
号 発行日 分　類 内　容 備　　　　考 ＰＳ

494 2023/5/25 春闘 事務折衝 再検討結果確認 〇

493 2023/5/19 春闘 団交 賃金、臨給に対する回答 〇

492 2023/5/16 春闘 団交 春闘検討状況 ◯

491 2023/4/5 春闘 団交 要求書提出、要求主旨説明 〇

490 2022/9/16 その他 レセプション 闘争解決１０周年記念

489 2022/9/16 総会 定期 第１４６回、原水禁報告

488 2022/6/8 春闘 団交 大綱妥結 ○

487 2022/5/27 春闘 支部闘見解 ２２春闘 ◯

486 2022/5/27 春闘 事務折衝 再検討結果確認 ◯

485 2022/5/24 春闘 団交 賃金、臨給に対する回答 ○

484 2022/5/19 交渉 事務折衝 昇級問題、シニア月給制、支社レイアウト、まごころ社決算 ○

483 2022/5/19 春闘 団交 春闘検討状況 ○

482 2022/3/18 春闘 団交 要求書提出、要求主旨説明 ○

481 2021/12/22 交渉 団交 人事諸制度の新設・改定、業績賞与決定方法 ○

480 2021/12/6 交渉 事務折衝 シニア社員月給制、新しい働き方手当、家族手当廃止 ○

479 2021/6/8 春闘 団交 大綱妥結 ○

478 2021/6/1 春闘 支部闘見解 ２１春闘 ○

477 2021/5/26 春闘 事務折衝 再検討結果確認 ○

476 2021/5/25 春闘 団交 賃金、臨給に対する回答 ○

475 2021/5/18 春闘 団交 春闘検討状況 ○

474 2021/3/29 春闘 団交 要求書提出、要求主旨説明 ◯

473 2020/7/17 交渉 事務折衝 業績評価指標、人事考課、シニア社員他 〇

472 2020/6/9 春闘 団交 大綱妥結 〇

471 2020/6/2 春闘 支部闘見解 ２０春闘 〇

470 2020/6/2 春闘 事務折衝 再検討結果確認 〇

469 2020/5/22 春闘 団交 賃金、臨給に対する回答 〇

468 2020/5/18 春闘 団交 春闘検討状況 〇

467 2020/4/27 春闘 団交 要求書提出、要求主旨説明 〇

466 2020/4/9 交渉 事務折衝 昇級、コロナ対応、業績目標修正他 〇

465 2019/12/18 交渉 事務折衝 中間決算 〇

464 2019/11/14 交渉 事務折衝 川口、徳島職場問題他 〇

463 2019/10/4 総会 定期 第143回

462 2019/9/18 交渉 事務折衝 昇級問題、手書領収証について 〇

461 2019/8/22 その他 原水禁 ２０１９世界大会（成田）

460 2019/6/7 春闘 団交 大綱妥結 〇

459 2019/6/6 春闘 支部闘見解 １９春闘 〇

458 2019/5/31 春闘 事務折衝 再検討結果詳細確認 〇

457 2019/5/23 春闘 団交 賃金、臨給に対する回答 〇

456 2019/5/20 春闘 団交 春闘検討状況 〇

455 2019/3/29 春闘 団交 要求書提出、要求主旨説明 〇

454 2019/1/30 交渉 事務折衝 中間決算 〇

453 2018/10/3 交渉 事務折衝 昇級問題、役チャレ目標 〇

452 2018/10/3 総会 定期 第142回

451 2018/10/3 交渉 事務折衝 まごころ社決算、昇級問題 〇

450 2018/6/5 春闘 団交 大綱妥結 〇

449 2018/5/29 春闘 支部闘見解 １８春闘 〇

448 2018/5/29 春闘 事務折衝 再検討結果確認 〇

447 2018/5/22 春闘 団交 賃金、臨給に対する回答 〇

446 2018/5/14 春闘 団交 春闘検討状況 〇

445 2018/4/5 春闘 団交 ２０１８春闘要求主旨説明 〇

444 2018/1/11 交渉 事務折衝 拠点統廃合 〇

443 2017/11/17 交渉 事務折衝 業績賞与評価指標の目標修正 〇

442 2017/9/13 総会 定期 第141回

441 2017/7/24 交渉 事務折衝 まごころ社決算他 〇



440 2017/6/7 春闘 団交 大綱妥結 〇

439 2017/6/7 春闘 支部闘見解 １７春闘 〇

438 2017/6/6 春闘 事務折衝 再検討結果確認 〇

437 2017/5/25 春闘 団交 賃金、臨給に対する回答 〇

