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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慶び申し上げま
す。組合員の皆様には、日頃より電機連合富山地協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。
昨年を振り返りますと、新型コロナウィルス感染拡大により、社会経済活動の停滞、雇用情勢への不安、感染予

防など、私たちの生活スタイルや働き方において大きな影響を及ぼしました。とりわけ、加盟組織内の企業や労働
組合においても、著しく活動が制限される等、苦慮された事が多くあったものと思います。その様な中、富山地協
の活動においても、会議運営の見直しや様々な取り組みにおいて、組合員の健康と安全を第一優先に考えた上で、
状況判断するなど慎重な対応に心掛けてきました。引き続き、富山地協に集う仲間の皆さんとWith／afterコロナ
社会という新しい時代においても、産別運動を停滞させることなく、課題の共有を図りながら、新たな運動に果敢
に挑戦していきたいと思います。
さて、年明け早々から2021年闘争がスタートします。すでに連合の賃上げ2％程度の方針を受け、金属労協ならびに電機連合として

も、8年連続の賃金水準改善に取り組む方針となります。一方、2021年闘争の取り巻く環境は、概ね新型コロナウィルス感染拡大の影
響を受け、2020年度通期の企業業績は、一定の利益確保は見込むものの、総じて減収減益傾向であり、今次闘争は例年以上に大変厳
しい環境下でありますが、昨年は新たな感染症に対し、あらゆる不安やストレスを抱える中、様々な活動が余儀なくされた事からも、
職場組合員の頑張りや不安が少しでの払拭できるよう、それぞれの加盟組織において、従来以上の処遇改善に向けた主体的な取り組み
をお願いしたいと思います。
そして、昨年は富山地協結成50周年の節目を迎え、完全な形とは言えませんが、周年行事を企画開催してきました。これまでの50

周年事業に対するご支援、ご協力に心から感謝申し上げます。今後も新たな環境変化を的確に捉えながら、チームワークを大切に富山
地協の新たな未来に向けて更なる飛躍を誓う所存でございます。
最後になりますが、本年も富山地協の活動に対しまして、皆様の変わらぬご支援、ご協力をお願い申し上げるとともに、一日も早く

新型コロナウィルス感染拡大が収束し安心な生活が送れる事、そして組合員及びご家族にとって幸多き年でありますよう心からご祈念
申し上げ、年頭のご挨拶といたします。

副議長 川瀬 浩 副議長 柳瀬 良則

副議長 後藤 肇副議長 浦島 成友

あ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組の柳瀬です。
昨年は県内各自治体選挙において、富山地

協が推薦する候補者がいなかった事やコロナ
禍によりイベントができなかった事で活動が
滞った年でした。
今年は春に冨山市長選や富山市議会選が予

定されております。コロナ禍そして、春闘の
真っただ中であり、いろんな意味で難しい選挙活動になります
が、富山地協は、市政に我々の声が届く候補者を送り出したい
と思いますので、ご理解とご協力を宜しくお願い致します。
また、国政選挙においては、秋までに衆議院選、再来年の夏

には参議院選が予定されております。前回の二の舞にならない
よう政治に関心を持って頂ける活動を推進して参りますので、
宜しくお願い致します。

あけましておめでとうございます。
福祉共済部会を担当しております北陸電機製

造労働組合の浦島です。
新型コロナの激震から早1年が過ぎようとして

います。いまだ治療薬や感染終息といった明る
い話題が聞こえない状況で、不安を抱え新年を
迎えることとなりました。昨年は、けんこう共
済の新規加入が一律加入や商品認知度の高まり
で堅調に推移しました。どの共済も“良いから加
入”と“加入増加でさらによくなる”を繰り返しますので、電機連合
組合員で大きく育てましょう！
丑年は粘り強く、誠実に、そして芽吹くという意もあるそうで

す。過去の丑年の芽吹きには、ハイブリッドカー誕生や民主党政
権誕生もありました。皆様によい芽吹きが生まれるよう微力では
ありますが福祉共済に頑張ります。よろしくお願いいたします。

