連合神奈川

日本労働組合総連合会
神奈川県連合会

Kanagawa Local of Japanese Trade Union Confederation (Rengo Kanagawa)

教育と雇用をつなぐ橋

働くかたちを自由にする橋

「貧困の連鎖」を断ち切り、
学ぶ場から働く場へ
円滑に移行できる制度を確立する。

ライフステージに応じた、
柔軟で
ディーセントな働き方を整備する。

家族と雇用をつなぐ橋
子育てや介護を社会全体で支え、
男女平等参画社会を構築する。

連合がめざすのは
働くことを軸とする安心社会
失業と雇用をつなぐ橋

生涯現役社会をつくる橋

職業紹介、
職業訓練、所得保障の一体支援で、
スムーズな復職をサポートする。

高年齢者の知識や経験を社会に活かし、
老後の安心を保障する制度を構築する。

「働くこと」に最も重要な価値を置き、自立と支え合いを基礎に、誰もが公正な労働条件のもと多様な働き方を
通じて社会に参加できるーーーー。
そうした活力にあふれ、自己実現に挑戦できる参加型社会を、連合は「働くことを軸とする安心社会」と位置
づけ、働く人の視点に立った 5

を架ける運動に取り組んでいます。
つの
「安心の橋」

主な活動

平和・環境・人権

春季生活闘争
労働条件改善のための春の闘いでは、
毎年めざすべき方針を示し、共闘態勢で
連携しながら全体の水準アップをはかっ
ています。また、地場中小･未加盟・未組
織労組の支援に努め、格差是正と底上げ
に取り組んでいます。

平和運動、環境・エネルギー課題、あら
ゆる差別や人権侵害をなくすための取り
組みなど、国民的諸課題に係わる他団体
とも連携しながら、要求実現に向けた行
動を続けています。

被災地支援・ボランティア
ボランティア人材の養成、NPOとの連
携、帰宅困難者対応訓練など、日頃の取り
組みが災害時の支援活動につながりま
す。組織力を活かし、カンパ活動や被災地
へのボランティア派遣等を行います。

日本労働組合総連合会
神 奈 川 県 連 合 会

「政策・制度」要求

地域運動
9つの地域連合と12の地区連合が、地
域に密着した政策・制度の実現やふれあ
い活動等を、各級議員とも連携しながら
精力的に行っています。年間を通じて、県
内の主要駅頭で「クラシノソコアゲ応援
団！ RENGOキャンペーン」等の街頭
宣伝行動によりアピールを行っていま
す。

労働紛争解決と働く仲間づくり

職場の労使交渉だけでは解決できない
課題について、労働者・生活者の声を集
約し、県および区市町村、政党、経営者団
体等に要請します。あわせて、政府や自治
体の審議会などを通じて実現に取り組ん
でいます。

労働委員会委員や労働審判員に労働者
側委員を選出し、労働紛争の解決に努め
ています。また、常設の「なんでも労働相
談室」が職場のトラブル解決や組合づく
りをサポートします。

労働に関する相談は・・・

連合ユニオン神奈川

フリーダイヤル

いこうよ

連合に
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一人でも入れるユニオン（連合がバックアップして歩む労働組合です）
不当な解雇には
一緒に闘います

労働組合を一緒に
作ります

あなたと一緒に
交渉します

賃金・残業未払い
すばやく対応

組織と運営
A B C D E ・ ・ ・ ・

日本労働組合総連合会（連合）

50 の産業別中央組織
約 686 万人

47 都道府県連合会

A B C D E ・ ・ ・ ・

日本労働組合総連合会
神奈川県連合会（連合神奈川）

36 の産業別地方組織
約 35 万人

連合ユニオン神奈川

約1,000人

神友連

C

約2,000人

連合神奈川
横浜地域連合

約140,000人
地区連合

連合神奈川
川崎地域連合

連合神奈川
三浦半島地域連合

地区連合

連合神奈川
湘南地域連合

約74,000人

B

約19,000人

A

各産業別組織の企業別
労働組合支部・分会等

約30,000人

連合神奈川
西湘地域連合

連合神奈川
県中央地域連合

連合神奈川
厚木愛甲地域連合

連合神奈川
小田原・足柄地域連合

約19,600人

約21,500人

約16,000人

連合神奈川
相模原地域連合

約18,800人
川崎地域連合
相模原地域連合

約11,000人

国際労働組合総連合（ITUC）

ITUC アジア太平洋地域組織
（ITUC−AP）
34ヵ国 /59 組織 約 2300 万人
OECD 労働組合諮問委員会（TUAC）
31ヵ国 /59 組織 約 6600 万人

