県に対しては、8月に県の担当者との

推進議員より意見集約を行い要望書を策定。また6月には新政あ

意見交換を行うとともに重点政策については10月に大村知事と再

いち県議団とも政策内容のすり合わせを行いました。

度、意見交換を行いました。

三河中地協

フードバンク活動支援の現状を視察

●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 PCR検査体
制が強化されました。

●就職氷河期世代に対する就職支援講座や企業向け雇用促
進セミナーが行われます 。

●コロナワクチン接種に対する不安を解消するため、相談窓
口が強化されます。

●外国人労働者 を含む外国人県民が安心して生活できるよ
う、
相談窓口や多言語での情報提供が強化されます。

●コロナに対する差別や偏見を防止するため、
「 愛知県新型
コロナウイルス感染症対策推進条例」
が2020年10月に施
行されました 。

●障がい者が安心して働けるよう、テレワークを活用した就
労支援への取り組みが行われます。

豊田地協

障がい者雇用の取り組み状況を視察

●若年者の就業を支援するため、県内市町と連携した就職相
談や中小企業経営者との交流会が行われます。

各自治体への
要望書提出

大村知事に佐々木会長から要望書を手渡し

Q. なぜ政策・制度の実現に取り組むの？
A.

要望内容に関して愛知県担当者と意見交換

●認知症介護家族の負担軽減に向けて、相談窓口や支援体
制が強化されます。

●中小企業テレワーク導入を推進するため、サポートセン
ター設置による支援体制が強化されます。

子ども・子育て支援の充実
地域政策推進フォーラムや新政あいち県議団との政策懇談会では、議員から県や市町村の
課題や事例を聞き政策の作りこみを実施

●介護従事者の労働環境を改善するため、
ICT 導入のための
補助金が増額されます。

●ひとり親家庭の親の就労支援をするため、家賃の貸付が行
われます。

安全に暮らせるまちづくり

知事との懇談では職場や地域の声を
具体的に伝えた

◆ 要望提出の流れ

労働組合は、賃金や労働条件の維持向上、職場
政府

改善などの取り組みを行っていますが、
私たちが

県議会・市町村議会
議会での質問

者の声を集めた「要望書」を連合愛知が策定し、行政施
策に反映するべく取り組みを進めています。

Q. どうして議員と連携する必要があるの？
A.

愛知県・市町村など

要望書

災や防犯など、
地域の課題を解決するため、
働く人・生活

国会対策

安心して豊かな暮らしを送るためには、職場を改善する
だけではよくなりません。子ども・子育て、
医療や介護、
防

国会議員団

連合愛知・地域協議会

政策推進議員

●すべての小中学校で児童生徒1人1台のタブレット端末が
整備されます。

●災害避難所において要配慮者に必要な備蓄品の拡充が
行われます。

●全国より先行して小学校第3学年に35人学級の拡充が行
われます。

●自転車交通安全教育の推進と児童・生徒、高齢者を対象
にヘルメット購入に要する費用を市町村と協調して助成

●子どもを虐待から守るため、休日夜間の児童相談センター
に専門職員の相談体制が強化されます。

政策制度は県議会・市町村議会で議員が参加を

して決定します。そのため、私たちの声や課題を

理解して議会に届けてくれる仲間の議員と連携するこ
とで、政策制度を実現できるからです。
私たちの日々の仕事や暮らし

愛知県への政策要望書提出

日本労働組合総連合会

愛知県連合会

〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1丁目14-18
4階
TEL：052-684-0005 FAX：052-684-0010 URL：http://www.rengo-aichi.or.jp

周知チラシ

②地域政策推進フォーラムの開催と政策実現に向けた取り組み強化
地協政策推進議員・地協役員・連合愛知の三者で地協政策
推進フォーラムを 5 月～ 6 月に地協単位で開催し、議論され
た意見を連合愛知の要望書に反映した。
連合愛知の重点課題では、政策推進議員にて市町村の実態
把握を行ったうえで市町村格差の視点から政策要望として取り
組むべき方向性や地協政策推進議員の政策提言活動について
確認した。
政策課題に関わる施設の視察会は、新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から中止とし、学習会をＷｅｂで開催した。
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地域政策推進フォーラム

が行われます。

※実施される時期は地域によって異なります。
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（２）良質な雇用の確保とセーフティネットの拡充
昨年度提出した要望書に対して、愛知労働局と 3 月と 6 月
にＷｅｂを活用して懇談会を実施し、行政運営方針の確認や新
型コロナウイルス感染症拡大に対する労働行政推進上の課題
や対策、労働環境の整備状況などについて意見交換した。
中小・労働条件委員会、政策委員会を中心に、労働行政に
対する要望書を作成し、7 月に愛知労働局に提出するとともに、
9 月には政策要望懇談会を行い、来年度の施策への反映を要
望した。さらには、各種審議会において働き方改革を通じた両
立支援制度の拡充や環境整備などを訴えた。
愛知労働局への政策要望書提出

