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議長 大森 仁
明けましておめでとうございます。ご家族おそろいで健やかに新年を迎えられたことを心からお喜び申し上げま
す。組合員の皆様には、日頃より電機連合富山地方協議会の諸活動に対しまして、ご理解とご支援を賜り厚く御礼
を申し上げます。
まず、昨年は第25回参議院議員選挙において富山選挙区「西尾まさえい」さん、比例代表区の電機連合組織内公
認候補「石上としお」さんの取り組みに対して多岐にわたる支援活動をお願いし、加盟組織の皆様方には、両名の
当選に向けた取り組みを力強く展開していただきましたが、大変厳しい結果となりました。改めまして組合員とご
家族の皆様のこれまでの協力に感謝申し上げます。引き続き、加盟組織の組合員との日常的な接点を増やしながら、
「矢田わか子」参議院議員の再選に向け、働く者の視点に立った電機連合としての政策制度実現を果たすべく、国
政と職場を繋ぐ運動を展開してまいりますのでご理解とご支援の程、宜しくお願いいたします。
さて、年明け早々から2020年闘争がスタートします。すでに連合の「賃金水準改善2％程度」の基準を受け、金
属労協は、「賃金改善3,000円以上に取り組む」としており、電機連合としても７年連続の賃金水準改善を要求する方針となります。
一方、2020年闘争の取り巻く環境としては、米中対立の激化、日韓問題、英国のＥＵ離脱問題の長期化など国際経済の悪化に加え、
消費税の引き上げ後の需要の落ち込みなど、厳しさは増しており、2019年度通期の企業業績は総じて減収減益基調の見込みではあり
ますが、是非、加盟組織においては、従来以上の処遇改善に向けた主体的な取り組みをお願いいたします。
また、富山地協は今年9月に結成50周年を迎えることになります。これまで長きに渡り加盟組織の皆さんをはじめ諸先輩方のご指導
とお力添えに深く感謝するとともに、組合員と家族の皆さんへの感謝の気持ちを念頭におきながら、富山地協として一体感の醸成を図
ることができる50周年記念イベントを企画開催していきますのでご理解と多数のご参加をお願いいたします。
最後になりますが、今年一年やるべきことは沢山ありますが、全ての取り組みに対して、しっかりと成果を出せるよう富山地協加盟
組織一丸となり、産別運動を展開していく所存です。是非、加盟組織の皆さん方のご指導、ご支援をお願い申し上げるとともに、皆様
のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせて頂きます。

副議長 山本 宏之
明けましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願い致します。男女平等政策部会を担
当しておりますPTSU砺波支部の山本です。
男女平等部会では、労働協約改定年度である
2020年総合労働条件改善闘争において、各単組
要求に活かして頂くべく、育児や介護、次世代
育成支援、ハラスメント、ポジティブアクショ
ンなどの関連項目について、各労組の労働協約
の集約を図る取り組みを行いました。まずは、自組織の立ち位置
を確認して頂き、要求に取り入れて頂けたら幸いです。また、２
月１日（土）には、「整理収納の基本教室」に関するセミナーを
開催しますので、各単組の積極的なご参加をお願い致します。
今後も青年・女性委員会のメンバーと連携して各単組の活動が
前進できるよう取り組みますので、引き続きの皆さんのご理解ご
協力をお願い致します。

副議長 浦島 成友
明けましておめでとうございます。
福祉・共済部会を担当させていただきます北
陸電機製造労組の浦島です。昨年より県内中堅
中小労組２組織が「モデル組合」となり、約２
年間共済活動を積極推進することとなりました。
結果、新入組合員の一律加入が実現した組合も
誕生しました。
企業業績の陰りや消費増税という暗いニュー
スの中、今年も福祉共済部では、安心や可処分
所得の増大につながる「電機三共済」加入促進活動を、一律加入
も含め特に若い世代を中心に力強く進めたいと思います。また、
お金の知識や家計応援につながるセミナーや、魅力あるイベント
を企画し、「賢く」「楽しく」をキーワードに組合員の生活のサ
ポートを目指します。
子（ねずみ）にあやかり、寝ず身のごとく活発に、子沢山のご
とく共済加入者と組合員の笑顔が増える、素晴らしい富山地協50
周年となるよう頑張りたいと思います。

副議長 柳瀬 良則
明けましておめでとうございます。今年度
も引き続き政策・制度部会を担当します北陸
電気工業労働組合の柳瀬です。
昨年の参議院議員選挙では、比例区・富山
選挙区ともに残念な結果となってしまい、改
めて国政に我々の代表を送り出す事の難しさ
を痛感させられました。また、投票率も50％
を下回り、ますます選挙離れが進行している
結果となりました。
我々の暮らしや電機産業界をより良くする
ためには、労使だけでは解決できない問題が多々あり、政治の
場に我々の代表を送り出し、声を届けてもらう必要があります。
本年は春に魚津市、秋に富山県知事、南砺市の選挙が予定さ
れております。電機連合富山地協としましては、連合富山と連
携し多くの組合員の方々が政治に関心を持ってくれるように取
り組んで参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。