新しい年を迎え謹んで新年のお慶びを申し上
げます。今期より男女平等政策部会を担当して
おりますＴＰＳＵ砺波支部の川瀬です。
さて、今年１月１日に育児・介護休業法が改

正され、一時間単位での取得が可能になりまし
た。これにより子育てや介護の必要な家庭にお
いて、仕事との両立を図る柔軟な働き方とワー
ク・ライフ・バランスの実現につながることか
ら各組織におかれましては、導入に向けた労使
論議をお願いいたします。
今年も各部会と青年・女性委員会のメンバーと力を合わせ、組

合員のためになる充実した取り組みを進めていきます。早速、２
月に各部会が連携してライフプランセミナーを企画していますの
で、皆さまのご参加をお待ちしております。
最後にコロナ禍の一日も早い収束と、皆様が健やかにお過ごし

になれますよう心よりお祈り申し上げます。

あ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、外出自粛が叫ばれる中、
健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上
げます。本年もよろしくお願いいたします。
昨年は、新型コロナウィルスの影響で電機

連合富山地協結成50周年の記念事業も一部し
か行えず、とても残念でした。
新年を迎え、お正月気分も冷めない中、す

ぐに８年連続ベア要求となる２０２１春闘が
やってまいります。電機産業を取り巻く環境はいいとは言えま
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！



女性委員長 松永 なな（ＳＭＫ労組富山支部）

青年委員長 林 大清（コーセル労組）

書記 末村 夏子

あけましておめでとうございます。
今年度青年委員長を務めさせていただきます、

コーセル労働組合の林です。青年委員長として
電機連合富山地協を盛り上げていきたいと考え
ておりますので、どうぞよろしくお願いいたし
ます。
今年度は、新型コロナウイルスの影響により

例年とは違った形での活動が予想されます。こ
のような中ですが、青年・女性委員の活動で労
組間の交流が増えるよう、より一層参加したいと思う企画・運営
を実施してまいります。また、これを機に交友関係も広げ、新た
な可能性となれば幸いと考えております。
本年もよろしくお願いいたします。

明けましておめでとうございます。
今年度、女性委員会の委員長を務めさせてい

ただきます、ＳＭＫ労働組合の松永ななと申し
ます。委員歴の浅い私が委員長を務めさせてい
ただくのは大変恐縮では御座いますが、皆様の
御指導、御協力のもと活動してまいりたいと思
います。
昨年度はコロナ禍による影響で、当初予定し

ていたイベントの中止を余儀なくされました。
他労組の方々との交流の場を設けることが出来ず非常に残念でした。
まだまだ収まる気配を見せないため、この状況だからこそできるイ
ベントを企画・運営してまいりたいと思います。至らない点も多々
あると思いますが、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御支援と御協力の程宜しくお願い申し上げま

す。今年一年、頑張ってコロナに打ち勝ちましょう！

明けましておめでとうございます。
昨年は新型コロナウイルスの影響で、今

までの当たり前がガラッと変わり、ストレ
スを感じている方も多いのではないでしょ
うか。かく言う私もその中の１人です。ス
トレスは精神的にも身体的にも悪影響を及
すので、自分なりのストレス発散方法を模
索し実行しているところです。その１つに、
ご多分にもれず部屋の片付け、レイアウト
変更、着ない洋服の処分です。あとは、思い切ってちょっと高
価な買い物をすると気分が上がり元気になります。皆さんはど
のようにストレス発散をしていますか？機会があればお聞きし
たいです。今年も新型コロナウイルスが全く無くなるとは思え
ないので、正しく怖がりつつも、上手に付き合って、日々を過
ごそうと思います。
今年も、昨年同様、皆様方のご指導・ご協力をよろしくお願

いいたします。

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。
昨年は新型コロナウイルスの影響で、社会に

大きな変化が生じた１年でありました。職場組
合員の皆様におかれましても、今なお、ご苦労
をされていることとお察しするとともに、ご家
族お揃いで新春をお迎えのこととお慶び申し上
げます。
連合富山は、昨年１０月に開催した第３４回