（３）春季生活闘争の取り組み
①世論喚起・気運醸成の取り組み
3 月の「２０２１春季生活闘
争総決起集会」は、コロナ禍
に対 応した 新 た な 手 法とし
て、Ｗｅｂを活用し、1,830 名
（597 回 線 ）の 参 加 の も と
開催した。集会では賃上げの
流れを継続していく必要性と、
エッセンシャルワーカーをは
じめ、地域経済を支えるすべ
ての労働者の働きの価値に
見合った賃金水準の引き上げ

春季生活闘争総決起集会

に向け取り組むとの意思結集をはかった。また、集会内容をまとめた動画を作成し、広く発信し気運醸成に努めた。
春季生活闘争の集中回答日以降、回答・妥結状況を取りまとめ構成組織と情報共有するとともに、報道関係にプレスリ
リースを行い、世論喚起につなげた。
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②春季生活闘争期における中小労組への支援
中小労組の支援として、春季生活闘争における回答引き出しに向け、構成組織・加盟組合の交渉状況や回答・妥結状
況を、中小共闘センターを中心に情報共有をはかった。また、春季生活闘争の交渉支援として、中小労組役員を対象とし
た学習会をＷｅｂも活用しながら 2 回開催した。学習会では経営者の視点で見る中小企業の取り巻く情勢として、中小企
業家同友会から講演を頂き理解を深めるとともに、加盟組合の労働諸条件に関する取り組み事例として、①テレワークの
制度化②同一労働同一賃金の取り組み③コロナ禍における労働組合の対応について 3 組織から紹介をいただいた。
「中小企業の実態と中小支援にかかわる調査」の結果にもとづき、春季生活闘争における団体交渉・労使協議の実施状
況を踏まえ、経営者団体に対し健全な労使協議の徹底を要請した。

中小労組学習会

③要求・回答・妥結状況調査と活用
構成組織・加盟組合に対して、春季生活闘争の要求・回答・妥結状況を新たに立ち上げた集約システムを活用して調
査を行った。調査結果は、構成組織・加盟組合の春季生活闘争に活かすべく、連合愛知メンバーサイトへタイムリーに掲
載し、情報共有をはかった。また、各部門連絡会と春季生活闘争に関する情報交換を行い、取り組みを推進した。

春闘集中回答日の記者会見
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④最低賃金の取り組み
地域別最低賃金は、社会的セーフティネットの強化に向け連合方針で掲げる“誰
もが 1,000 円”に向けて取り組み、28 円の引上げ、955 円（2021.10.1 ～）と
なった。
また、特定（産業別）最低賃金は、8 業種が労働協約ケースでの新設・改正審議
を申し入れ、3 業種において必要性有りとして金額改正に向けて取り組みを進めた。

最低賃金周知チラシ

（４）ディーセント・ワーク実現に向けたワークルールの整備
ワーク・ライフ・バランス社会の実現に向け、愛知県と共同で、ノー残業デーの啓発街頭宣伝を行った。
また、中小労組に対して「中小企業の実態と中小支援にかかわる調査」を実施し、働き方改革関連法をはじめとする雇
用に関する法改正やガイドラインについて、対応状況や課題調査を行った。その結果は、加盟組合へフィードバックすると
ともに、経営者団体との意見交換などを通じ、課題提起を行った。

（５）社会対話の推進
連合ビジョン「働くことを軸とする安心社会 まもる・つなぐ・創り出す」を具現化すべく、地域の関係団体・有識者と
課題や新たな連携を考える場として、4 月に社会対話活動を開催した。テーマを「多様な人材の活躍・地域の支え合い」
として、愛知県が抱える課題や、参加頂いた各団体の取り組み事例の共有を行うとともに、連合愛知に求める取り組み
などについて意見を頂いた。社会対話の中で出された課題や新たな連携については、活動への反映を検討するとともに、
引き続き各団体との連携を進めていくこととした。

社会対話活動
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３．男女平等参画と多様性が尊重される職場・社会の実現

（６）安全衛生センターとの連携
安全衛生センターからの要請にもとづき、年 2 回の「安全衛生担当者研修会」や
「２０２１労災防止キャンペーン活動」を構成組織・加盟組合・地協に展開した。
労組専従役職員の労働保険適正加入の重要性と、各種手続きに関する年度更新
研修会に参画した。また、連合愛知ホームページの見やすい位置に安全衛生セン
ターのバナーを配置し、利便性を高めた。

労災防止キャンペーン周知チラシ

３．男女平等参画と多様性が尊重される
職場・社会の実現
（１）男女平等参画と多様性が尊重される職場・社会の実現
3.8 国際女性デーのタイミングに合わせて、ジェンダー平等やハラスメントの防止などコロナ禍において特に顕著と
なった女性特有の課題についてＷｅｂによる情報発信を行った。また、ＳＮＳを活用し、誰もが安心して働き続けられる両立
支援制度の紹介なども行った。

3.8 国際女性デー
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