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電機連合東四国地方協議会第１9回定期大会を開催

電機連合東四国地方協議会第19回定期大会は、2013年9月20日(金)高松国際ホテル(香川県)において

開催されました。大会には、来賓・代議員・役員を含め 36名が出席しました。すべての議案を満場一致

で決定し、これからの1年間力強く運動を推進していくことを確認しました。

大会は、野崎大会書記長(パナソニック ヘルスケア 脇町)の司会で、議長団に中西代議員(三菱労連)・
賀川代議員(三洋 徳島)の両名を選出したあと、西川議長の挨拶で始まりました。(挨拶要旨は裏面)

来賓として、電機連合本部 井上中央執行委員、民主党香川県連より 代表 玉木衆議院議員、副代表 小
川衆議院議員からご挨拶を受け、地協特別常任幹事・連合香川 進藤会長(三菱労連)、連合徳島 河村会長
(パナソニック ヘルスケア 脇町)にもご出席いただき、代表して進藤会長よりご挨拶をいただきました。
その後、経過報告

2012年度 一般経過報告
2012年度 会計決算報告
2012年度 会計監査報告
を報告し、満場一致で承認されました。

引き続き、議事
第1号議案 地協加盟組合の承認等に関する件
第2号議案 2012・2013年度運動方針の

補強に関する件
第3号議案 規約の一部改訂および規程の新設に関する件

第4号議案 2013年度予算(案)に関する件
第5号議案 加盟組合提出議案に関する件
第6号議案 2013年度特別常任幹事の委嘱に関する件
第7号議案 役員退任に関する件
について、執行部案どおり満場一致で採択しました。

最後に、西川議長を筆頭に向こう1年間の運動を推進していくことを誓い合い「ガンバロー」三唱で閉会
しました。



2013年 10月 東 四 国 地 協

東四国地協
議長 西川 啓二

本日は、東四国地協の定
期大会に徳島・香川の両県
から代議員のご出席をいた
だき、ありがとうございま
す。

また、本日は大変お忙し
い中、電機連合本部からは井

上中央執行委員、連合徳島からは河村会長、連合香
川の進藤会長、民主党香川県連からは、玉木衆議院
議員・小川衆議院議員が我々の大会にお越しいただ
き、色々なお話をいただけると思っていますのでよ
ろしくお願いいたします。

この一年間は、選挙で始まって選挙で終わった感
じがしています。非常に政治の流れも大きく変わろ
うとしています。安倍さんの勝った選挙ではありな
がら、日本国民が半分程度しか投票に行っていない
現実を見ながら、これから私たちの政治活動をどう
再構築をしていくのか重要なポイントになると思い
ます。それは政治が、我々の生活の基礎になってい
ることを普段の組合活動の中からしっかりと学び、
そして組合員の皆さんにそれを情報提供しながら、
政策・制度要求や労働者の声を反映させることが重
要と思います。

本日は議題にもありますが、SFCS労働組合の加
盟、残念ながら構造改革等で日立労組四国分会が脱
退されます。非常に厳しい背景の中で、しっかりと
組織力を保ちながらやっていますが、なかなかそれ
も太刀打ちできない現実があります。これらをしっ
かり踏まえながら我々の日頃の運動を進めていくべ
きと考えています。

本日は、私なりに日頃思っていることを申し上げ
たい。キーワードは『労働運動の原点に返ろう』で
あります。ここ何年か電機産業も厳しい中でもあり
ますが、新卒の方も若干入り、あるいは構造改革も
ありながらも職場では一生懸命に生産活動・営業活
動をしている皆さんがいらっしゃいます。一方で、
組合活動をしているうちに、何か置いて来ていない

か、何か忘れていないかと最近よく考えることがあ
ります。「組合員さんからの信頼関係を築いている
だろうか」「労働組合に対しての期待感というもの
を持っていただいているだろうか」そういった事を
私の最近の役割でいうと四国労働金庫の仕事もして
います。全労済香川県本部の経営委員もしています。
昨年は衆議院議員選挙・今年は参議院議員選挙など
の投票結果。四国労金でいえば、非常に経営が厳し
い状況が続いている。全労済も期首割れが続き回復
の見込みがない。労働組合として、例えば労働金庫
あるいは全労済の活動というのは、お互いの助け合
いの自主的福祉活動であります。やはり、我々が作っ
た金融機関であり、共済でありますから、我々労働
組合役員が先頭に立って労金・全労済活動を推進し
ていますが、経営実態にも現れてこない。第23回
参議院議員選挙で、比例代表の票を徳島・香川で前
回の3年前より落としている。これは、ただ民主党
が悪いだけで終わらせていいのか、本当に職場に我々
の声が届いているのか、改めて考えさせられるよう
なこの数年でありました。我々のこういった活動が、
結果である程度見えるのであれば、問題意識をもっ
て改めて組合活動を進めて行くべきだろう。産別・
電機連合としての活動もしかり、単組それぞれの労
働組合の組織しかり、問題意識無くしてこれからの
組合活動は立ち行かなくなる。それには、代議員、
役員はしっかりそれを継続して顔と顔(フェイスtoフェ
イス)で組合員の皆さんに訴えながら活動をする。ま
さしくこれは、労働運動の原点。組合員さんあるい
は職場を中心に考えるべきと思います。

けっして電機連合活動は、敷居は高くありません。
本部なり、地協なりが組織に見合った、あるいは方
針に見合った活動を展開しています。今日、色々な
議題を提案させていただきますが、皆さんの質問・
要望等を反映していきながら、東四国地協の2013
年度の活動の補強をしていきたい。

