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2017年 1月 14日(土) 、高松市 「パールガーデン」において、香川地域協議会 共済加入促進担当者会議を開

催しました。 加盟組合役員・書記と、福祉共済センターをはじめ(株)マックス・損保会社・全労済全国・香川県本部

推進担当者にご参加をいただき、 25名で開催しました。より多くの組合員さんに制度を知って頂き、利用していた

だくため、直接組合員さんとの窓口となる組合役員・書記の皆さんに福祉共済センターの取り組み方針を始め、各

共済のスケールメリットを活かした制度内容を理解して頂きました。今回の研修会で電機連合本部、加盟組合、地

協、福祉共済センター他、関係団体がこれまで以上に連携を強化して具体的に行動していくことを共有することが

出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年 1 月 20(金)～21 日(土)、福山市「福山労働会館 みやび」にて『 2016 年度 中国・四国ブロック 新役員

研修会 』を開催しました。中国・四国ブロックエリア 9県におよぶ各拠点の加盟組合から新役員61名(東四国9名)

が参加しました。「ブロック 新役員研修会」は、組合役員としての組織運営や、運動課題の解決に向けての知識

を労働法に基づいて正しく理解し、また 役員としての心構えを学ぶことを目的として開催しています。２日間の研

修で、電機連合・労働組合運動・共済活動の認識を深める事ができました。また、各組合間の交流を図ることがで

き、学びの多いセミナーになりました。 

 

(東)香川地域協議会 共済加入促進担当者会議を開催しました 

(電)中国・四国ブロック 新役員研修会を開催しました 
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2017年 2月 9日(木)に香川県宇多津町「ホテル サンルート瀬戸大橋」にて『2016年度 第 1回男女平等政策委

員会』を開催しました。 

四国ブロック男女平等政策委員会は、西四国・東四国地協から専門部員 4 名、委員 13 名を選出し、今回は東

四国から 8名の部員・委員が出席をしました。 

まず初めに 2016年12月16日(金)電機連合本部で開催されました「地協男女平等担当者会議」の報告を頂き、

その後 三菱電機労働組合本部より講師をお招きして、三菱電機労働組合における男女平等政策の取り組みを

講演して頂きました。また、各組織の取り組みや課題について共有を図り、今後の活動検討に繋がる意見交換を

しました。 

 

 

 

電機連合は 2017総合労働条件改善闘争において、コンセプトを『「生活不安、雇用不安、将来不安」の払拭ととも

に、電機産業の持続的な発展をめざし、継続した「人への投資」に取り組む』こととし、推進してきました。 

3月 15日の中闘組合回答状況を踏まえて、引き続き交渉の山場を迎える中堅・中小労組を対象に、四国ブロック

連絡会を 2017年 3月 18日(土)「愛媛県勤労会館」にて開催し、東四国地協から 6組合 10名が出席しました。電

機連合 賃金政策部長 兼 労働調査部長 小原氏より「2017年総合労働条件改善闘争 交渉状況」について報告

を受けた後、中闘組合の結果を今後の中堅・中小労組の回答引き出しに波及させるべく、各組織の交渉状況など

を報告し、情報交換を行いました。 

 

(電)2016 年度 第 1 回 四国ブロック 男女平等政策委員会を開催しました 

(電)四国ブロック 中堅・中小労組連絡会議を開催しました 
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2017年 1月 18日(水)徳島市「徳島ワシントンホテルプラザ」において、(電)第 103回中央委員会議案オルグを開

催しました。その後、石上参議院議員、矢田参議院議員にお越しいただき活動報告を頂きました。 

石上参議院議員、矢田参議院議員の活動報告は公式サイトをご覧ください。 

      石上参議院議員  http://ishigamitoshio.com/   矢田参議院議員  https://yatawaka.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大真空労働組合 徳島支部 

〈所在地〉 

〒776-0001 

徳島県吉野川市牛島 1939-11 

〈事業内容〉 

水晶電子デバイスの製造 

〈組合紹介〉 

1984 年の結成から３３年。組合員数 162 名、非専従

の執行部６名体制で日々活動を展開しています。 

大真空労働組合本部の活動と連携しながら、組合活

動が組合員にとっていかに身近に感じられるかをテーマ 

に福利厚生・組織強化を重点課題として取り組んでい 

ます。昨年の支部定期大会で、次期執行部育成を目 

的として単組本部にはない青年部という組織を立上げ、 

文体活動を中心とした組織強化案の企画立案を進めていただく体制としました。 

執行部および職場委員会だけではなく、若年層の組合員が文体イベントを企画することで組合活動の苦労と楽

しさを経験させる狙いに見事に応え、高年齢化により減少を続けている組合員のなか執行部の活動を支えてもらっ

ています。 

為替の変動が業績に大きく影響するなど厳しい環境が取り巻く部品部会に属する大真空労働組合徳島支部で

すが、地協加盟組合の協力を仰ぎながら組合員ひとりひとりの顔が見える組合を心掛けて活動を展開していきま

す。 

石上参議院議員・矢田参議院議員来たる！！ 

撮影時欠席  下執行委員 

後列 芦谷執行委員、尾田執行委員長、前田書記長 

前列 大西副執行委員長、岩本執行委員 
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パナソニックエナジー労働組合 徳島支部 

