ＪＡＭ山陰は、ＪＡＭ共済 10 周年・自家共済 55 周年の記念事業として出雲・松江・倉吉・鳥
取の４会場において「2011 共済研修会」を開催。２月 26・27 日の２日間で約 300 名が参加した。
出雲会場で開会あいさつに立った山岡広幸出雲地協議長(ﾋｶﾜ精工)は、「節目
の年にＪＡＭ共済の良さを改めて理解し、ライフプランを見直す機会として企画
した。家族や参加出来なかった仲間にも必要性を伝えて欲しい」と説明。ＪＡＭ
共済グループから田中久弥グループ長、山内淑江副グループ長が参加。田中グル
【写真提供：朝日新聞・小宮路勝撮影／ロゴ：うどよし】

▲田中共済Ｇ長

ープ長は「ＪＡＭ共済はみなさんに自信を持って提供出来る共済だ。それぞれの

状況に応じた加入で上手く利用し、有利でしっかりした商品であることを実感して欲しい。１人で

３月 11 日 14 時 46 分頃、東北地方から関東地方の太平洋側でマグニチュード 9.0 の東日本大震災が発生。
警察庁のまとめによると３/30 日現在で地震・津波による死者は１万１２３２人、行方不明者は１万６３６１人となっている。
また、地震発生から４月１日で３週間となるが、今も避難生活を続けている人は１７都県の２０００か所あまりの避難所で１７
万４０００人以上にのぼっている。一方、建物への被害については、全壊や半壊があわせておよそ２万５０００戸、一部損壊
した建物はおよそ１１万６０００戸となっている。

も多くの組合員と家族の皆さんに加入していただきたい」と呼びかけた。

▲山内共済副Ｇ長

◆保障設計は、しっかり考えて
第１部には２つの分科会を設定。第
１分科会は「生涯保障設計のすすめ」
としてﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰのキムラミキ
氏が講演。
「保障はとても高い買い物。
自分の車を買う時は、性能や仕様を知
保障も
▲ＦＰキムラ氏 らずして購入はしないでしょ。
購入する前にちゃんと中身を知って加入しなきゃダメ」
と内容の重要性を指摘し、生命保険の説明、年齢や家族
構成に合わせた最適な保障設計、変化に伴う見直しなど

▲ＦＰ井上氏

を呼びかけた。第２分科会は、同じくＦＰの井上隆行
氏から「資産運用の考え方」と題して、退職準備に向
けた内容で講演。「自分が定年退職
後にどんな人生を送りたいのか、何
を生きがいに暮らすのかなど、明確
にするとともに、退職後の余りある
時間の使い方や、収入と支出をシュ
ミレーションして、保障設計と資産
運用をプランニングすることが最も
重要」と説明した。

