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議長 大森 仁

あけましておめでとうございます。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。
昨年は、コロナ禍の組合運動に苦慮しながらも、富山地協としては、オンラインセミナーを主体的な活動とし、

常任幹事会を中心としたコミュニケーションの方法もWebを活用しながら、皆さん方に、色々とご意見をいただ
きながら対応する事ができたものと思います。
本年においては、新たな生活様式は継続しながらも、従来の組合運動の基本である直接会話、対面的な活動、

そして、集合型イベントの方も少しずつになりますが、再開させていきたいと考えております。引き続き、新型
コロナウィルスとの共存を前提に、Webなどのオンラインでの活動と、対面的な活動を両立させながら、多様化
する個々人の価値観がある中において、その多様性をお互いが認め合いながら、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2022闘争がスタートします。すでに連合の「未来づくり春闘」の方針を受け、電機連合としても、「賃金改

善3,000円以上」を掲げ、9年連続の賃金水準改善に取り組む方針となります。一方、2022闘争の取り巻く環境は、新型コロナウィル
ス感染拡大の影響を受けたものの、ワクチン接種が加速され、足元の経済指標は回復基調にある中、多くの企業で業績が増収増益の傾
向が見込まれる等、経営環境の方も改善しつつあります。また、本春闘は、官製春闘とも囁かれていますが、本来は、それぞれ加盟組
織の労使自治の中で、従業員の頑張りや将来不安が少しでも払拭できる様に協議することが基本になりますので、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ます。
いよいよ、本年7月に第26回参議院議員選挙が予定されており、残すところ半年となります。引き続き、私たちの「声」や「想い」

を国会に届け、電機産業の未来を切り拓くためにも、「矢田わか子」さんの再選に向け、富山地協としても取り組みを強化していきま
す。是非、富山地協に集う皆さん方の絶大なるご支援を最後まで宜しくお願いします。
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、一刻も早く

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・制度部会を担当しておりま
す北陸電気工業労組の柳瀬です。
昨年４月の富山市議会議員選挙では、国民

民主党の橋本まさお市議会議員が３期目の当
選を果たすことができました。皆様のご支援
とご協力に感謝しております。
今年は７月に第２６回参議院議員選挙が予

定されております。我々働く者の代表の議席
を守るために、電機連合の取組みに対して積極的に推進し、
『矢田わか子』電機連合政治顧問の２期目の活躍に向けて取り
組みます。また、富山選挙区候補者に対しても相乗効果を得る
ために、電機連合の方針に基づき連合富山と連携し取り組んで
参ります。
まずは、１人でも多くの方に矢田議員を知ってもらうこと、

そして投票行動につなげることを推進して参ります。

あけましておめでとうございます。
福祉共済の部会を担当しております副議長の

北陸電機製造労働組合 浦島 でございます。
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。
昨年はＷithコロナ感覚が生まれ、わずかなが

ら活動も再開始めた感じですが、なかなか昔の
ようなコミュニケーションが取れず歯がゆさが
残りました。反面、セミナーやイベントではW
eb開催による参加者数の増加など前向きな一面も見えました。今
年も共済部会では、特に若い方を中心としたセミナーを実施の予
定です。いいとこどりで盛り上がることを目指します。
コロナがなくなる日は無いと思いますが、怖がらずにコミュニ

ケーションでき、楽しさが前面に来る年となるよう、お互い工夫
しながら頑張りましょう！

新春のお慶びを申し上げます。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。本年も宜しくお願いいたします。
さて、今年４月から育児・介護休業法が段階

的に改正され、会社は育児休業について本人や
配偶者の妊娠・出産の申し出があった場合に、
育児休業制度の内容と休業の意向を確認するこ
とが義務化されます。また１０月には、育児休
業とは別に産後パパ育休（出生時育児休業）が
創設され、子供が生まれてから８週間以内に４週間の休業が可能
になり、２回の分割取得も出来ることで更に利用しやすくなりま
す。子育て家庭においては、仕事との両立を図る柔軟な働き方が
実現できますので、各組織での労使協定に向けた論議をお願いい
たします。
最後に三年目となる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。副議長
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。
今年は寅年です。寅年は春が来て根や茎が

生じて成長する時期、草木が伸び始める状態
だとされています。ここ2年は、新型コロナ
ウィルスの影響で思うように活動が出来ませ
んでしたが、今年こそは、新型コロナウィル
スが沈静化し、従来に近い活動が出来ることを祈念しておりま
す。この先、春闘、参議院選挙と続きますが、組合員のため、
新型コロナウィルスの感染に留意し組合活動に邁進していきた
いと考えます。地協傘下の組合員皆様のご理解、ご協力をお願
いしまして年頭の挨拶といたします。本年もどうかよろしくお
願いいたします。