436 2017/5/16 春闘 団交 春闘検討状況 〇

435 2017/4/5 春闘 団交 ２０１７春闘要求主旨説明 〇

434 2017/4/3 交渉 事務折衝 昇格基準について 〇

433 2017/3/10 交渉 事務折衝 時間内組合活動の移動時間、職場問題 〇

432 2017/1/13 交渉 事務折衝 中間決算 〇

431 2016/9/23 総会 定期 第140回

430 2016/9/21 交渉 事務折衝 異議申立 ○

429 2016/6/6 春闘 妥結団交 大綱妥結 ○

428 2016/5/26 春闘 支部闘見解 １６春闘 ○

427 2016/5/25 春闘 事務折衝 再検討結果確認 ○

426 2016/5/24 春闘 団交 賃金、臨給に対する会社回答 ○

425 2016/5/18 春闘 団交 春闘検討状況、熊本地震、制度改定他 ○

424 2016/4/12 春闘 団交 ２０１６年度春闘要求主旨説明

423 2016/3/25 交渉 事務折衝 人事制度改定 ○

422 2016/2/16 交渉 団交 人事制度改定

421 2016/2/2 交渉 事務折衝 中間決算 ○

420 2015/12/3 交渉 事務折衝 人事制度改定 ○

号外 2015/12/1 その他 支援行動 あいおい支部早期退職募集

419 2015/11/11 交渉 事務折衝 異議申立 ○

418 2015/10/19 交渉 団交 新執行部通知、便宜供与 ○

417 2015/9/28 総会 定期 第139回

416 2015/9/17 交渉 事務折衝 異議申立 ○

415 2015/8/11 交渉 事務折衝 異議申立、人事制度改定提案 ○

414 2015/6/2 春闘 妥結団交 大綱妥結 ○

413 2015/5/29 春闘 事務折衝 会社に再検討を求める ○

412 2015/5/22 春闘 団交 賃金、臨給についての会社回答、会社レター・役チャレシート ○

411 2015/5/14 春闘 団交 １５春闘回答、その他要求、新聞報道・レターの件 ○

410 2015/5/8 交渉 拡大事務折衝 新聞報道について、まごころ社決算、春闘検討状況他 ○

409 2015/4/13 春闘 団交 ２０１５年度春闘要求主旨説明 ○

408 2015/4/2 交渉 拡大事務折衝 異議申立 ○

407 2015/3/25 大会 臨時 第１３８回

406 2015/2/18 交渉 拡大事務折衝 異議申立、制度改定提案 ○

405 2015/1/29 その他 和解記念日 和解記念日にむけて

404 2015/1/5 交渉 拡大事務折衝 異議申立、中間決算など ○

403 2014/12/1 交渉 拡大事務折衝 異議申立 ○

402 2014/10/29 大会 本部 全国大会

401 2014/9/18 交渉 拡大事務折衝 異議申立 ○

400 2014/9/17 大会 定期 第137回

398 2014/8/13 交渉 団交 和解協定に関する件 ○

397 2014/6/17 春闘 春闘交渉 大綱妥結

396 2014/5/29 春闘 支部闘見解 １４春闘 ○

395 2014/5/27 春闘 拡大事務折衝 要求各項目について再検討を求める ○

394 2014/5/26 春闘 団交 賃金、臨給について、会社回答示される ○

393 2014/5/21 交渉 事務折衝 ガソリン代の変更、委任型募集人、ＪＡとの提携他

392 2014/5/21 春闘 団交 14春闘　回答、その他要求

391 2014/5/9 その他 決起集会 ４・２３春闘決起中央集会報告

390 2014/4/21 交渉 団交 ２０１４年度春闘要求主旨説明

389 2014/3/30 中央委員会 本部 第９３回中央委員会報告

388 2014/3/30 交渉 事務折衝 対人臨時費用、委任型募集人、超保険、オルグ時の対応等

387 2014/3/25 大会 臨時 第136回

386 2014/1/9 交渉 事務折衝 家族手当改定・中間決算・特定マーケットに対する特約他

385 2013/12/18 その他 外勤部 学習会報告



384 2013/11/22 交渉 団交 秋のたたかい、通勤交通費

383 2013/10/2 交渉 団交 新執行部通知

382 2013/10/2 大会 本部 全国大会

381 2013/10/1 その他 原水禁 報告

