
　電機神奈川地協加盟労組の
組合員ならびにご家族の皆様
に謹んで新春のお慶びを申し
あげます。また、旧年中に賜りま
した地協の各種活動に対します
ご支援とご協力に感謝申しあげ
ます。
　早いもので「東日本大震災」
の発生から3年9ヵ月が経過しま
したが、復興は遅々として進ん

でおらず、避難者と仮設住宅の入居者は未だに約23万
6千人（2014年11月13日現在）にのぼっています。私
たちは「東日本大震災」を忘れず、「共助」の精神で一
人ひとりができる、息の長い支援を続けていきたいと考
えています。
　さて、2014年12月に実施された「第47回衆議院議
員総選挙」では引き続き、与党が3分の2以上の議席を
占めるという状況になりました。現在、日本経済はアベノ
ミクスという政策のもと、円安・株高により輸出型の企
業や一部の富裕層は恩恵を受けているものの、中小企
業や勤労者には波及しておらず、実体経済の本格的な
回復には至っていません。しかし、政府は「日本強靭化
計画」のもと「箱物」への巨額投資や、労働法制の規制
緩和（金銭による解雇ルール、労働者派遣法など）によ
り「弱者切り捨ての格差社会」に逆戻りさせる懸念も強
まっています。
　一方、私たちの働く日本の電機産業は、グローバルメ
ーカーの進出などにより、優位性を失い、事業の選択と
集中を余儀なくされ、企業内における構造改革はもと
より、企業間の経営統合や事業売却など、かつてない規
模とスピードで生き残りをかけた取り組みが続いていま

す。また、日本国内の電力料金の値上げなど立地コスト
の高さから、製造拠点の海外移転は今も止まっておら
ず、このような動向が国内の電機産業における雇用情
勢に大きく影響を与えています。
　この状況の中、2014年春季交渉では5年ぶりに賃
金改善がはかられたものの、勤労者の実質賃金は16カ
月連続マイナスとなっています。昨年12月に開催され
た政労使会議では、2015年春季交渉において、大幅な
賃金改善を図るという確認がされましたが、法人税率
の引き下げとのセットとの見方もあります。
　また、私たちの暮らしにおいては、本格的な人口減少
社会に突入し急速に高齢化が進展しており、これまで
日本の安心を支えてきた年金・医療制度などの見直し
を始め、将来を見据えた持続可能な社会システムの再
構築が求められています。さらに、新成長戦略の実行に
より雇用創出を促し、日本経済を安定成長に導くことが
不可欠です。私たちの暮らしに対する不安を払拭する
ためにも、政策・制度改善を進める、働く者・生活者の立
場での政治が求められています。このため、本年4月に
実施される第18回統一地方自治体選挙およびその他
の地方自治体選挙においては組織内公認候補の全員
の必勝をめざして闘いますので、皆様のご理解とご支
援をお願いいたします。
　電機神奈川地協は「社会に貢献し　働く仲間をサポ
ートする　運動をめざして」の方針のもと、労働運動の
原点である「共助」の精神を大切にし、お互いが力を合
わせ「夢と希望」の持てる飛躍の一年にしていきたいと
考えています。組合員ならびにご家族の皆様のご健勝・
ご多幸、さらには各労組のご発展を祈念申しあげ、新春
のご挨拶といたします。本年も、どうぞよろしくお願い
いたします。

電機連合神奈川地方協議会機関紙
〒 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 6階
TEL 045 －548 －3399　FAX 045 －594 －6166
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お互いが力を合わせ「夢と希望」の持てる飛躍の一年に！

電機連合神奈川地協 議長

岡元　茂樹

9
9
9

0120-046488
0120-106911
0120-117272

け ん こ う 共 済
ね ん き ん 共 済
ファミリーサポート共済

4
4
4

03-3452-5405
03-3454-7584
03-3452-2825

フリーダイヤルは固定電話からお願いします。受付時間9：00～17：30（土日・祝日、年末年始を除く）

「保障の見直し診断」をご希望の方は所属の労組までご相談下さい

　本年4月に第18回統一地方自治体選挙が実施される予定であり、電機連合神奈川地協では、新人1名を含む
合計4名の組織内公認候補と、2名の協力議員の確認を行なっています。また、8月には秦野市議会議員選挙が
予定されています。このような中、電機連合神奈川地協では、「電機連合神奈川地協選挙対策委員会」を設置し
て、全候補予定者の必勝に向けた取り組みを、全力を挙げて展開しています。
　私たちが働き暮らす地域環境をより良くするためには、企業労使では解決できない課題も数多くあります。
さまざまな政策制度課題の改善にあたり行政とのパイプ役となる組織内議員の擁立に向けて、組合員のみなさ
ま方のご支援を宜しくお願い致します。