ライフサポートセンター
フリーダイヤル

なやむ

ことなく

0120−786−579
月〜土曜日

AM10:00〜PM6:00

県中央地域連合
西湘地域連合
湘南地域連合

三浦半島地域連合

163ヵ国 /333 組織 約1億 8000 万人

小田原・足柄地域連合

● 連合が加盟する国際組織

横浜地域連合

厚木愛甲地域連合

E メール相談 sodan@lifesupport-kanagawa.net
F A X 相 談 0463−72−8908
無料窓口相談（相談日・時間はあらかじめ、ご予約をしていただきます）
〇法律相談 〇多重債務相談 〇労働相談 〇住まい暮らし
弁護士・司法書士・税理士など専門家が相談に応じます
ホームページ：http://www.lifesupport-kanagawa.net/

連合神奈川構成組織一覧表（

）内は上部団体名

1045-548-3399

電機連合神奈川地協
（電機連合）

海員組合関東地方支部（海員組合）

1045-451-5580

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 3-30-5 タクエー横浜西口ビル 6F

〒221-0044 横浜市神奈川区東神奈川 1-9-10

自動車総連神奈川地協（自動車総連） 1045-772-0281

全自交神奈川地連
（全自交）

〒235-0036 横浜市磯子区中原 1-1-17 神奈川県労働文化センタ−2F

〒220-0023 横浜市西区平沼 1-1-13 パークノヴァ横浜参番館 104 号

UA ゼンセン神奈川県支部（UA ゼンセン） 1045-774-3013

ヘルスケア労組協議会神奈川県本部（ヘルスケア労協）

〒235-0036 横浜市磯子区中原 1-1-17 神奈川県労働文化センタ−2F

1045-594-7460
1045-623-0299

〒231-0801 横浜市中区新山下 3-12-1 横浜市立みなと赤十字病院内

1045-251-9711

神奈川交通運輸労働組合（交通労連） 1045-772-5490

1045-775-0088

全印刷局労組小田原支部
（全印刷） 10465-49-4132

神奈川県教職員組合協議会（神教協） 1045-241-3531

全国ガス神奈川県連合会（全国ガス） 1045-253-5439

基幹労連神奈川県本部
（基幹労連） 1045-461-2301

全労金中央労金労組神奈川（全労金） 1045-661-5519

自治労神奈川県本部
（自治労）

〒232-0022 横浜市南区高根町 1-3 県地域労働文化会館３Ｆ

JAM 神奈川
（JAM）

〒235-0036 横浜市磯子区中原 1-1-17 神奈川県労働文化センタ−４F
〒220-0053 横浜市西区藤棚町 2-197

神奈川県教育会館内

〒220-0011 横浜市西区高島 2-5-12 フレンドシップビル 5F

1045-212-1055

JP 労組神奈川
（JP 労組）

〒235-0036 横浜市磯子区中原 1-1-17

労働文化センター 5F

〒256-0816 小田原市酒匂 6-2-1

〒231-0047 横浜市中区羽衣町 1-2-1 東京ガス労組神奈川地域支部室
〒231-0023 横浜市中区山下町 24-1

10465-30-1031

JR 連合神奈川県協
（JR 連合）

〒231-8799 横浜市中区日本大通 5-3 横浜港郵便局 6Ｆ

〒250-0045 小田原市城山 1-586 JR 東海ユニオン新幹線地本神奈川支部

情報労連神奈川県協議会（情報労連） 1045-262-6262

政労連神奈川地方連絡会議（政労連） 1045-661-1021

JEC 連合神奈川地方連絡会（JEC 連合） 1045-757-7170

サービス連合神奈川（サービス連合） 103-5919-3151

運輸労連神奈川県連合会（運輸労連） 1045-311-5371

日本税関労働組合横浜地区本部（税関労連） 1045-201-9859

〒231-0033 横浜市中区長者町 5-60

〒235-0006 横浜市磯子区鳳町 1-1 JX エネルギー労働組合根岸支部

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 3-33-4 全日通神奈川県支部労働会館内

フード連合神奈川
（フード連合）
〒210-0801 川崎市川崎区鈴木町 1-1
〒231-0013 横浜市中区住吉町 1-13-3

全駐労神奈川地区本部
（全駐労）
〒231-0023 横浜市中区山下町 160-2

私鉄総連神奈川県連絡会（私鉄総連）

〒220-0023 横浜市西区平沼 1-19-8

セラミックス連合神奈川県支部（セラミックス連合）

1045-641-4026

印刷労連関東南部地方協議会（印刷労連） 103-5442-0191

1045-314-5021