女性委員長 伊藤 結（TPSU砺波支部）

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。
昨年度は新型コロナウイルスの影響もあり活

発な活動とはいきませんでした。今年度は昨年
同様に、新型コロナウイルスの影響が予想され
ますので、例年とは違った形での活動となるかと思います。
しかし、このような中だからこそ、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。

あけましておめでとうございます。
今年度、女性委員長を務めさせていただきま

す、TPSU砺波支部の伊藤です。委員歴が浅く至
らない点も多々ありますが、皆様のご指導、ご
協力のもと活動してまいりたいと思います。
さて、昨年度につきましては新型コロナウイ

ルス感染症の影響により対面でのイベントが開
催できず、オンラインセミナー等での交流とな
りました。今年度におきましても先の見えない
状況に変わりはありませんが、ワクチンの普及
もあり、徐々に感染者も落ち着いてきているように思えます。イベ
ントの企画・運営に関しましては情勢も鑑み、臨機応変に対応して
いきたいと考えております。
最後になりますが、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げ、新

年の挨拶とさせていただきます。本年もどうぞよろしくお願い致し
ます。

あけましておめでとうございます。今年
もよろしくお願い致します。
新型コロナウイルスの感染状況が昨年末

頃に一旦落ち着いてきた感があり、少人数
ですがリアル会議や研修が復活しつつあり、
なんだか嬉しいです。今までの日常が、い
かに幸せなことなのか思い知らされた気が
します。とは言え、今後どうなっていくの
かまだまだ予断を許さない状況が続きます
ので、気を緩め過ぎないように、基本のマスク、手洗い、消毒
など引き続き感染対策をしていこうと思います。
最近は直接お目にかかる事が少ない状況ですが、お近くにお

越しの際は、ぜひ富山地協の事務所にお立ち寄りくださいませ。

特別常任幹事 浜守 秀樹（連合富山 会長）

あけましておめでとうございます。皆様に
おかれましては、今なお、新型コロナウイル
ス感染症の影響で制約ある生活を強いられて
いることとお察ししますとともに、謹んで新
春のお慶びを申し上げます。
さて、私事でありますが、連合富山第３５

回定期大会において、連合富山 会長という重
責を担うことになりました。この間、電機連
合富山地協からの選出に、大きな責任を感じ
て日々奮闘しております。
新型コロナウイルス感染症の拡大によって「あたりまえ」

だったことが「あたりまえではなくなる」時代となった今、こ
れからの運動・活動においても、過去からの延長線上の視点に
よるものではなく、新たな時代認識を持つことが重要でありま
す。労働運動の現場を職場に戻すことを念頭において、汗をか
き、今一度、強い組織をめざし取り組んでいきたいと考えてい
ます。そして、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、新年の挨拶といたします。

あけましておめでとうございます。事務局長
6年目の森川です。
昨年は、整理・収納に関するセミナーを3回

開催した結果、自分の部屋から使っていない物
を大幅に削減することができました。正直、こ
れまでも整理してあった部屋だったのですが、
魔法の4分類をした結果、さらに使っていない
ものを処分することができました。今後は、家
全体を実施したいのですが、一番の難関である
「親の理解」を得ることできれば可能なのですが。。。。。
さて、今年は壬寅（みずのえとら）年です。壬寅は厳しい冬を

越えて、万物が芽吹き始め、新しい成長の礎となる年になると言
われています。富山地協においても新しい芽が吹き始め、新しい
成長が始まる年になって欲しいと思っていますので、是非、皆様
方のご協力をお願いいたします。
最後になりますが、2022年７月施行予定の第26回参議院議員選

挙における「矢田わか子」の２期目の挑戦を全力で支えていくこ
とを申し上げ、新春のご挨拶とさせていただきます。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



12月16日（木）に恒例の共済加入促進担当者会議が開催されました。昨年に引き続
き、新型コロナウイルスの影響でボルファートとやまとWebの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 山崎事

務局長，滝沢支所長、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52名での開催となりました。
共済センターより共済制度の現状、2022年の取り組み方針、加入率40％に込める

思いなどを説明いただき、㈱マックスからは組織の紹介と2022年制度改定の説明、
こくみん共済Coopからファミリーサポート共済の優位性や制度改定、三井住友海上
火災保険㈱からは介護の現状や、備えの必要性などをご説明いただきました。

FPユニオンLaboセミナーは八木澤，鈴木両FPによる「これまでとは異なる!?人生
100年時代のライフプラン」と題し、長く生きる＝資金はどうする？という不安にな
るのは当然で、就労期間の延長で所得は続くものの、現時点におけるベストな将来準
備が必要！もちろん言わずと知れた電機共済でというセミナーでした。まず、自分の
状況を知ること、もしもの時には？年金は？居住は？貯蓄は？などなどしっかり把握
したうえで将来準備の内容も決まります。年金定期便が送られてくる誕生月に、自分
の状況を確認するルールでも決めようかな？
これからも福祉共済部会では、皆さんがベストな行動ができるよう、制度勉強や共済紹介の機会を設けます。どんどん