東日本大震災により被害・被災をうけられた皆様方に、心より哀悼の意を表すると共に心よりお見舞い申し上げます。

◆えっ、こんなに掛け金が!?
ＪＡＭの組合員やそのご家族にも被災の報告がされています。また、山

第２部は、５つのブース（ＦＰ/全労済/明治安田/ＪＡＭ）を設

陰の仲間である三菱農機㈱の東北支店(宮城県多賀城市)では、幸いにも人
な被害に見舞われ、現在も懸命な復旧作業

参加者らは、持参した保険証書などで保障内容の説明と診 55 周年を記念して交流
懇親会を開催。
断、要望に応じた保障の考え方

を行っている状況です。
ＪＡＭ本部も 3/12 三役会議において「Ｊ

などを聞いた。時間の関係で十

参加者らは食事をし

分に相談出来ない参加者は、後

ながら、保障に関する

日面談申込などの対応を受けた。

意見交換をはじめ、職

参加者からは「良い企画で勉

場や趣味や生活全般の

構成単組、組合員の皆さんも、日本再生に総力を結集し、自分たちの力で出

強になった。ゆっくり時間をか

ことなど、普段話す機

来ることを実行し、一日も早い復興へ「がんばろう日本。」

けて話を聞きたい」や「自分の

ＡＭ災害対策本部」を設置し、先遣隊を現
地に派遣するとともに単組状況と組合員の
安否確認に当たっています。ＪＡＭ山陰の

◆東日本大震災「災害救援カンパ」実施中

▲津波により流されてきた車や
瓦礫

◆東日本大震災「被災地支援ボランティア」募集中

①任意カンパとする。

ＪＡＭでは 3/31 から被災地支援ボランティア３名を派遣済み。

②被災者への義援金として地方自治体へ送る。

４/８～仙台ベースキャンプへ派遣する２０名を、各地方ＪＡＭから

③必要に応じてＪＡＭとして行なう救済活動資金にあてる。
【振込先】 中央労働金庫田町支店
(普)1547827 東日本大震災災害救援カンパ
【期

間】 ４月２５日まで

各会場では共済研修

置し、保障診断と相談を実施。ＪＡＭ共済を中心とした保障 会終了後に、ＪＡＭ共
済 10 周年と自家共済
設計やライフプランの考え方などアドバイスを受けた。

的被害はなかったものの、地震と津波の影響で支店事務所と倉庫が壊滅的

▲倉庫のｺﾝﾊﾞｲﾝやﾄﾗｸﾀｰも被害に

◆交流の大切さを実感

▲診断を受ける参加者

▲出雲:ﾜｲﾅﾘｰのﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰにご満悦

会の少ない地域の単組

職場に来て、みんなに説明して欲しい」等の声が聞かれた。 の仲間と、和気あいあ
いの雰囲気の中で親睦
と交流が深められた。

▲松江:家庭的な雰囲気にお酒がすすむ

特に、出雲会場は人気の島根ワイナリーで「島根和牛焼肉

募集します。

とワイン」と言うこともあり、参加者 94 名の大盛況ぶりであ

現地では、救援物資の仕分け・運搬・配布、被災家屋の家財道具な

った。参加者からは「やっぱりみんなで食べるバーベキューは

どの片付け、給食・給水補助、・避難所の清掃などを予定。

最高です。毎年、島根ワイナリーでやりましょう」とかなりご

詳しくは、組合執行部までお問い合わせ下さい。
▲鳥取:北海道フェアに大満足

▲倉吉:披露宴みたいで緊張気味？

満悦の様子であった。

気持ちを一つに頑張ろう

2011.3.19 「第１回 With 山陰設立準備委員会」

Ｗｉｔｈ山陰設立準備委員会は、3 月 19 日
ＪＡＭ全体集計結果 (3/28 付) によると、平均賃上げの妥結は、全体計で 256 単組 4,933 円(同一単組前年比 271

に設置後初となる準備委員会を松江市労働会

円)、300 人未満計で 4,682 円(271 円)である。賃金構造維持分の明示単組は 559 単組、うち賃金構造維持分を確保し

館にて開催。各地協から選出された準備委員

た単組は 268 単組となっている。そのうち、改善分を獲得したのは 83 単組、改善額の平均は 854 円となっている。

７名が出席した。ＪＡＭ山陰の川野書記長は

2011 春季生活闘争は、進捗に若干の遅れが見られるものの、統一回答指定日以降、賃金・一時金とも、全体とし

「Ｗｉｔｈの活動」に触れ「今なお働く場は

て昨年を上まわる回答・妥結内容で推移している。賃上げについては、賃金構造維持分の確保を中心とした回答引き

男性中心。少子高齢化による労働力人口は確

出しが進められている中で、とくに是正を要求した中小単組の健闘が目立っている。また、一時金では、昨年を上回

実に低下し、女性の労働力なくして日本の産

る回答を引き出している。

業は立ち行かなくなる。女性が働きやすい職

◆ＪＡＭ山陰の賃上げ・一時金状況

場は男性も働きやすい職場。男女間の垣根の

ＪＡＭ山陰 2011 春季生活闘争は、大企業を中心に景気回復感

ない職場環境をつくっていかなければならな

がみられることから、賃金構造維持分の確保を基本とし、賃金是

い」と説明。また、準備委員に向けて「みな

正･改善を含む要求を行うとした。

さんがＷｉｔｈ山陰を発足させ新たな歴史を
しかし、山陰構成単組
の現状を見てみると、ほ
仕事量はあるものの短

合女性委員会の役員まで幅広く、ＪＡＭ山陰

納期・低価格受注で利益

の執行委員である飯塚祐子さん(JMS 労組)は

が上がらず、厳しい状況下での取り組みとなっている。また、今年に入って人員整理、企業譲渡の単組も出てきてお

「私の職場は９割が女性。自分たちが変わる

り、さらに震災の影響により、一部生産ラインで一時帰休を行う単組も発生している。その影響からか、統一要求日

機会と受け止め、前向きに努力していきたい」

までに要求提出した単組や昨年同時期までに要求書を提出した単組は昨年より増加しているものの、回答を引き出し

と意気込みを伝えた。役員選出協議では、委

た単組は昨年より減少し、金額についても下回る結果となっている。

員長･高松容子さん(日圧 ST 労組)、副委員長･
福田真子さん(菱農ｴﾝｼﾞ労組)に決定した。

ＪＡＭ山陰は 3/4 第５回執行委員会を開催し、2011 春闘状況と企業状況の把握をはじ
め、統一地方選の追加推薦や連帯活動基金の支出基準について協議した。多久和執行委