全国労済労組連合会神奈川支部（労済労連） 1045-473-6681

10465-85-5118

NHK 労連日放労横浜分会（NHK 労連） 1045-212-2822

1045-461-1364

神奈川地域森林労連
（森林労連）

10463-21-8277

京浜急行労働組合
（私鉄総連等）

JR 東労組横浜地本内

全電線神奈川地協
（全電線）

〒254-0016 平塚市東八幡 5-1-9 古河電気工業労働組合内

全水道神奈川県支部
（全水道）
〒240-0002 横浜市保土ヶ谷区宮田町 1-5-7

〒231-0031

横浜市中区万代町 2-4-7

〒238-0006 横須賀市日の出町 1-5
〒251-0054 藤沢市朝日町 1-1

〒105-0014 東京都港区芝 2-20-12

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-4-9
〒231-0023 横浜市中区山下町 281

10467-76-4067

西湘地域連合

1044-211-0055

相模原地域連合

1046-821-0005

厚木愛甲地域連合

10466-25-0001

小田原・足柄地域連合

10463-25-1177

〒254-0036 平塚市宮松町 6-10 チサカビル 2F

1042-754-7937

〒229-0039 相模原市中央 3-12-1 産業会館 2F

10465-34-3255

みなとみらい線
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ろうきん横浜支店、
左入り口のエレベーターを
ご利用下さい。4 階まで

関内駅

マリンタワー

神奈川自治会館バス停

港高等学校

市営地下鉄線

山下公園
県民
ホール

日本
大通り駅

横浜公園

桜木町駅

新山下 IC
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ワークピア横浜 4F

山下ふ頭

氷川丸

大桟橋 大桟橋バス停

元町通り

連合神奈川

産業貿易
センター

中区役所

徒歩 1 分

馬車道駅

地方検察庁

徒歩 13 分

町

日本大通り

北口

停…芸術劇場・NHK 前

バス
ターミナル

木

開港記念館

ＪＲ京浜東北線…石川町駅

桜

県 庁

徒歩 15 分

馬車道

南口

志澤ビル 3F

〒250-0042 小田原市荻窪 362 第 1 オギクボビル 203 号室

横浜税関

徒歩 5 分

ＪＲ京浜東北線…関内駅

1046-227-2272

〒243-0014 厚木市旭町 1-9-18

みなとみらい駅

交通のご案内

ス

1045-262-6093

〒231-0066 横浜市中区日ノ出町 1-36

連合神奈川へようこそ！

バ

10463-32-2867

〒254-0046 平塚市立野町 38-2

1045-641-6262

藤沢市役所藤沢市職員労働組合内

みなとみらい線…日本大通り駅 3 番出口

友愛会館 16F

〒252-1104 綾瀬市大上 5-13-20 ハイツ吉川 103

ヴェルクよこすか 3F

湘南地域連合

10467-54-3530

TOTO UNION 茅ヶ崎支部内

県中央地域連合

〒210-0011 川崎市川崎区富士見 2-5-2 労働会館内

三浦半島地域連合

〒253-8577 茅ヶ崎市本村 2-8-1

1045-341-6861

横浜市技能文化会館 402 号

川崎地域連合

1045-201-2776

〒231-0003 横浜市中区北仲通 5-57 横浜第 2 合同庁舎 2F

横水会館 2F 横浜水道労組内

連合神奈川地域連合
横浜地域連合

〒231-0002 横浜市中区海岸通 1-1 横浜税関 2F

1045-681-7502

〒258-0026 足柄上郡開成町延沢 31-7 メイジフローシステム労組内

JR 総連神奈川県協
（JR 総連）

坂町 M ビル 2F

国公総連神奈川
（国公総連）

〒220-0024 横浜市西区西平沼町 8-18 相鉄労組内

ゴム連合神奈川
（ゴム連合）

〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町 9-6

1044-244-7117

味の素労働組合研究所支部内

神奈川県電力総連
（電力総連）

〒231-8534 横浜市中区山下町 34 社会保険診療報酬支払基金労組神奈川支部内

中華街

港中学校

至本牧

JR 根岸線

関内駅
横浜公園 IC

石川

町駅

至大船

連合神奈川 HP アドレス http://www.rengo.or.jp メール kanagawa@rengo.or.jp フェイスブック https://www.facebook.com/rengo.kanagawa