副議長 後藤 肇
明けましておめでとうございます。
コーセル労働組合の後藤です。組合員の皆様
におかれましては、健やかに新年をお迎えの
こととお喜び申し上げます。今年もよろしく
お願いいたします。
さて、今年４月から同一労働同一賃金に関
する法律が施行されます。今一度、社内の対
応が完了しているか労使でご確認いただきま
すようお願いいたします。
また、７年連続ベア要求となる2020年総合労働条件改善闘
争について、電機産業を取り巻く環境は良いとは言えませんが、
地協傘下の組合と連携を図りながら取り組んでまいります。波
及効果の最大化にご協力のほどよろしくお願いいたします。
結びに、今年も電機連合富山地協の活動にご理解とご協力を
お願いしまして、簡単ではございますが年頭のあいさつとさせ
ていただきます。
共に頑張りましょう！

事務局長 森川 幸夫
明けましておめでとうございます。事務局長4年
目の森川です。
今年は、富山地協結成50周年の節目を迎えます。
1970年4月に北陸地協が誕生し、2000年９月に富
山・石川が分離独立し、富山地協・石川地協が結成
され、現在に至っています。2020年は、50周年を
記念し9月18日に記念レセプションを開催します。
また、50周年記念バスツアー等様々なイベントを
企画しますので、多くの組合員の皆様に参加頂きたいと思ってい
ます。乞うご期待ください。
話は、変わりましてここ最近の社会情勢は年々進化をとげてい
ます。IT産業、スマホや車は、10年ひと昔ではなく1年ひと昔と
いわれるほど変化のスピードが早く、これまでの常識が通用しな
くなってきています。これからの労働組合は、この変化にも対応
しなければならない事を肝に命じ、活動していきたいと思ってい
ます。
本年が皆様にとって実り多き良き1年でありますよう心からお祈
り申し上げます。

青年委員長 浅野 裕一（北陸電気工業労組）
明けましておめでとうございます。昨年度に
引き続き、青年委員長を務めさせて頂きます北
陸電気工業労組の浅野と申します。昨年度は沢
山の方々に行事へ御参加頂きまして、ありがと
うございました。本年も更に労組間の交友を深
めて頂けるような企画が実施出来ればと思いま
すので、御指導、御鞭撻の程宜しくお願い致し
ます。
さて、昨年は青年研修会にて「国会見学」、
「ANA工場見学」が行われ、普段見ることが出来ない場所を見学
させて頂き、貴重な体験となりました。また、「合同のつどい」
では、ミニ運動会を開催致し、82名と非常に多くの方々に御参加
頂きました。各競技で熱戦を繰り広げられ、楽しい時間を過ごさ
せて頂きました。
今年は更なる飛躍を目標に、メンバーの皆様と取り組んで参り
たい所存であります。本年も宜しくお願い申し上げます。

協力議員 魚津市議会議員 寺崎 孝洋
2020年明けましておめでとうございます。
私の2019年は地元、魚津市での活動・作業
の年でありました。魚津市は昨年当初から財政
難が叫ばれ、職員や議員の給与・報酬カットや、
見切り発車的な事業を見合わせた修正予算で行
政運営がされています。
その中で、私自身、決算特別委員会と総務文
教委員会の2委員会の委員長という立場で、平成
30年度決算審査の中で今後の予算の方向性・使い方などについて
の指摘事項をまとめたり、市の財政再建計画について議会の考え
や方向性をまとめたりする作業を行ってきました。これらは目立
たない作業であると同時に、市民に負担を課すこと（財政健全化
のため公共料金の値上げ）も決めなければならず複雑な感であり
ました。が、次世代の方々が安心して暮らせる地域にするために
は必要な事だと思って決定させていただきました。前から若者の
政治離れが叫ばれていますが、シルバー民主主義やお任せ民主主
義では、知らず知らずのうちに一部の人に権力と利益が集中して
しまいます。2020年は、そうならないためにも、私たちの将来の
ためにも、政治に対し声を挙げ、参画してゆきましょう！