〈所在地〉 

〒771-0213 

徳島県板野郡松茂町豊久 139-32 

〈事業内容〉 

リチウムイオン電池、車載電池などの 

開発・生産 

 

 

 

 

 

〈組合紹介〉 

組合員数約 700 人、10 名の執行部体制（専従１、非専従８、書記１）で、2016・17 年度の運動の基調を『煌（き

らめく）～個と組織の「共育・共助・共鳴」～』とし、組合員一人ひとりが煌き、わくわくしながら仕事ができる、その

一助となるような活動に重点を置いて進めています。例えば、対話会等を通じ組合員と組合役員のお互いが顔

を見る、耳を傾けるといったコミュニケーション強化を図り、風通しの良い風土や組合員の働きがい・生きがいに

つながる取組みを行っています。2016 年度は組合員セミナーの開催（茂木健一郎氏講演）や、コミュニケーショ

ンイベントとして恒例いちご狩り、県外バスツアーを実施し、共に知見拡大や家族・組合間の交流を深める行事

を企画しました。 

個人も組織も成長しながら輝きを放ち、それぞれの立場で煌き、よりよい徳島支部を築きながら地域加盟組合

とも協力し、発展していきたいと考えています。 

 

FSCS労働組合 

（エフ・エス・シー・エス労働組合） 
〈所在地〉 

〒760-0017 

香川県高松市番町１丁目 10番地２ 

   番町ミッドタウンビルディング５Ｆ 

富士通エフサス四国カスタマサービス株式会社 

〈事業内容〉 

富士通製品を中心とした幅広い ICT システムのメンテナンス、設置・工事、導入・構築、運用支援のサービス 

 

〈組合紹介〉 

『ＦＳＣＳ労働組合』は、『富士通エフサス労働組合』のカスタマエンジニアの一部及び、『富士通インフォテック労働

組合』のカスタマエンジニアの組合員が結集し、2012年 9月 22日に結成されました。まだ若干 5歳弱です。 

現在組合員数は 96名で、そのうち執行部 7名（非専従 6名、書記１名）、職場委員 8名の体制で、主に四国４県にま

たがり、日々活動を展開しております。 

近年の大きなイベントとしては、2016年新春労使合同イベント（新年会・講演会）の企画運営の実施、新入組合員とト

レーナー（教育係）を対象とした組合理解の為のフレッシュマンキャンプ（富士通インフォテック労働組合との合同開

催）の実施、ボウリング大会の実施等があり、各県にまたがる組合員の交流を図っています。 

我々の掲げる理念は、『挑戦』、『共助』、『調和』です。 

地域に密着した活動を行い、知恵を出し合い一人ひとりが参画できる、仲間や家族のために共に支えあい、活躍で

きる職場づくりに繋がる活動を推進していきます。 

地域加盟組織と共に一丸となり、協力しながら元気な活動を展開していきたいと思います。 

 

後列左から 森本委員長・高崎副委員長・市川委員・前岡委員・ 
  下向委員・今井委員 

前列左から 賀川書記長・良田副委員長・村上委員・木川書記 

左から 岡林委員長・飛田書記長・小松委員・白石委員・ 
  板原委員・三好委員 

前列左から 賀川書記長・良田副委員長・村上委員・木川書記 

リチウムイオン電池 
HEV/PHV/EV 用 

角型リチウムイオン電池 
HEV用リチウムイオン電池

システム 
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日 時  2017年 6月 3日(土) 

場 所  ベッセルおおち 

内 容  地引網 ＆ バーベキュー  

昨年度まで「四国ブロック ユースセミナー」を開催しておりましたが、本年度から「四国

ブロックセミナー」と名称を改め、時事のテーマに応じた新たなセミナーを開催します。今

年度の内容は、介護の基礎知識、仕事と介護を両立するための事前準備等を取得することを

目的に『介護セミナー』を開催します。東・西四国地協、両会場にて同内容のセミナーを開

催しますので、お近くの会場にてご参加いただけます。 

〈 東四国会場 〉 

日 時 2017年 7月 8日(土) 

場 所 ホテルサンルート瀬戸大橋 〈 香川県宇多津町 〉 

〈 西四国会場 〉 

日 時 2017年 6月 24日(土) 

場 所 坊ちゃん劇場 〈 愛媛県東温市 〉 
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低金利の今の時代にこの利回りはビックリ！！ 

これは始めなきゃとはっきり言って損です！ 
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