電機神奈川地協の全力を挙げて
　　　　　組織内候補全員の当選を！
電機神奈川地協の全力を挙げて
　　　　　組織内候補全員の当選を！

「UL（ユニオンレディ）倶楽部」
　1月14日（水）　横浜ベイホテル東急　14：30～
「新春の集い」
　1月22日（木）　ワークピア横浜　15：00～
「北海道スノーフェスタ」
　1月31日（土）～2月2日（月）　ニセコ・ルスツ他
「春闘討論集会・統一地方自治体選挙決起集会」
　3月4日（水）　ワークピア横浜　時間検討中

第18回  統一地方自治体選挙・地方自治体選挙

第18回　統一地方自治体選挙　2015年4月

秦野市議会議員選挙　2015年8月
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パナソニックAVC横浜

相模原市議会　中央区

無所属　現2期
日電中研・神奈川

秦野市議会

無所属　現1期
日立神奈川

横浜市会　戸塚区

民主党　現1期
日立戸塚

川崎市議会　中原区

民主党　新人
富士通R＆D

県議会　相模原市緑区

民主党　現2期

県議会　横須賀市

民主党　現3期
自動車総連

電機連合神奈川地協　今後の予定

こんの 典人

森 しげゆき

八尋 伸二

坂本 勝司 松井 たかし

長友 克洋 大村 博信



　あけましておめでとうござ
います。本年が、ご家族を含
めた組合員の皆さんにとって
幸多い年となることを心から
お祈り申し上げます。
　昨年12月の衆議院選挙を振
り返りますと、結果は与党が
3分の2議席を維持し、安倍政
権の基盤がより強固なものと
なりました。民主党は議席こ

そ微増したものの、2大政党の一翼を担うには程遠
く、今後の政権運営に対する野党のチェック機能が
心配されます。
　一方、電機連合の公認候補である「大畠章宏」は
じめ、5人の重点推薦候補も厳しい選挙戦の中、全
員当選することが出来ました。組合員の皆さんのご
支援に改めて感謝申し上げます。
　さて、迎える本年は政治情勢や、産業を取り巻く
情勢から言って電機連合の運動にとって厳しい年で
あることは間違いありませんが、当面する3つの課
題について触れておきたいと考えます。
　第1点は2015年闘争についてです。
　2015年闘争に関して連合は、「2％以上の賃金引
き上げに取り組む」、金属労協は「6,000円以上の
賃金改善に取り組む」という基本方針を確認してい
ます。
　電機連合は要求方針決定までこれまで以上に様々
な論議を重ね、賃金に関しては6,000円以上の賃金
改善を要求することで進めています。
　2015年闘争のコンセプトは（1）デフレからの脱
却と経済の好循環を図る（2）実質生活の維持（3）「人
への投資」で電機産業の持続的発展を図ることだと
考えます。その実現のためには組合員の賃金改善は
もとより、電機産業で働く全ての労働者、すなわち
非正規労働者の底上げ、底支えも重要です。
　取り巻く情勢は昨年にも増して複雑な状況にあ
ると考えます。消費税率引き上げの影響や物価が上
昇局面にあることから個人消費が落ち込み、実質賃
金が低下傾向にあることから賃金引き上げに対す
る期待が大きくなっており、そういった意味では昨
年以上に、この闘争の持つ社会的意義が大きいとい
えます。
　ただ、要求水準が近年経験がない高さであり、電
機産業の置かれた状況から見ても交渉は相当厳しい
ものが予想されますが、闘争の持つ社会性を強く自

電機連合
中央執行委員長
有野　正治

覚し、困難を乗り越え、結果を出していきたいと考
えます。
　また、2015闘争は「統一闘争強化」に向けた新
たな取り組みをスタートさせる闘いでもあります。
統一闘争を（1）何としても守る領域（2）主体的
に処遇改善に取り組む領域の二つの領域に分けて闘
争を構築することとしましたが、特に主体的に取り
組む領域については政策指標やベンチマーク指標を
生かし、格差改善の取り組みなどに生かしていただ
きたいと考えます。
　第2点は労働運動の強化と組織拡大です。
　昨年末の衆議院選挙結果でさらなる強固な与党が
出来たことで、労働者保護法改悪に見られるような
新自由主義的な政策がより鮮明に打ち出される恐れ
があることは確かです。
　今後直面する様々な社会的課題に対し、働く者、
生活者の視点で労働組合がこれまで以上に対応して
いく必要があり、まさに組織力が問われる状況だと
いえます。
　従って、組織力をさらに強化し、労働運動強化の
原点でもある、組織拡大に全力で取り組んでいくこ
とが重要です。
　第3点は当面する選挙への対応です。
　本年は統一地方選挙の年でもあり、組織内議員全
員の当選に向け、万全の対応を図ることとします。
　また、2016年7月実施の第24回参議院選挙に電
機連合は公認候補を擁立し闘うことを確認していま
すが、残り期間が少ないことから一刻も早く候補者
を決定し、活動をスタートさせたいと考えます。
　昨年の衆議院選挙に続き、次回参議院選挙も相当
厳しい戦いになることが予想されますが、電機連合
の総力で取り組みますので組合員の皆さんのご理解
とご支援をお願いします。
　以上、新年にあたっての思いを述べましたが、課
題解決に向け、皆さんのご支援とご協力をお願いし
ます。
　組合員ならびにご家族の皆さんのご健勝、ご繁栄
を祈念し、年頭のあいさつとさせていただきます。