380 2013/9/29 大会 定期 第１３５回

379 2013/7/8 交渉 事務折衝 まごころ社決算・人事考課 〇

378 2013/6/27 交渉 事務折衝 昇級問題・まごころ決算・業績賞与算出スキーム（提案）他 〇

377 2013/5/30 春闘 春闘交渉 大綱妥結 〇

376 2013/5/29 交渉 事務折衝 昇級問題・代理店ポイント・まごころ社決算 〇

375 2013/5/27 春闘 支部闘見解 13春闘 〇

374 2013/5/26 春闘 春闘交渉 13春闘　再検討結果変わらず 〇

373 2013/5/21 春闘 春闘交渉 13春闘回答を受ける②　ベア・臨給 〇

372 2013/5/10 交渉 事務折衝 昇級問題・代理店ポイント・会社提案 〇

371 2013/5/8 春闘 春闘交渉 13春闘　回答受ける① 〇

370 2013/4/8 その他 大田決さん　お別れの会

369 2013/3/29 交渉 事務折衝 昇級問題・代理店移行問題 〇

368 2013/3/29 春闘 春闘交渉 13春闘　要求趣旨　　異議申請交渉収拾申し入れ 〇

367 2013/3/12 大会 臨時 第134回

366 2013/3/7 交渉 事務折衝 中間決算・長期自動車・ガソリン代　他 ○

365 2013/3/7 交渉 事務折衝 業績賞与算出スキーム・休日就業・顧客情報管理　他 ○

364 2012/10/31 交渉 事務折衝 休日就業・会社提案（ヤンゴン） ○

363 2012/10/31 交渉 団交 業績賞与算出スキーム提案・昇級問題・一人一言 ○

362 2012/9/18 交渉 事務折衝 休日就業・決算・人事考課・業績賞与　他 ○

361 2012/9/10 大会 定期 第133回

360 2012/8/29 その他 原水爆 土生

359 2012/8/10 交渉 事務折衝 休日就業・決算・自動車等級制度改定長期契約者対応 ○

358 2012/7/18 交渉 事務折衝 業績賞与・海外駐在員・ミニフリートの更新確認書

357 2012/6/29 その他 本社前宣伝行動業績賞与スキームのたたかい　ビラ配布

356 2012/6/27 交渉 事務折衝 人事考課・休日・まごころ決算・ミニフリ　他 ○

355 2012/5/31 春闘 春闘ハイライト 12春闘　業績賞与スキームのたたかい

354 2012/5/30 春闘 春闘交渉 12春闘　大綱妥結　

353 2012/5/26 春闘 支部闘見解 12春闘 ○

352 2012/5/24 春闘 春闘交渉 12春闘　再検討結果　変わらず ○

351 2012/5/22 春闘 春闘交渉 12春闘　再検討求める。会社、業スに問題意識表明 ○

350 2012/5/18 春闘 春闘交渉 12春闘　会社回答 ○

349 2012/5/11 交渉 事務折衝 春闘日程・休日・機構改革・ミニフリ　他 ○

348 2012/4/2 その他 ＪＡＬ闘争支援

347 2012/3/26 交渉 事務折衝 休日・川口・新残業・次世代育成 ○

346 2012/3/26 春闘 春闘交渉 12春闘　要求趣旨説明 ○

345 2012/3/26 交渉 団交 等級格付・Ｄ考課 ○

344 2012/3/12 その他 ビキニデー 磯崎

343 2012/3/10 交渉 事務折衝 休日・川口　他 ○

342 2012/3/8 大会 臨時 第132回

341 2012/2/25 交渉 事務折衝 Ｄ考課・休日・扱者表記・Ｔプロ・会社窓口 ○

340 2012/2/2 闘争 解決記念日

339 2012/1/30 交渉 団交 等級格付・異議申請 ○

338 2012/1/23 交渉 事務折衝 休日・川口・まごころ施策　他 ○

337 2012/1/20 その他 平和大会 沖縄　米沢谷・長田

336 2012/1/19 問題提起 役割変革

335 2011/12/6 その他 全員集会 瀧さんの講演

334 2011/11/2 交渉 事務折衝 休日・川口・まごころ施策　他 ○

333 2011/11/1 交渉 団交 等級格付③ ○

332 2011/9/28 交渉 事務折衝 休日・川口・扱者表記 ○

331 2011/9/22 その他 ＪＡＬ闘争支援

330 2011/9/14 大会 定期 第131回

329 2011/8/30 交渉 事務折衝 異議申請・休日･川口・扱者表記 ○



328 2011/8/24 その他 職場紹介 ⑨倉敷