ご参加ください。

11月20日(土)に電機連合北陸信越ブロックユニオンセミナーが開催されました。
昨年に続き、事務局地協は福井で、新型コロナウイルス感染防止の観点から富山・石川・福井・新潟・長野の各々で

Web参加のみの開催となりました。
参加人数は５つの地協から84名で、その内、富山地協からは24名でした。富山地協からの参加人数が昨年の最多人数を

更に更新した事で、このセミナーへの関心の高さが感じられました。各講演は講師がWebにて講演する形式で４つの講演
から構成されており、題目は第1講演『産業政策の取組みについて』、第２講演『中期運動方針概要』、第３講演『矢田
議員と語ろう』、第４講演『労働組合の道しるべ』でありました。特に第３講演の『矢田議員と語ろう』では、矢田議員
とのディスカッションがあり、各地協から矢田議員の政策活動に対する質問や国民民主党に対しての政策や動向の質問が
ありました。質問に対して瞬時にそして適切に応答される矢田議員を見て、働く者の代表として、我々の暮らしを良くす
る為に真摯に政策に取り組んでおられると感じました。同時に、今後も引き続き働く者の代表として支援しなければなら
い使命感がわきました。
ユニオンセミナーは、組合活動において貴重な情報を得る事ができるとても重要なセミナーだと思っております。この

セミナーに多くの組合役員が参加する為には、リアルとWebを併用した方式を今後は検討していくべきだと感じました。

副議長 柳瀬 良則

副議長 浦島 成友

事務局長 森川 幸夫

12月20日（月）19：20より、HIS企画のオンラインツアーに参加しました。今回は、
コロナ禍の中、なかなかイベントが出来ないと言った意見が寄せられたことから加盟組合
でも開催できないか検討頂くため各組合の役員中心に募集を行いました。その結果、18名
（端末）の組合役員の方々にご参加頂き、体験して頂きました。
ツアーの内容は、中華、インド、イスラム文化が混在するチャイナタウンを出発し、シ

ンガポールのランドマーク「マリーナ湾」までを生配信しながら説明頂く内容でした。前
半は、チャイナタウンの風景中心なので物足りないかもしれませんが、後半のマリーナ湾
の夜景、特にマリーナベイ・サンズホテルの景色は大変良かったです。もう少し料金が高
くてもいいので、ホテルの最上階からの景色もあれば最高なのではないかと思います。
富山地協としてコロナ禍でも出来るイベントを今後も引き続き検討していきます。乞う

ご期待ください！



３．富山地協「ライフプラン・セミナー」の開催
日時：2022年2月19日（土）14：00～17：30

場所：ボルファートとやま＋Web

内容：【第1部】「電機連合ねんきん共済と安心積立プラン」の魅力

こくみん共済 coop富山推進本部 支所長 滝沢 正志

【第2部】「早く知りたかった！一生役立つお金の構造」

～誰も教えてくれない本当のお金の増やし方～

生活経済研究所長野 所長 塚原 哲

参加対象：組合員とその家族

参加費：無料 編集後記

今年は、昨年できなかった結成50周年のイ
ベントを何とか開催できないかと思っていま
す。キーワードは「ソロキャンプ」と「ド
ローン」です。三役・常任幹事や青年委員会、
女性委員会の意見を頂きながら実施したいと
思います。乞うご期待ください。

（森川）

１．「けんこう共済」制度改定（2022年6月より）

（１）先進医療のうち粒子線治療について、給付金「直接お支払いサービス」の実施

（２）「健康状態告知質問事項」の簡素化

２．「ファミリーサポート共済」制度改定（2022年6月より）
（１）「健康告知の質問表」の改定
（２）「基礎率（予定利率）」の見直し
（３）「ほっとあんしんコール」利用範囲の拡大
（４）「フレッシャーズ一律加入タイプ」の一部改定

2022年も魅力満載の共済制度！

第55回

私のお気に入りというわけではないのですが、毎年挑戦しているのは富山マラソンです。昨年は中止となってしまいま
したが、今年は晴天のもと無事開催されました。特に走るのが好きというわけではありませんが、富山マラソンの雰囲気
が好きで参加しています。沿道で応援してくれる人たちと一緒に盛り上がれるので、一つの大きなイベントをしていると
いう一体感があり走っていてとても気持ちがよいです。新湊大橋手前の給水所では白エビ
天むすを味わって食べ、その後に新湊大橋を走ることができます。天気も良かったので立
山連峰がきれいに見えていました。20㎞あたりで足が痛くなり（練習不足です）、残り２
０㎞から歩きましたが時間内になんとか完走することが出来ました。来年こそは走り切り
たいです。是非皆さんも記念に一度走ってみてはいかがでしょうか？

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砺波支部の飯沼書記長にお願いします。

北陸電気工業労働組合 古谷 将吾

人生100年 幸せに生活するには？


