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現役労組は今

ず、
特別手当すら踏み込め
ない膠着状況が継続しま
したが、 日の早朝ギリギ
リまで行われた各企業本
部の徹宵状況を鑑み、
最終
決着に向けた交渉を再開
し、
賃金改善や対象範囲の
拡大および特別手当上積
みなど、
昨年を上回る回答
を引き出しました。
妥 結結果については、
社会的要請や「底上げ・底
支え」に向け、
すべての組
合員の月例賃金改善を強
く意識した４年連続の春
齢の引き上げ、掛け金の低
廉を目的に改正されたもの
です。

闘として、非正規・ 歳超
へのすべての雇用形態の
改善とならなかったこと
は、
今次春闘の拘りからも
残念と言わざるを得ませ
んが、
すべての非正規組合
員の実質月額３５００円
の賃上げとなるサポート
手当創設や正社員・月給制
の 歳超えおよび非正規
組合員の特別手当の上積
みなど、
着実に前進してお
り、
総合的判断として期待
に応え得る春闘と認識し
ます。 （明石晶博・記）

非正規組合員にサポート手当を創設

特別手当の上積みなどで前進

２０１７春闘は、
連合・
情報労連の方針や社会的
要請等をふまえ、すべて
の働く仲間の労働条件改
善に向け、全雇用形態に
４年連続の月例賃金改善
や特別手当の上積み要求
など、過去最高のスト批
准を背景に闘い、３月
日妥結・決着しました。
交渉経過および妥結結
果については、
山場前日に
至っても、
会社側は「先行
き不透明感」や「財務影
響」など、
慎重路線を崩さ
その基本的な考え方は、
１．現職組合員 ～ 歳の
限度口数の引き上げ。
２．退職組合員の各年齢群
団の限度口数引き上げ。
３．継続加入最終年齢の引
き上げ（ 歳から 歳）
となっています。
これらの制度改正は、退
職組合員の利便性と加入年
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おめでとうございます
改正内容は、家庭直送さ
れる加入促進資料を熟読い （２０１７年２月～
２０１７年４月）
ただくことを前提に、主要
（河西英夫・集計）
なものに絞り別表に記載し
【米寿】
ます。
（國方 勲・記） ２月 藤林 勝三様・ 多度津町
箱井 文子様・ 観音寺市
３月 植松 貞夫様・高松市
【喜寿】
た。
（久保法夫・記）
２月 脇谷 笑子様・高松市
富永 俊朗様・高松市
大谷 克文様・高松市
末澤 歌子様・高松市
田阪
勇様・高松市
宮本満里子様・高松市
十河冨士栄様・ さぬき市
佐伯 郁代様・土庄町
田原 貞夫様・ 小豆島町
笹川 信子様・坂出市
香川 國子様・丸亀市
吉崎 範子様・丸亀市
馬場 禮子様・丸亀市

大喜多照子様・ 多度津町
池澤
正様・ 観音寺市
３月 赤山 敬子様・高松市
米澤 昌昭様・高松市
伊勢田敏男様・高松市
藤井 郁子様・高松市
荻野 雅伸様・高松市
白石 聡子様・坂出市
川田ヨシ子様・坂出市
長谷川美智子様・ 多度津町
樋出 千賀様・東京都
４月 好村
豊様・ 東かがわ市
【古希】
２月 伊藤 文子様・高松市
濱垣 利治様・高松市
山本 憲司様・高松市
土居 義明様・高松市
三木 益子様・三木町
島田 晴夫様・丸亀市
大西ヌイ子様・ 観音寺市
３月 片山 啓子様・高松市
二宮 強 様・高松市
西井 安一様・高松市
泊
満夫様・土庄町
関
久男様・三豊市
４月 寺岡 逸 様・高松市
松本 猛 様・高松市
安藤千鶴子様・高松市
岩見 和則様・三木町
石川 力 様・ 善通寺市
高鳥 義光様・ まんのう町

お悔やみ申し上げます
本人死亡（２０１７年）
１月 堀上
保様・高松市
２月 森永 俊樹様・ 東かがわ市
古郷
学様・ 小豆島町
高島 露子様・琴平町
３月 田渕 貞夫様・ 東かがわ市
宇積 定子様・ 東かがわ市
多田羅ツタヱ様・丸亀市
宮川 恒男様・ 多度津町
４月 玉垣美沙子様・高松市
坂
文雄様・ さぬき市

http://nttobkagawa15.ec-net.jp

アドレス

H・P

契約更新年齢を引き上げ

③ 40,300 円（現 41,700 円）

など新たな課題への対応と
して制度改正を行ったもの
です。
② 20,500 円（現 26,700 円）

内、退職組合員がここ数年
で ％超が想定される現状
と生協組合員の長寿高齢化
① 11,700 円（現 16,200 円）

加藤・横川両市議も当選果たす

労組、退職者の会、スタッ
フがそれぞれの役割を果た
す一丸となった運動が展開
されました。市民の期待は
強く、結果は相手候補に大
差をつけ圧勝しました。
投票率は ・ ％と前回
を約２％下回りました。
市議選は、定数 名に
名が立候補し、近年になく
激戦となりましたが、情報
労連が推薦した加藤正員市
議、横川重行市議共に当選
を勝ち取ることができまし
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國方 勲
久保池 薫
編集責任者