定期大会においてコロナ禍おける２０２１年度の運動の基本方
針として、「組合員の命を守り・職場を守る」運動を推進し、
「雇用対策・経済対策・生活支援対策」を総合的な観点で、取
り組みを進めていくことを確認しました。その中で、広く社会
に貢献できる運動の強化に向けて、「社会」「暮らし」「職
場」に、共通する政策制度の改善を一層進め、職場組合員のサ
ポート体制を充実させることで、支え合い・助け合いの運動を
さらに推進してまいります。
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。

明けましておめでとうございます。事務局長5
年目の森川です。
昨年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観

点から富山地協結成50周年のレセプション、イベ
ントを延期することになりました。さらにまだま
だ完全なる終息が見えない中、日本のみならず世
界を取り巻く経済環境にも大きな打撃は避けられ
ず、悪化の懸念から為替に影響が及んでいます。
一方で、ワクチンの開発が進むなど、わずかながら明るい兆し

もあります。2021年前半で終息することを祈るばかりです。
さて、今年は丑年です。丑年は「我慢（耐える）」や「発展の

前振れ（芽が出る）」を表す年になると言われています。新型コ
ロナウイルスの蔓延で、まだまだ耐え忍ぶ年になるかもしれませ
んが、地道に突き進むことで新たな発展へと繋げる年にしていき
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。

事務局長 森川 幸夫



副議長 後藤 肇

2020年12月18日（金）恒例の共済加入促進担当者会議が開催されました。例年ゆ～
とりあ越中での開催でありますが、新型コロナの影響でボルファートにてWeb参加も交
えたハイブリッド開催となりました。
電機連合福祉共済センター 山上統括部長、こくみん共済Coop富山推進本部 佐々木本

部長，土橋支所長、三井住友海上火災保険(株) 宇廻課長代理、(株)マックスの遠山担当、
野池推進役にご参加いただき、各加盟労組からは共済窓口となる書記長、書記をはじめ
とする役員が参加し、総勢60名での開催となりました。
共済センターより電機共済の現状，2021年の取り組み方針，一律加入やフレッシャー

ズプランの活用を、マックスより掛金が変わらないのに保障が厚くなっていく「けんこ
う共済」の改良点を、こくみん共済Coopからファミリーサポート共済の優位性を紹介い
ただきました。
恒例のFPユニオンLaboのセミナーでは、植田氏より「コロナ第３波を乗り切れ！サラ

リーマンができる節約節税術」と題し、我々ができる各種控除[寄付金][ＤＣ][保険料]
[医療費]の紹介やカードポイント活用術、家を買うくらい支払う保険料は、必要保障の
見極めや保障見直しが重要！節約出来たお金は自慢の「ねんきん共済」で働いてもらい
増やそう！という講義をいただきました。小生もお得で美味しい「ふるさと納税」を事務局長から教わり楽しんでいます
が、意外に利用されていないことを知り驚きました。
来年も組合員や家族の笑顔のため、我々役員はこの会議で学び、伝えなければ！という思いを新たにした会議でした。

2020年11月6日（金）に電機連合北信越ブロックユニオンセミナーが開催されました。本年の開催事務局地協は福井へ
移っておりますが、新型コロナウイルス感染対策として、富山・石川・長野・福井・新潟の各地協会場をWebで結び、且
つ各会場は充分なソーシャルディスタンスを確保し開催されました。
今回のセミナーには、各ブロックの地協から54名が参加しており、電機富山としても地協最多の16名が参加しました。

内容としては電機連合本部より5名の講師の方々に、これもWebで結び『①：電機連合としての課題認識、組織変化への
思い』『②：なぜ組織化に取り組むか』『③：電機連合の政治活動について』『④：電機連合のあゆみ』『⑤：労働組合
と共済活動について』の５講演を受けました。その講演の中でも私が印象に残ったのは、政治を身近に感じる取り組みの
強化（政治活動の日常化）とAFTERコロナ・WITHコロナを踏まえた労働運動・活動のあり方の話です。
今後もコロナ禍で活動に制約が生じていきますが、これまでの活動方法に固執せず、新たな活動に挑戦していき、経

