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電機連合東四国地方協議会第２０回定期大会を開催
電機連合東四国地方協議会第20回定期大会は、2014年9月19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 ４１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、兼頭大会書記長(松茂加藤労組)の司会で、議長団に岡林代議員(FSCS労組)・吉田代議員(パナ
ソニック ヘルスケア労組 脇町)の両名を選出したあと、西川議長の挨拶で始まりました。

来賓として、電機連合本部 萩原中央執行委員、連合徳島 河村会長、連合香川 鈴木事務局長、四国労
働金庫 小川理事長、全労済香川県本部 宝田本部長、東四国地協改革フォーラム協力議員 村上香川県議
会議員、民主党香川県連より 各議員代理秘書のご挨拶を受けました。
その後、経過報告

2013年度 一般経過報告
2013年度 会計決算報告
2013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 地協脱退組合承認に関する件
第2号議案 2014・2015年度運動方針に関する件
第3号議案 規約・規程の一部改訂に関する件
第4号議案 2014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 2014年度特別常任幹事の委嘱に関する件
第7号議案 役員選出に関する件
第8号議案 功労表彰に関する件
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。
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電機連合東四国地方協議会 第20回定期大会 議長挨拶要旨

電機連合東四国地方協議会
議長 西川 啓二

皆さん「ご安全に！」
「ご安全に！」の返答が多く
なって嬉しく思っています。
本日は大変お忙しい中、第20
回の定期大会に代議員として
ご出席していただきありがと

うございます。また、ご多用中たくさんのご来賓に
出席いただき、地協を代表しまして御礼を申し上げ
ます。

開会にあたりまして、2点お話しをさせていただ
きます。

来年の総合労働条件改善闘争ですが、今年の春闘
は安倍さんの力を発揮したのか、何とか景気もいい
ように見えながら有額回答を得ました。ただ、電機
の中でも業績はまだら模様でありまして、全ての電
機のメンバーがこれで納得したかというのはそう簡
単には判断できません。ただ、数年続いたベースアッ
プゼロだったのがしっかりした数字がでたことは大
きな成果だったと評価しています。来年はどうなる
のか、すでに4月から消費税が5%から8%に上がっ
て、いきなり5月・6月・7月あたりの個人消費が落
ちました。景気判断も下方修正を余儀なくされたこ
とであります。我々の賃金アップを含む労働条件改
善については、賃金・一時金がメインになります。
ただ、賃金体系維持が数年続いたようにその時の経
済状況が大きな影響を与えることが事実であります。
ここまできて景気が若干影りがあると言いながら今
の政権がひたすら「景気は回復」「デフレから脱却
している」表面だけが見えている事であります。連
合が10月から、2015年春闘方針の議論に入りま
す。何を基準に来年の要求に取り組むのか、役員で
もなかなか分かりにくい状況になると考えます。1
0月の経済状況を見て、消費税10%がすでに法律が
通っていることをどうするのか、あるいは我々の賃
金というのは実質的には目減りしている中で多少今
年有額回答しても全体的には生活の向上にまでは至っ
ていないのが実態であります。それを踏まえた来年
の要求項目・内容でありますので、産別運動として
電機が掲げた、あるいは電機が提案する要求内容に

ついてはこれからしっかり職場の組合員さんに説明
をし、理解していただくことになろうかと思います。
そのような見方で来年の春季交渉が進められること
であります。是非ともそういう状況を踏まえながら、
それぞれの職場でご活躍いただきたいと思います。

また、組織拡大が非常に重要な取り組み項目になっ
ています。私が入社した当時は30数年前でありま
すけれども、企業の中で組合が組織されている組織
率は18～19%でした。それ以外は組織されていな
い状況です。現在、連合が2020年までに1000万
人連合の組織拡大を図る。当然我々電機産業の方に
もその取り組みが影響されてきます。今の組織率は
18%を下回ると認識しています。30年間、労働運
動が継続されているのに組織率は変わっていない。
ここにも我々の日頃の労働運動の課題があると考え
ます。連合が結成された当時は800万人連合でした。
その当時から見ても200万人を増やさなければなら
ない。そこを目指していく組織力、あるいは組織拡
大を図ることを実践しなければならない反面、労働
組合に対してどれだけの求心力があるのかが大きな
ポイントと考えます。日頃の組合活動は当然ありま
すが、例えば本日、四国労金・全労済が来賓として
出席いただいています。組合員さんの旁に立った労
働運動を推進することが一番大切と思います。その
上にそれぞれ産別運動として、あるいは単組運動と
しての具体的な取り組み、これを支部に落とし込ん
で日頃の活動を展開する。一方では、我々だけでは
解決できない政治的課題があります。これらは連合
運動を通して我々の想いを行動や意見として反映し
ていくサイクルが必要だと考えます。