3月12日まで

特別常任幹事 浜守 秀樹（連合富山 事務局長）
電機連合富山地協の皆様に謹んで新年のご挨
拶を申し上げます。
早いもので、連合富山事務局長に就任して２
年が経過しました。電機連合富山地協からの選
出ということで、高い志を持ちながら日々奮闘
しております。
昨年12月に連合富山は結成30年の節目を迎
えました。人に例えるなら「30歳」を迎え、
これまでの経験を踏まえ、学問の基礎を積み、
「三十にして立つ」すなわち自立（而立）する年を迎えること
になります。この言葉は、自己を確立し独立することを意味し、
壮年の熱気と気概をもってこれからの連合富山を持続可能な組
織へと発展させていくために努力してまいります。そして、
2020春季生活闘争や、「7万連合富山」に向けた組織拡大など
課題が多い年でありますが、私たちが求める「働くことを軸と
する安心社会」の実現に向けて、引き続き、電機連合富山地協
の加盟組織の皆様の一層のご理解とご協力をよろしくお願い申
し上げます。本年も皆様にとってご多幸でご健勝であられるこ
とを祈念申し上げ、新年のあいさつといたします。

女性委員長 大下 雅子（AWS労組）
明けましておめでとうございます。
昨年度に引き続き、女性委員会委員長を
務めさせていただきます、ＡＷＳ労働組合
の大下雅子と申します。昨年度も、多くの
組合員の皆さまに行事にご参加いただき、
大変充実した１年でした。本当にありがと
うございます。本年度も、より一層、組合
員の皆様にご満足頂けるよう行事の企画・
運営を行っていきます。また、各労働組合
間の交流が活発になるよう、青年委員会と協力し合同行事の企
画・運営も行っていきます。至らない点も多々あるかと存じま
すが、女性委員一同精一杯活動させていただきます。
本年もどうぞ皆様のご支援とご協力のほどよろしくお願い申
し上げます。

書記 末村 夏子
明けましておめでとうございます。
1989年9月の定期大会(当時は北陸地協)
の前日に電機連合にお世話になることにな
り、早いもので今年で勤続30年を迎えます。
この間、北陸地協から富山地協になったり、
ボルファート内で地協事務所の引っ越しを
何度も経験したり、私事では結婚、出産、
育児を経て、今は子育ても終わり更年期と
闘いながら日々を過ごしています。又、業
務でも様々な経験をさせて頂きました。たくさんの役員や若い
青年・女性委員の方々とお会いする機会を得て、少しは人間的
に成長出来たかなと思っております。とは言え、まだまだ至ら
ない点もあり、ご迷惑をお掛けすることもあると思いますが、
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
今年も皆様方にとって素晴らしい１年でありますように。

副議長 後藤 肇
電機連合富山地協傘下の組合員の交流を目的とした「輪島朝市と牛まつ
りフルコースバスツアー」を企画しましたところ、6労組から総勢41名の
参加をいただき、10月19日に開催いたしました。
7:30に富山駅北口に集合し、最初の目的地輪島朝市へと向かいました。
輪島朝市では、買ったのどぐろの干物を炭火焼コーナーで焼いて食べたり、
海産物のお土産を購入したりして過ごしました。昼食は、キャッスル真名
井において、牛すきやきと牛ステーキを含むコース料理に舌鼓を打ちまし
た。飲みすぎて、財布の入ったカバンを忘れるというハプニングもありま
した。カバンを忘れた方と事務局長の酔いが吹き飛んだのは言うまでもあ
りません。それ以外の方は能登ワインの試飲を楽しみました。最終的には
カバンが見つかり事無きを得ました。その後、七尾食祭市場でも買い物を
して無事帰路につきました。このツアーは、地鉄トラベルのツアーに団体で申し込んだもので、2月頃は穴水かきまつり、
6月頃にさざえまつり、10月頃には牛まつりと企画されております。他のツアーもプライベートで参加されてみてはいか
がでしょうか？
今年は50周年ということもあり、記念のバスツアーを検討しております。詳細が決まりましたらご案内させていただき
ますので、多数の組合員のご参加をお待ちしております。

副議長 浦島 成友
12月20日ゆ～とりあ越中において「2019年度共済加入促進担当者会議」が開催されま
した。
電機連合福祉共済センター 山上統括部長，安達部長、こくみん共済 coop富山推進本部
佐々木本部長，和角支所長、三井住友海上火災保険(株) 宇廻主任、(株)マックス 関谷主任、
野池推進役にご参加いただき、各加盟組織からは共済の対応窓口となる書記長、書記をは
じめとする役員が参加し、総勢50名での開催となりました。
共済センターより、2020年共済取り組み方針，取り組みの意義，電機共済の現状，子供
の学資保険として使える提案として、ねんきん共済とファミリーサポート共済を組み合わ
せた「安心積み立てプラン」を紹介頂きました。マックスより、毎年といっていいほど改
定されるけんこう共済の変更点、代理店の取り組みを紹介頂きました。
今回のセミナーは「将来に差が出る！カンタン資産形成のコツ」と題しFPユニオンLaboの荒井 純さんより、「高ま
る老後資金の必要性と自助努力」「電機共済の優位性」「金融商品バランスを考えた選択」について学習させて頂き、ね
んきん共済がベストと改めて再認識できました。
如何に電機共済が良い選択であるか、電機連合加盟の組合員は是非加入すべき！と、ご自身の一般生保損保を販売して
いた経験談より語られたことが印象的でした。
労働組合は組合員のライフイベントに合わせタイムリーにサポートできる環境にあり、電機共済は胸を張って紹介でき
る！紹介しなければならない！という想いを新たにした会議でありました。