掛金は引き下げ６月から加入促進

昨年、退職組合員の共済
掛け金は年払いに加え、月
払いを適用する制度改正が
行われました。
今年は、生命共済の制度
の一部が改正されることと
なりました。
その他、医療・障害（Ｍ
ｙセーフティ）の掛け金改
正も行われました。
今回の改正は、「共済生協
設立 周年」を迎えた節目
の施策として改正されるも
ので、共済生協全組合員の
（年払い金額）

梶丸亀市長が圧勝で二期目に

２．掛け金の引き下げ

など４年間の実績と合わ
せ、しがらみのない公正な
市政を継続し、「くらし易い
丸亀」「丸亀市政は丸亀市民
で決めよう」
と訴えました。
退職者の会も西地退連が
日間事務所の当番を受け
持ち、県下各地から各単会
の役員、ＯＢが参加し、選
対本部を中心に連合各支持

※連合香川推薦者。加藤、横川両氏は情報労連も推薦
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④ 81 ～ 84 歳＝ 5 口（新）
49

kagawa_nttob@joy.ocn.ne.jp

アドレス

e-Mail

③ 76 ～ 80 歳＝ 5 口
（現 79 歳まで 3 口）

15

投票率 54.89%

投票総数 50,046 票

定数 25
無現 3 位
社新 8 位
無現 13 位
社現 17 位
無現 28 位

丸亀市議選開票結果
当２，６１７ 加藤 正員
当１，９９３ 大西
浩
当１，７４１ 横川 重行
当１，５２２ 松浦 正武
６６４ 佐野 大輔

無現
無新

丸亀市長選開票結果
当３１，２９９票 梶
正治
１７，６４８票 高木 新仁

① 66 ～ 70 歳＝ 20 口（現 5 口）

15
32

② 71 ～ 75 歳＝ 10 口（現 3 口）
16

61

89

25

１．契約限度口数の改正

40

生命共済の改正点
４月９日告示、 日投開
票で争われた丸亀市長選は
前回と様相が変わり、一騎
打ちの選挙となりました。
相手候補は中央とのパイ
プを強調し、自民党国会議
員などを中心に政党選挙に
終始。一方、現職梶候補は
公務を優先しながらこの選
挙戦に臨み、子育て支援策

2 期目の当選を果たし決意を述べる梶市長
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④ 73,500 円（新）

生命共済改正
50

淡路・鳴門の春楽しむ
地震はその後、東北・熊
本と続き、予想される南海
地震も身近に感じて、館長
の「日頃の近所付き合いが
救助に役立った」という話
は印象に残りました。
昼食後は地元の造り酒屋
を見学、地酒の試飲を心待
ちにしていた参加者、工場

高松・東讃地区の合同レク
４月５日（水）
、高松・東
讃地区合同春のレクに 名
が参加、淡路と鳴門の旅を
楽しみました。
淡路は 年前阪神淡路大
地震で大きな被害をうけた
野島断層の震源地に記念館
があり、断層地震の恐ろし
さを改めて知りました。