済・生活が最大限になるよう、より一層取り組んでいきたいと感じる有意義なセミナーでした。引き続きAFTERコロナ・
WITHコロナの活動は実施していきますが一刻も早くコロナが終息になることを心から祈念いたします。

常任幹事 川井 大輔

副議長 浦島 成友

2020年11月28日（土）に、6名の参加をいただき2020年度新任役員研修会を開
催いたしました。
本研修会は、役員改選年の年に行っています。目的としましては、新役員になら

れた方に、労働組合の活動の柱である労働条件の改善、政策制度要求の実現、助け
合いの共済活動について理解をいただくというものです。上部団体の電機連合の組
織についての説明、連合やＪＣＭとの関わり、組織内議員などを説明いたしました。
その後は、労働組合、労働組合に関わる法令に関してクイズ形式で設問を解いてい
ただき答え合わせを行いました。過去に各労組の三役クラスで行ったことがありま
すが、三役でも全てを理解している方は少なかったと記憶しております。
最後には、電機連合やこくみん共済 coopの共済の内容を説明し、どのように活用すれば、自分のため、そして組合員

のためになるかを学びました。
新しく執行委員になられた方にとっては、今後の組合活動を進めていく上でいろいろと参考になったかと思います。例

年ですと、新任役員同志の交流を深める懇親会を行うのですが、コロナ禍ということもあり叶いませんでした。
今後、それぞれの労組の中で、組合員のために活動を進めていっていただけることを期待いたします。



３．富山地協「ライフプラン・セミナー」の開催
日時：2021年2月20日（土）13：00～17：30

場所：こくみん共済 coop富山推進本部（予定）＋Web

内容：【第1部】「スッキリ！心も人生も変わる整理収納術」

整理収納アドバイザー 浮田 美紀子

【第2部】「電機連合 安心積立プラン」の魅力

こくみん共済 coop富山推進本部 支所長 土橋 信男

【第3部】「帳票を読み解く：年金と税金」

生活経済研究所長野 塚原 哲

（１）ねんきん定期便の種類と役割

（２）ねんきん定期便の記載内容

（３）年金受給額を読み解く

（４）源泉徴収票の読み方

参加対象：組合員とその家族

参加費：無料

編集後記
2021年2月20日（土）13：00より「ライフプ

ランセミナー」を開催します。今回も３つの魅
力的なテーマで開催します。多くの組合員の参
加をお待ちしています。また、保障の見直し診
断も受け付けています。コロナ禍の中を節約・
節税、ねんきん共済加入で乗り切りましょう！

（森川）

１．「けんこう共済」制度改定（2021年6月より）
（１）先進医療費用給付金お支払いの際、一時金10万円をお支払い
（２）Ｙタイプに長期療養給付金の補償を追加
（３）加入資格を「満59歳以下」から「満64歳以下」に引き上げ

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！

2021年も魅力満載の共済制度！

第51回

私は高校・大学と弓道部で活動していました。就職で地元の埼玉から大阪に転居したのち、観光で立ち寄った大阪城公
園で弓道場を見つけました。中に入り練習を見学させていただいたところ、クラブの代表が会社の先輩であったことが決
め手となり、縁あって入会させていただきました。
その後は会社の実業団クラブにも加入し、諸先輩方の熱心な指導の甲斐あって都道府県代表として全国大会に出られる

ようになりました。
その後これもまた縁あって現在の富山工場への転勤が決まった時、大学の先輩から射水市大島弓道場で活動されている

今の先生をご紹介いただき、現在も活動させていただいています。
大会で知り合った方々や転勤先で一緒に活動させていただいた方々と再会できることを楽しみにして、私はこれからも

弓道に取り組んでいこうと思います。

次回のリレーコラムは、ﾀﾜｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ労働組合魚津支部の押田書記長にお願いします。
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