327 2011/8/10 その他 原水爆 澤田

326 2011/7/28 交渉 事務折衝 業績スキーム提案・休日・徳島・川口　他 ○

325 2011/7/25 交渉 団交 等級格付② ○

324 2011/7/5 交渉 団交 等級格付① ○

323 2011/6/25 交渉 事務折衝 昇級を団交へ、業績スキーム提案・休日・職場　他 ○

322 2011/6/1 春闘 団交 11春闘　大綱妥結　 ○

321 2011/5/30 春闘 支部闘見解 11春闘 ○

320 2011/5/28 交渉 事務折衝 休日・徳島・川口　他 ○

319 2011/5/28 春闘 事務折衝 11春闘　再検討結果　変わらず ○

318 2011/5/19 春闘 団交 11春闘　再検討求める。自主交渉延長 ○

317 2011/5/16 交渉 事務折衝 決算・休日・徳島・川口　他 ○

316 2011/5/16 春闘 団交 11春闘　会社回答 ○

315 2011/5/2 交渉 事務折衝 震災・決算・休日・徳島・川口 ○

314 2011/4/11 交渉 事務折衝 震災・決算・休日・徳島・川口 ○

313 2011/3/22 その他 震災 大阪地協

312 2011/3/18 その他 震災 本部方針

311 2011/3/10 その他 職場紹介 ⑧荻窪

310 2011/3/7 その他 名古屋オルグ

309 2011/3/4 その他 職場紹介 ⑦東大阪

308 2011/3/4 その他 職場紹介 ⑥八王子

307 2011/3/2 その他 職場紹介 ⑤川口

306 2011/3/2 その他 職場紹介 ④秋田

305 2011/2/28 闘争 金融3争議 解決レセプション

304 2011/2/28 大会 臨時 第130回

303 2011/2/24 その他 職場紹介 ③徳島

302 2011/2/24 その他 職場紹介 ②浜松

301 2011/2/19 その他 職場紹介 ①京都

300 2011/2/12 交渉 事務折衝 休日・徳島・川口・まごころ決算　他 ○

299 2011/2/3 闘争 解決記念日

298 2011/1/31 交渉 事務折衝 休日・徳島・川口・掲示板　他 ○

297 2011/1/24 闘争 暴案闘争 記念集会　大阪

296 2010/12/30 その他 退職 田中健喜

295 2010/12/29 交渉 事務折衝 休日（労災解決）・徳島・川口・掲示板　他 ○

294 2010/12/15 交渉 事務折衝 休日・徳島・川口・掲示板　他 ○

293 2010/12/3 その他 便宜供与 組合室開き

292 2010/11/29 その他 便宜供与 組合室開き　告知

291 2010/11/28 交渉 事務折衝 休日・徳島・川口・八王子・契約書兼同意書　他 ○

290 2010/11/15 交渉 事務折衝 休日・徳島・川口・八王子・契約書兼同意書　他 ○

289 2010/11/15 その他 便宜供与 組合室開設

288 2010/10/25 交渉 事務折衝 休日・職場環境 ○

287 2010/9/27 交渉 事務折衝 休日（牛久保意見書）・シニア・職場環境　他 ○

286 2010/9/13 交渉 事務折衝 まごころ社の運営・シニア　他 ○

285 2010/9/13 交渉 団交 組合室　大綱合意 ○

284 2010/9/13 大会 定期 第129回

283 2010/8/4 交渉 事務折衝 まごころ社の運営・シニア　他 ○

282 2010/7/22 その他 職場状況報告

281 2010/5/27 春闘 団交 10春闘　再検討求める ○

280 2010/5/21 春闘 団交 10春闘　会社回答 ○

279 2010/5/14 春闘 会社より申し入れ10春闘　打切日までに回答を示せない。自主交渉延長 ○

278 2010/5/12 春闘 団交 10春闘　検討状況を聞く。 ○

277 2010/4/26 闘争 解決報告集会 4.16　日本青年館

276 2010/3/15 大会 臨時 第128回

275 2010/2/6 闘争 解決報告集会 2.3　エデュカス東京

274 2010/2/6 闘争 和解調印 全損保中執声明・弁護団声明

273 2010/2/6 闘争 全員集会 和解受け入れを決定



272 2010/1/27 闘争 ポスティング 支部主催　全国一斉　23回

271 2010/1/26 交渉 団交 退職金・年金制度に対する会社回答