高松準備委員長は「みなさんの協力が必要。
Ｗｉｔｈ結成に気持ちを一つに頑張りましょ

準」についての検討と、統一地方選挙における「鹿足郡選挙区 斉藤哲史候補の
追認」を決定。このほか、役員選考委員会に山岡副執行委員長（ヒカワ精工労組）
を執行部より選出なども確認された。
また、第１回政策政治委員会が同日午前に開催され、４月施行予定の第 17 回
統一地方選挙の取り組みを主議題に協議。小椋政策・政治委員長(日圧ＳＴ労組)
は「今回の統一地方選挙には鳥取６名･島根８名を推薦した。我々の支持する民
主党に逆風が吹いているが、この 14 名の全員当選を勝ち取らなければならない」
と挨拶。会議では、各選挙区の情勢と取り組みが報告され、投票日まで全力を傾注することを確認した。
執行委員会終了後、第１回組織強化委員会が開催され委員ら 11 名が出席。組織拡大と組織強化に向けた具体的な
取り組みについて議論された。山岡組織強化委員長は「組織強化・拡大は労働組合の最も重要な課題。昨年シニアク
ラブも結成され、今年はｗｉｔｈ山陰へ向けて活動を強化して取り組まなければならない」と挨拶。委員会では、今
後の組織人員の動きを踏まえた組織拡大の重要性と、地協活動強化の方向性について意見交換がされた。

（菱農ｴﾝｼﾞ）

（明治製作所）

（三菱農機）

☆組合経歴☆

☆組合経歴☆

☆組合経歴☆
単組会計

☆組合経歴☆
なし

日圧青婦人副部長
日圧 ST 執行委員
連合鳥取女性委員

JAM 山陰執行委員
連合島根女性委員

With 山陰発足
に向けては、地に
足 を 付 け た活 動
を作りたい

状 況を 知る事 は
良い経験になりま
す。“人の繋がり”
も広めていきたい

女性の意見を、
単組の執行部へ
反映して行けるよ
う頑張りたい

女性の声は届か
ないとあきらめムー
ド。人のためにな
るなら頑張りたい

委 員
齊藤 由加里

委 員
飯塚 祐子

委 員
田中 香織

事務局長
鳥目 純子

（三菱農機）
☆組合経歴☆
なし

（ＪＭＳ）

（島根ﾜｲﾅﾘ-）

☆組合経歴☆
JMS 執行委員

☆組合経歴☆

JAM 山陰執行委員

女性が働きやす
い職場へ、参加
する事で正しい知
識をつけたい

自分自身の成長
の場として、前向
きにとらえて努力
していきたい

島根ﾜｲﾅﾘｰ
執行委員

役に立てればいい
なぁと思ってます。
みんなで一緒に
作り上げたい

（JAM 山陰）
☆組合経歴☆
単組書記

JAM 山陰の女性
労働者の声を直
接聞いて、カタチ
にしていきたい

る重要な取り組み」と位置付けて、推薦候補者全員の当選に果たす

また、ＪＡＭ山陰の仲間にも企業譲渡、解雇問題などが発生した」と厳しい状況を説明

援体制確立に向けた「連帯活動基金の使途と支出基

（日圧 ST）

ＪＡＭ山陰は、第 17 回統一地方選挙を「暮らしの安心・安全を守

の増加は著しい。国内はデフレ経済、政治不信、少子高齢化などの課題が山積している。

対応しなくてはならない」と危機感の共有を促した。協議事項では、争議中単組への支

委 員
寺本 悦子

う」と挨拶。次回は、６月下旬を予定。

員長は「世界の政治・経済はめまぐるしい動きを見せており、特に新興国の需要・消費

し「自分の企業にも起こる可能性もあり、労使による事前の協議が重要で、かつ慎重に

委 員
向井 彩

力を合わせて頑張ろう」と呼びかけた。
準備委員の構成は、組合活動未経験から連

2011.3.4 「第５回執行委員会ほか」

副委員長
福田 真子

スタートさせる。やりがいのある仕事だけに

とんどの企業において

様々な課題に支援強化を

委員長
高松 容子

べく、組織の総力を結集することを確認しました。

～ 棄 権 は 危 険 ～

（2010.9.26 第 12 回定期大会・2010.12.3 第３回執行委員会）