第48回
北陸電気工業労働組合 柳瀬 良則
私のお気に入り ”I LOVE 沢陸”
中学・高校で陸上部（長距離）に所属していた縁もあり、社会人になってから地元の大沢野陸上クラブ(通称：沢陸)に
所属しております。沢陸は走る事が大好きな人達が、大沢野地域の陸上の競技力向上や選手育成を目的に活動しているク
ラブです。暇を見つけては練習に励んでいたのは遥か昔の事で、今は自己研鑽よりも大沢野地域の陸上競技への発展に注
力しております。
主に事務局を担当しており、夏～秋の大会シーズン期間は各種サポートで体力・気力ともパンク寸前で頑張っています。
かれこれ十数年間、事務局をやっておりますが、毎年、なぜここまでやるのか・できるのか不思議に思ったりする事があ
ります。自問自答してみると、選手として地域の方にお世話になった事への恩返しの思いと大会後の選手や保護者の方か
らの感謝の言葉が支えてになっているのかなと思っています。
私にとって”Ｉ ＬＯＶＥ 沢陸”は永遠なのです。
次回のリレーコラムは、国際電気ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｻｰﾋﾞｽ労働組合
の永栄委員長にお願いします。

北陸電気工業労働組合
富山市下大久保3158

北陸電気工業労働組合は、国道41号線沿い富山市下大久保の北陸電気工業㈱本社の敷地内にあります。
組合員が約600名、執行委員9名と分会・職場委員44名で活動しています。
今回、3年目を迎えた女性委員会の活動を紹介します。女性限定「イチゴ狩り＆福井そば＆大安禅寺お
もしろ法話」日帰りバスハイクは、女性委員だけで実行したアイデア満載の企画で、参加者は大満足で
した。他に「ファブリックパネル作り」や「パン作り教室」など体験型イベントも開催し、いずれも大
盛況でした。今後も女性参画を応援していきたいと思います。
他の企画では、５年ぶりの青年女性委員会企画「０泊３日ディズニーリゾートバスハイク」を開催し
ました。雨天でしたが、145名の方が参加され、家族・同僚でパークを満喫してきました。
また、シニア層向けの情報発信として、定年後の生活も視野にいれたライフプラン
を考える「セカンドライフセミナー」を開催しています。
今後も、組合員の意見を取り入れて、令和の時代にマッチした活動を行っていき
たいと思います。

次回は、コーセル労働組合の紹介です。

2020年も魅力満載の共済制度！
１．「けんこう共済」制度改定（2020年6月～）
（１）「個人賠償」と「受託品賠償」を一本化して「賠償責任給付金」とし、補償内容を拡充
します。
（２）「ガン自宅療養給付金」を「ガン退院給付金」に改定します。ガンで20日以上入院し
た場合の退院時に、一律にお支払いするようにします。
（３）「ホールインワン祝金」を「ホールインワン給付金」に名称変更します。

２．「ねんきん共済」＋「ファミリーサポート共済」で「学資保険」が作れます！
詳細をお聞きになりたい方は、「ライフプランセミナー」に参加しましょう！

３．富山地協「ライフプラン・セミナー」の開催
日時：2020年2月1日（土）13：00～17：30
場所：こくみん共済 coop富山推進本部
内容：【第1部】「台風による災害はどの共済で補償されるの？」
【第2部】「すぐに役立つ介護サービスの利用の仕方」
【第3部】「電機連合 安心積立プラン」とは？
【第4部】「セカンドライフを見据えたお金との向き合い方」
生活経済研究所長野 塚原 哲
編集後記
参加対象：組合員とその家族
2020年2月1日（土）9時30分より、「整理収
参加費：無料
納の基本教室」をボルファートとやまで開催し
ます。初企画ですので、多くの組合員の参加を
お待ちしています。整理整頓は、お金の面でも
いいことずくめです。お金を貯めたいなら、ま
ずは整理整頓を！今年も「ねんきん共済」加入
促進に全力投球しまーす！
（森川）