2015年 新春の挨拶2015年 新春の挨拶2015年 新春の挨拶



組合員がボランティアとなり、障がいを持つ方 と々一緒に
旅行に行くことで交流をはかり、お互いの理解を深めます。

2014年は沖縄県の石垣島・竹富島へ行きました

ティッシュカンパ金はこのような福祉活動に役立てています！
ふれ愛の旅ふれ愛の旅ふれ愛の旅

【一日ボランティア体験講座】
　電機神奈川福祉センターでの障がい者・高齢者介護の基礎体験講座
【出張ボランティア体験講座】
　相談員が直接訪問し、目的・講座内容を絞り短時間で行う集中講座
【手話入門講座】
　講師2名を招き、手話の基本的な会話手法を学ぶ講座
【認知症サポーター養成講座】
　福祉センターから講師を招き、悩みの多い認知症の理解を深める講座
　興味や気になる方は、各組合事務所へお問い合わせください

福祉を知る・学ぶ福祉を知る・学ぶ福祉を知る・学ぶ

障がいや高齢者介護など福祉の相談は
お気軽にどうぞ！
電機連合神奈川地協 障がい福祉委員会（福祉相談員）
横浜市神奈川区鶴屋町3-30-5 タクエー横浜西口ビル6F
TEL：045-548-3399
FAX：045-594-6166
E-mail：fukushi@jeiu.or.jp
HP：www.jeiu-kanagawa.or.jp

手話入門講座 ボランティア体験講座 認知症サポーター養成講座

相談員の村田謙造です
むらたけんぞう

電機神奈川福祉センターと連携を取りな
がら、障がい者の就労相談や、企業の障
がい者雇用へ向けた支援を行っています。

障がい者の雇用促進障がい者の雇用促進障がい者の雇用促進
障がい者団体や親の会などの団
体をみかん狩りにご招待し楽しいひ
と時を過ごしていただいています。

みかん狩りみかん狩りみかん狩り

福祉に関する相談活動 ●

福祉相談員が直接お伺いする「顔の見える」相談に積極的に取り組んでいます！

◆障がい者の雇用・働く障がい者に関すること
◆障がいを持つご家族に関すること
◆高齢者介護や介護保険に関すること　など

今年のデザインは、富士通ゼネラル労組 
川崎支部の豊田由美さんの作品です

神奈川地協の活動報告

文化体育部・青年女性部年間活動説明会
　2014年10月8日（水）18：00〜
　富士通労働組合ユニオンビル

2014年度のスタートにあたり、単組・支部の活動
計画と地協運動との連動をより一層はかるため
に開催し、41名の方々に参加いただきました。

文化体育部　第8回ダーツ大会
　2014年11月9日（日）14：30〜
　関内 スリーモンキーズカフェ

今回は、24組48名（11組織）に参加いただき、優
勝　三菱DITユニオン湘南「RONRICO」チー
ム、準優勝　東芝小向MC「@nicehat！A」チー
ム、3位　富士電機川崎「C＆D」チームでした。

文化体育部　みかん狩り・野菜収穫
　2014年11月29日（土）〜30日（日）
　足柄上郡「柳みかん園」「赤田みかん園」

今回で40回目となるみかん狩りは、約2,100名が
参加され、初日は雨天の中、障がい者施設の招待
者の方々にも大勢来園いただきました。ご協力頂
いたスタッフの皆様ありがとうございました。

政治生活対策部　国会見学・国政報告会
　2014年12月1日（月）15：00〜
　国会参議院・参議院会館

今回は労組役員を対象として、39名が参加のも
と開催されました。国政報告では、石上としお参
議院議員から国会での論議内容や電機としての
産業政策の考えについて報告を受けました。

福祉対策部　福祉セミナー
　2014年12月10日（水）13：00〜
　ワークピア横浜

構成組織の電機連合共済に関わる方々を対象
に45名が参加し、FPユニオンLABO宮越肇氏の
講演、電機共済センター・マックス・全労済の方針
説明、グループディスカッションを行いました。
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横浜市会　緑区

民主党　現4期
パナソニックAVC横浜

相模原市議会　中央区

無所属　現2期
日電中研・神奈川

秦野市議会

無所属　現1期
日立神奈川

横浜市会　戸塚区

民主党　現1期
日立戸塚

川崎市議会　中原区

民主党　新人
富士通R＆D

県議会　相模原市緑区

民主党　現2期

県議会　横須賀市

民主党　現3期
自動車総連

電機連合神奈川地協　今後の予定

こんの 典人

森 しげゆき

八尋 伸二

坂本 勝司 松井 たかし

長友 克洋 大村 博信