本日はその意味ではこれからご来賓の方の色々な
お話をいただけると思っています。東四国地協とし
ての今後一年の活動方針、並びに一歩先を目指した
運動方針を提起させていただきますので、活発なご
審議をお願いしたい。

最後になりますが、地協役員として数年間ご活躍
いただきました退任役員の皆様、これまで地協の陰
になり日向になり、色々な角度からご尽力をいただ
きましたことをこの場で厚く御礼申し上げます。こ
れからの新しい新天地でのご活躍をご祈念申し上げ
ます。
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新 年 度 の 地 協 役 員 体 制

役 職 氏 名 組 合 名

議 長 西川 啓二 三菱電機労働組合 丸亀支部

副 議 長

新居 栄治 パナソニック ヘルスケア労働組合 脇町支部

里口 功祐 三洋電機労働組合 エナジー連合支部 徳島支部

夏秋 光司 富士通インフォテック労働組合

事務局長(専従) 横山 一男 三菱電機労働組合 丸亀支部

常 任 幹 事

山本 恭平 パナソニック エコソリューションズ内装建材労働組合

野崎 光一 パナソニック ヘルスケア労働組合 脇町支部

土田 和樹 三菱電機労働組合 丸亀支部

尾田 賢治 大真空労働組合 徳島支部

岡林 将知 FSCS労働組合

兼頭 一臣 松茂加藤労働組合

特別常任幹事
進藤 龍男

三菱電機労働組合 丸亀支部
現 連合香川会長

河村 和男
パナソニック ヘルスケア労働組合 脇町支部
現 連合徳島会長

会 計 監 査
多田 健吾 大真空労働組合 徳島支部

堀井 健司 パナソニック エコソリューションズ内装建材労働組合

今大会をもって退任された役員の皆さん 大変お疲れ様でした

退任された役員の
皆さん、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
します。

役 職 氏 名 組 合 名

副 議 長 室本 義憲 パナソニック エコソリューションズ労働組合 香川地区支部

常 任 幹 事 山本 晃司 大真空労働組合 徳島支部

会 計 監 査
山下 直樹 大真空労働組合 徳島支部

石井 直也 パナソニック エコソリューションズ労働組合 香川地区支部

( 左から 室本氏、山本氏、山下氏、石井氏 )
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* 東四国地協2014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。

2014年
10月

（東）第1回常任幹事会
（電）第1回政治担当者会議
（電）地協書記研修会

11月
（東）第1回各種専門部会
（電）中国・四国ブロックユニオンセミナー

三労連施設見学会
12月

（東）第1回男女平等委員会
（東）第2回常任幹事会
（電）地協議長会議
（電）政策・制度セミナー
（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

2015年
1月

（東）第3回常任幹事会
（東）第101回中央委員会本部議案オルグ
（電）第101回中央委員会
（電）中国・四国ブロック新任役員研修会

2月
（電）第4８回議員団会議

3月
（電）四国ブロック中堅・中小労組連絡会議

4月
（東）第4回常任幹事会

5月
（連）第8６回メーデー
（電）中国・四国ブロック議員団会議

6月
（東）第5回常任幹事会
（東）第6３回定期大会本部議案オルグ
（電）四国電機産業労使懇談会

7月
（電）第6３回定期大会

8月
（東）第6回常任幹事会

2014年度 東四国地協行事日程

中国・四国ブロックユニオンセミナー

(2013年11月15日(金)～16日(土))

四国ブロックユースセミナー

(2014年5月23日(金))

(東)地協コミュニケーション行事
(2014年3月30日(日))

(東)改革フォーラム地域懇談会
(2014年4月12日(土))

(東)「石上としお」組織巡回
(2014年7月30日(水))

四国電機産業労使懇談会

(2014年6月20日(金))

写真で綴る2013年度東四国地協活動


