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●「政策・制度要求と提言」提出● 6 月男女平等月間●第 26 回参院選公示●平和行動 in 沖縄●エコ・プロジェクト

▲要求書提出の様子（右から中原事務局長、深津副会長、福田栃木県知事、吉成会長、石塚副会長、相羽副会長、
　菅野副事務局長、辻栃木県産業労働観光部長）

　連合栃木は６月 21 日、県施策に関する連合栃木
の「2022 年度政策・制度要求と提言」を福田富一
知事へ提出した。これは、連合が目指す「働くこと
を軸とする安心社会の実現」のため、連合栃木とし
て地域でその一端を担うべく栃木県と共に継続して
取り組んでいる活動だ。
　「2022 年度政策・制度要求と提言」の策定に至る
までには、働く者・生活者の立場に労働組合の視点
も加え、連合栃木政策委員会を中心に、構成組織や
連合栃木議員懇談会とも協力・連携し議論を重ねた。
また、５月 11 日に開催した「政策・制度討論集会」
においても、昨年に引き続き、コロナ禍での開催と
なったが、工夫と協力で無事に開催に至り、建設的
な意見交換、貴重な情報共有を行ってきた。

【今年度要求の特徴】

１．「暮らしに関するアンケート」約 7,900 件の「県
民の声」から、①医療政策、②雇用労働政策、③
子育て・教育政策、等の上位項目を反映。

２．県の当初予算「いちご一会とちぎ開化予算」を
はじめ「とちぎカーボンニュートラル」といった
新たな取り組みを反映。

３．「とちぎ未来創造プラン」や「とちぎ創生 15
戦略（第２期）」については継続して提出。

　このほか、「マイナンバーカード」や「ケアラー
（ヤングケアラー）」等の新規項目を策定すると共に、
従来通り SDGs との関連付けを行い、計 41 項目（新
規 12、修正 29）を要求した。
　要求と提言を受けて福田富一知事は「約 8,000
名の声では、1 位から 4 位は昨年と同様であること
から関心の高さが伺えた」、「正式に回答したうえで、
10 月の部局交渉でも議論させて頂きたい」と挨拶
され、オミクロン株の状況や、家庭や職場内感染へ
の注意についてデータと見解を頂くと共に、「マイ
ナンバーカード」「いちご一会とちぎ国体・とちぎ
大会」への理解と協力を確認した。
　連合栃木は、全ての働く仲間のため、「政策・制
度要求と提言」への取り組みを、これからも深化・
継続させていく。

▲福田知事（左）と意見を交わす吉成会長（中央）

カーボンニュートラル、ケアラー支援など41項目県に政策提言
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６月は「連合・男女平等月間」　

職場で進めよう！ 男女平等参画・ジェンダー平等を根付かせる取り組み

　1985 年 6 月に男女雇用機会均等法が公布されたことから、連合は 6 月を「男女平等月間」に設定して

います。今年も連合栃木では職場や社会に男女平等参画やジェンダー平等を根付かせるため、ジェンダー

平等局や女性委員会を中心に様々な活動に取り組みました。

女性のための全国一斉労働相談ホットライン

　連合全国一斉の活動として、６月７〜８日の２日
間で行われた労働相談ホットライン。連合栃木では
女性委員会やジェンダー平等局役員、連合栃木議員
懇女性議員がアドバイザーとして対応し、11 件の
相談がありました。
　「賃金明細書が出ない」「契約内容を確認していな
い」など、働く人も自らが労働法、ワークルールを
知ることの大切さも実感したところです。

働く女性のための交流カフェ in かぬま

[ 女性委員会主催 ]

　６月 11 日、福田屋百貨店鹿沼店コンベンション
ホールで、ワーク・ライフ・ユニオンバランス代表（元
連合栃木副会長・元女性委員会委員長）の伊東晴美
さんを講師に迎え「理想の職場・働き方を見える化
し、キャリアデザインや働きがいのある職場を考え

よう」と題したセミナーを開催。
　参加者は、男女平等参画・ジェンダー平等そして
女性活躍推進の必要性を学び、自分自身の理想の職
場・働き方をカード選びで見える化し隣同士で話し
合いながら、未来を設計・再設計するという作業を
行いました。
　カフェタイムを挟み、「働きがいのある職場」に
ついて考え意見を出し合い、和やかな雰囲気で交流
を図っていました。

栃木労働局と栃木県経営者協会への要請行動

　６月 17 日、女性委員会の井田治美委員長と青栁
千穂副委員長が栃木労働局雇用・環境均等室と栃木
県経営者協会を訪問し、職場の男女平等実現に向け
た要請書を手渡しました。改正育児・介護休業法な
どについて意見交換を行いました。

▲相談の電話に対応する女性役員の皆さん

▶講演するワーク・ライフ・ユニオン
・バランス代表の伊東晴美さん

▲【写真左】自分のキャリアデザインを改めて考える機会
となった。【写真右】お楽しみのカフェタイム。

▲【写真左】雇用環境均等室長（右）に要請書を提出する
井田委員長（中央）と青栁副委員長。【写真右】県経営者協
会への要請書提出。
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「わたしプラスもう一票」第 26回参議院議員選挙　