鳴門の大きな渦に感動

香川独自
長のトークに酔ったのか土 小 潮 の た め は っ き り 見 え ークイングランドの丘でコ 拡大する。②昨年度のサポ
施策として
産物を抱えて笑顔でバスに ず、観潮船で気分を悪くす アラに対面しました。天候 ート依頼件数は４３３件で
の「お元気で
乗り込むと、
淡路の定番
「タ る人もいて、最後に疲れが に恵まれ、渦潮と美味しい 通院の送迎２７７件、庭木
すか訪問」
コせんべい」にも寄って皆 ドッと出たバスツアーとな 食事に大満足の一同は春の 手入れ 件が上位を占めて
鳴門・淡路を楽しみました。 いる。③近年、これまで支
は、開始から
さん土産が増えました。
りました。
（吉田 勉・記） 援者であった会員が、支援
４年目とな
しかし、メインの渦潮は
（石川正治・記）
を受ける側になっている。
り定着しま
また、庭木の剪定ができる
した。
会員も減少している。こと
今年は、
などが報告・提案されまし
名が傘寿（
淡路の旅も楽しむ
た。
歳）を迎える
役員体制では、宮本代表
ことになり、
西讃地区協では、４月
落語のような面白い説教を
が退任し、西丸健二氏（Ｊ
３月下旬か
日（月）に 名の参加で鳴 聞いた後、住職に合わせて
Ｐ労組）が後任の代表に就
ら各地区役
門の渦潮観潮と淡路島観光 般若心経を唱えました。本
任。ＮＴＴ退職者の会から
員が訪問を
を楽しみました。淡路島側 尊の大日如来や布袋さんに
は大谷克文・副代表、千田
しました。
から日本丸に乗り込み、鳴 お参りし、御利益をいただ
建雄・事務局長が留任とな
会員の皆
門橋下の大きな渦の中へ乗 きました。
りました。
（久保池 薫・記）
さんからも
り込みます。
その後、淡路ファームパ
久しぶりの
大潮の流れは速く、出て
訪問に喜ばれ、懐かしい話
は消え、消えては現れる大
で弾みました。
きな渦の迫力に歓声が上が
退職者の会の活動にも参
り、参加者は１時間の船旅
家
事
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
総
会
開
く
加し難くなったが、身体と
を楽しみました。その後、
相談しながら人生を楽しん
道の駅うずしおで、魚料理
でいる様子でした。
を堪能した後、お土産を沢
「 米寿のお祝いを貰うま
山買い込みました。
で元気で頑張るで」と力強
それからは、淡路島七福
い声も聞けました。
神の護国寺に参拝、住職の
（下河 進・記）
29

権下の長時間労働への是正
が共通して強調されていま
した。 （宮本敏彦・記）
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横井 伸幸・前田西町
渡邊 賢二・三条町
【中讃地区協】 名
石橋
勉・善通寺市
市村 定男・丸亀市
稲谷 博文・丸亀市
江國 義男・坂出市
片岡 康弘・丸亀市
川井
稔・丸亀市
川西 英樹・善通寺市
久米
徹・坂出市
近藤 泰則・坂出市
嶋田 良信・多度津町
高橋 良和・坂出市
辻
一夫・多度津町

迫力のある鳴門の渦

なる２０２５年問題と、サ
ポートかがわ結成 周年に
向けた取組みを今から準備
したい」
と挨拶を述べた後、
議事に入り、①現時点の会
員数３２９名を３５０名に

支援受ける会員が増加傾向

かがわ高齢者家事サポー
トセンターの、第 回総会
が、４月５日に高松市の平
和労組会議室で開かれまし
た。冒頭、宮本敏彦代表は
「 団塊世代が後期高齢者に

久志・西山崎町
一代・牟礼町
功・西山崎町
節子・香川町
保裕・紙町
雅彦・木太町
好文・庵治町
武義・塩江町
正信・木太町
宏毅・高松町
隆・香南町
茂樹・三条町

名の新会員が仲間入り
川田
小西
佐藤
鈴木
高橋
竹内
田中
椿
日笠
堀川
森川
山地

サポートかがわ第 13 回総会の模様

32名にお元気ですか訪問を

80 32

遠山 美弘・丸亀市
中山 省三・多度津町
古川 健太・丸亀市
真鍋 慶三・まんのう町
【西讃地区協】 名
安藤真理子・観音寺市
一藁 博雄・三豊市
藤川 美文・観音寺市
【東讃地区協】 名
石川 晃示・さぬき市
河野 義高・さぬき市
小谷 準子・さぬき市
町田真里子・東かがわ市
【県外】 名
松浦 廣志・ 徳島県美馬市

3

4

人を筆頭に計 人

昨年 月以降に、 名が
ＮＴＴ労組・退職者の会香
川県支部協議会に加入しま
した。新会員の退職者の会
での活躍に期待します。
以下、地区協毎に氏名を
紹介します。
（敬称略）
【高松地区協】 名
秋山 裕洋・西山崎町
鵜川 輝子・円座町
大熊 正宏・松島町
大坂
彰・屋島西町

16

20

波が急に出て複雑に揺れる観潮船

寺７人の計 人。退職者の
会の参加者は、各会場で昼
食・弁当を囲んで懇親・交
流会を深めました。旧交を
温め、連帯が深まるこの会
合は、次年度も継承するこ
とを誓い合いました。
なお、今年のメーデーは
トランプの登場と北朝鮮の
挑発も絡んだ国際緊張か
ら、平和への追求と安倍政
70

4 年目をむかえ定着

1

51

西 讃
地区協
42

退職者参加数、増加続く

1

51

13

18

37

高松
5

42

12

22

五月晴れに恵まれた「第
回メーデー」
は 月 日、
県下 会場で開催され、主
催団体発表で約２８００人
が参加しました。
ＮＴＴ労組も現職・退職
者を含め県下各会場に参加
しましたが、退職者の会の
参加者は、
毎年増加を続け、
今年も、高松会場が 人、
小豆３人、丸亀９人、観音
5

24

高松会場のＮＴＴ部隊

地区協が春のバスツアー実施
88回メーデー
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