本日は、リラックスしながら議事を進めていただ
いて、実のある大会にしていただくことをお願いし
て大会の挨拶とさせていただきます。

日立グループ連合・日立製作所労働組合大阪支部四国分会は、組織統合の一環で四国分会を大阪支部に
集約することになりました。これまで常任幹事組合として地協活動に積極的に加わっていただきました
が、2012年度をもって地協加盟組合から小規模拠点の扱いとなるため、役員を退任されました。

東四国地協の運営・発展に大変ご尽力いただきありがとうございました。これからのご活躍、ご健康
を祈念するとともに、地協活動に対し引き続きのご支援・ご鞭撻をお願い致します。

今大会をもって退任された役員 大変お疲れ様でした

役 職 氏 名 組 合 名

常任幹事 河田 真也 日立製作所労働組合大阪支部四国分会

議 長 挨 拶 要 旨

[退任役員]
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2 0 1 3年 度 東 四 国 地 協 行 事 日 程

2013年
10月

（東）第1回各種専門部会
（電）地協男女平等担当者会議
（電）共済推進事務局長会議
（電）地協書記研修会

11月
（東）第1回三役会議・常任幹事会
（電）中国・四国ブロックユニオンセミナー
三労連エネルギーシンポジウム

（電）第2回政治委員会
12月

（東）第2回常任幹事会
（電）地協議長会議
（電）政策・制度シンポジウム
（電）中堅・中小労組代表者会議
（電）中国・四国ブロック書記研修会

2014年
1月

（東）第1回男女平等委員会
（東）第100回中央委員会本部議案オルグ
（電）第100回中央委員会

2月
（電）中国・四国ブロック 経営分析セミナー
（東）第2回各種専門部会

3月
（電）四国ブロック中堅・中小労組連絡会議

4月
（東）第3回常任幹事会

5月
（連）第85回メーデー
（電）中国・四国ブロック議員団会議

6月
（電）四国電機産業労使懇談会
（東）第4回常任幹事会
（東）第62回定期大会本部議案オルグ

7月
（電）第62回定期大会

8月
（東）第5回常任幹事会
（電）中国・四国ブロック最賃対策連絡会議

* 東四国地協2013年度活動がスタートして、各専門部会で具体的活動を現在検討しております。
掲載しているのは、当面決定されている内容です。

電機連合東四国地方協議会第19回定期大会において、地協登録加盟承認されました。

＜組合名＞
ＦＳＣＳ労働組合
（エフ・エス・シー・エス労働組合）

＜会社名＞
富士通エフサス四国

カスタマサービス株式会社
（略称：ＦＳＣＳ）

＜所在地＞
〒７６０－００１７
香川県高松市番町 １－１０－２

番町ミッドタウンビルディング ５F 執行部左から順に
電話：０８７－８１２－８１３０ 小松委員・飛田書記長・岡林委員長・高橋委員・大西委員
http://jp.fujitsu.com/group/fsas/fscs/

＜事業内容＞
会社スローガン『もっといい四国 信頼のサービス 富士通エフサス四国カスタマサービス』をモットー

に富士通製品を中心とした幅広いＩＣＴインフラ機器のハード・ソフトウェアメンテナンスサービスや、
お客様のニーズに合わせた設置・工事サービス、システム導入・構築サービス、システム運用支援サービ
スを提供させて頂いております。
＜組合紹介＞
『ＦＳＣＳ労働組合』は、『富士通ユニティ労働組合（株式会社 富士通エフサス）』、『富士通インフォ
テック労働組合（株式会社 富士通四国インフォテック）』のカスタマ・エンジニア部の組合員が結集し、
2012年9月22日に結成されました。現在の組合員数は１０4名です。そのうち執行委員に６名（非専従
５名、書記１名）職場委員12名の体制で日々の組合活動に取り組んでおります。
組合の掲げる『挑戦』、『共助』、『調和』３つの基本方針を理念に、地域加盟組織と共に地域に密着し
た活動を行い、知恵を出し合い一人ひとりが参画でき、仲間や家族のために共に支えあい、活躍ができる
職場づくりに繋がる活動を推進していきます。

・・・新登録加盟組合紹介・・・
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2013年9月20日(金)東四国地協第19回定期大会終了後、加盟組合から20名の参加をいただ
き「地協共済推進会議」を開催しました。

組織のスケールメリットを活かし、助け合いの精神から設立された福祉事業団体である全労済
共済を中心とした「共済推進会議」を香川・徳島地域協議会に設置をしました。
今回は、キック・オフも含めて東四国地協として開催しました。

電機連合福祉共済の新たな共済である「ファミリーサポート共済(遺族生活保障)」の制度説明
を中心に、全労済香川県本部からは、宝田本部長、岡田事業推進課長、全労済徳島県本部からは、
安藤事業推進係長にお越しいただき、説明をいただきました。ファミリーサポート共済は、201
4年6月1日から制度がスタートします。2014年1月からの募集活動に対する役員としての理解
の醸成を図りました。

今後は、各地域協議会を主体として、全労済共済と合わせてファミリーサポート共済の組合員
への提供を推進して安心・安全・安定した生活サイクルを築く糧となる取り組みを展開します。

東四国地協「共済推進会議」を開催しました

心のなやみ相談

無料カウンセリング
「電機連合ハートフルセンター」

プロカウンセラーが組合員ならびに
ご家族の悩み事を一緒に考えます。
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フリーダイヤル

携帯電話 (通話料自己負担 )

無料法律相談

くらしの法律相談

相続、金銭、夫婦・親子関係、
その他日常生活でお困りのこと
など何でもご相談ください。顧
問弁護士がお答えします。
受付は東四国地協事務局まで(弁
護士と日程調整をします)

法律相談申込用紙は
各組合にあります。