連合 2022 平和行動 in 沖縄　

連合推薦「いたくら京
みやこ

」候補　物価対策など生活者重視の政策を訴える

語り継ぐ戦争の実相と運動の継続で恒久平和を実現しよう

　第 26 回参議院議員通常選挙は 6 月 22 日に公示
され、7 月 10 日（日）に投開票を迎える。
　連合は、今次参議院選挙において、人物重視・候
補者本位の考え方のもと、比例代表選挙では構成組
織が擁立する９名を、選挙区選挙では 46 名を推薦
した。自信を持って選んだ働く者・生活者の立場に
立つ候補者を一人でも多く国政に送り出し、政治勢
力を拡大することが、生活者優先の政治を掲げる連
合の責務である。またそのことが、政治に緊張感を
もたらすことにつながる。
　公示日の 22 日、栃木県選挙区（改選１）に立候
補した連合栃木推薦の板

いたくら

倉 京
みやこ

候補は、宇都宮市と
小山市などで演説し、税制や物価高対策を中心に訴
え、「税金本来の役割を取り戻し、国民のために使
う仕組みをつくる」と訴えた。 ▲物価対策などの政策を訴える板倉京候補（6/23）

　今次参院選は「わたしプラスもう一票」が連合の
キャッチフレーズだ。すべての組合員に投票を呼び
かけていこう。

【写真左】連合広島へ渡されたピースフラッグ　【写真中央】栃木のメンバー【写真右】米軍基地を眺める

　6 月 23 日〜 24 日、沖縄本土復帰 50 周年を迎え
た節目の年に、2022 平和行動 in 沖縄が 2 年ぶりに
現地で開催され、連合栃木からは 3 名が参加した。
今回の平和行動は「語り継ぐ戦争の実相と運動の継
続で恒久平和を実現しよう」をテーマに、23 日は
日米地位協定についての基調講演と平和オキナワ集
会、24 日はピースフィールドワークで栃木３名は
基地コースへ参加。沖縄県内にある米軍基地（嘉手
納、普天間）や、沖縄戦で集団自決が行われた鍾乳

洞（ガマ）などを視察した。参加者は「戦闘機の騒
音問題や近隣住宅への落下物問題など、終戦後・本
土復帰後も日々危険と隣り合わせの生活を強いられ
ている人たちがいる事を改めて実感しました」と感
想を語った。
　平和で安心な社会は、私たちが暮らし、働く上で
絶対に欠かすことができない。今後も戦争の悲惨さ
を学び、繰り返すことの無いよう、語り継ぎ、恒久
平和実現に向け運動を進めていく。



第 18 回栃木県人権研究集会

憲 法 と 人 権
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再生紙70％を使用しています。
1部15円（会員の購読料は会費の中に含む）

　　　連合栃木×　　中央ろうきん

「高金利カード利用“0”キャンペーン」
連携取組み実施中！

「高金利カード」から

「低金利なマイプラン」への借換を

ご提案します！

「いざという時」の備えとして

「マイプランカード」の保有をご提案し

「高金利カード」から組合員を守ります！

▶ いざという時に心強い低金利！

▶ マイプランの金利は借入限度額に関わらず一律！

▶ お借入額が少なくても低い金利で利用できる ?

▶ 全国の提携先 ATM で利用可能！

▶ ATM 引き出し手数料はキャッシュバック ?

マイプランは他行他社の高金利カードと

　　が違う！

マイプランの

商品説明サイト

はコチラ　⇨
お問合せ・ご相談は

〈中央ろうきん〉栃木県本部へ ℡ 028-622-4296　2022 年 6 月 22 日現在

ココココ

統一取組

方針１

統一取組

方針１

0120-190-537
毎月５日・15日・25日／13：30〜16：30
（年末年始ＧＷお盆は除く）

事前予約が必要です。相談は無料です。相談時間は
30分となります。面談相談も可能です。

電話番号

開設日
フリーダイヤル

法律相談室
なんでも

弁
護
士

　施行から 75 年の節目を迎えた日本国憲法。憲法
の理念に照らし、現在の国内外の人権を取り巻く状
況や「緊急事態条項」について考えてみましょう。

2022 年７月 31 日（日） 13：00 〜 14：45

講師　清 水　奈 名 子 氏 
（宇都宮大学国際学部准教授）

●会場：パルティ・ホール（宇都宮市野沢町 4-1）
●参加費：1,000 円（資料代）
●主催：人権研究集会実行委員会（連合栃木ほか）
●後援：栃木県、県教育委員会、県内各市町ほか

「環境標語」最優秀賞に関口陽介さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小 1 当時）

ポスターの部は花井怜奈さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小 3 当時）

　2021 年度に連合栃木エコ・プロジェクトが、
環境問題への関心を高めるために行った「環境標
語」「環境ポスター」に組合員、家族の皆様から
多数応募をいただきました。審査の結果、最優秀
賞（各１点）、優秀賞（各数点）を決定しました。

「環境標語」最優秀賞作品

ポイすてきんし　ゴミはゴミばこに
いちねんせいでも　しってるよ

関口 陽介さん

「環境ポスター」最優秀賞作品

花井 怜奈さん

職域推進一課　Tel 028 − 634 − 1790

職域推進二課　Tel 028 − 634 − 1790

職域推進三課　Tel 028 − 634 − 1790

職域推進四課　Tel 0285 − 22 − 6041
受付時間 9:00 〜 17:00（土・日・祝・年末年始を除く）

栃木推進本部
（栃木県労働者共済生活協同組合）

0922Z004

公式キャラクター
ピットくん

皆さまの暮らしを、
　　さまざまな保障で
　　　　しっかり支えます。


