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組織拡大・強化の取り組み

（１）組織拡大の推進・強化

①「第 7 次組織拡大中期計画」の実践
第 2 クール「ACTION」期間の活動として、年 2 回の取り組

み月間（推進月間と強化月間）を設定して取り組んだ。推進月
間では、地協新任役員を対象に、組織拡大活動の推進を図る
ため、実践研修会（地協編）を開催した。また、強化月間では、
非正規労働者の組織化をテーマとしたセミナーを開催し、非
正規労働者の組織化にむけて推進を図った。

その結果、2017 年度の実績は、12,350 人の拡大となり、
単年度で15,000人の拡大目標に対する達成率は83％となっ
た。

② 連合愛知組織拡大推進チームによる支援強化
地方アドバイザーの 3 名体制を維持し、構成組織ならびに地協の組織拡大活動に対し支援強化を図った。具体的には、

構成組織の組織拡大担当者とターゲットの状況や課題などについて情報共有を図った。（9 構成組織で実施）
また、地協の組織拡大委員会のサポートとともに、組織拡大委員のオルグスキル向上にむけ同行訪問などを通じて支

援強化を図った。

③労働相談センターとの連携強化
労働相談センターには、年 3 回の全国一斉労働相談ダイヤ

ルを含めて年間 800 件を超える相談が寄せられた。その相
談の中から、内容や企業名を聞き出した案件を中心に、組織
拡大局・地方アドバイザーの組織化ターゲットデータとして活
用し、連携を図った。また、「労働相談センター」の認知・定着
を図ることを目的に、本年度は、月1回の街宣と 3 地協のメー
デーにおいて労働相談センターブースを出展するとともに、「労
働相談カード」を構成組織・地協・政策推進議員懇へ展開し、
未組織企業で働く労働者への浸透を図った。

組織拡大実践研修会

労働相談ダイヤル
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④連合愛知地域ユニオンとの連携強化
組織拡大推進チームとして労働相談からの組織化にむけた支援活動

を連合愛知地域ユニオンと連携を図り取り組んだ結果、4 つの労働組
合の組織化を成し得た。また、加盟組合の構成組織移行は至らなかった
が、3 つの加盟組合において構成組織との情報交換を行い、移行にむけ
て前向きな検討を進めている。

（２）組織活動の充実強化

①構成組織との連携強化
連合がめざす姿や連合愛知が進むべき方向性について、構成組織との共通認識を図ることを目的に、「執行委員非選出

構成組織との意見交換会」を全対象組織からの参加をめざし2 回に分けて開催した。また、構成組織の日常活動に対す
るフォローアップを目的に、時宜をとらえた訪問活動を実施した。訪問活動では、連合愛知が進める各種取り組みに対して
構成組織の抱える課題などについて把握するとともに、連合愛知の活動に対する理解と協力を求めた。

②地協活動の充実強化
連合愛知と地協との一体的な活動を進めるため、地協代表者会議、

地協役員研修会、地協三役意見交換会を開催した。
また、地協事務局長会議を、毎月の執行委員会終了後を基本に開催

し、各種取り組みについて共通認識を図った。
加えて、各地協幹事会に会長や事務局長が訪問することで、連合活動

に対する地協からの意見を直接聞く機会を設けた。

③部門連絡会の活動充実
金属部門連絡会は、春闘における取り組み共有を

はじめ、JCM 東海ブロックの活動や各構成組織の
取り組み状況などの意見交換とともに役員研修会
を開催した。

交通・運輸部門連絡会は、愛知県交運労協と連
携し、年間活動計画にもとづく春闘関連の情報交換
とともに、交通関連施設の視察（中部国際空港内）
や愛知県・名古屋市・愛知県警への要望書の取りまとめを行い、7月に要望書を提出した。

官公部門連絡会は、年間活動計画にもとづき 9 月の官公部門学習会や要請行動の内容について検討するとともに、公
務労働者の労働条件整備にむけ、3 月には愛知県知事と名古屋市長に対して、3・7 月には人事院中部事務局や愛知県・
名古屋市人事委員会に対し要請行動を行った。

地協役員研修会

官公学習会官公部門学習会

丸善労働組合結成大会
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④事業団体との連携強化
執行委員会で各事業団体の活動・取り組み状況などを構成組織へ PR する場を設けるなど、取り組みに対する連携を強

化した。また、地協においては労福協各支部主催の各種行事に参加するなど連携を図った。
勤労者安心ネットワークセンターについては、担当者会議を開催し、課題などの共有化、システムの見直しおよび広報

活動の進め方などについての検討を行った。（年間相談件数 143 件）

⑤ シルバー倶楽部との連携
連合愛知シルバー倶楽部

は、定期的に三役・幹事会を
開催し、退職者連合の方針を
地域で推進するための活動検
討を行うとともに、民進党愛
知県連への要請行動やブロッ
ク会議への出席など積極的な
活動を行った。11月には会員
相互の連帯と親睦・交流を図
ることを目的に、「第26回定期総会」「おたのしみ演芸会」を開催した。また、組織拡大の取り組みを進めるため、連合愛
知と連携しながら構成組織における退職者組織の実態調査および訪問活動を行った。

（３）連合東海ブロック活動の連携強化

連合東海ブロック連絡会の代表幹事県として事務局を
担い、連合中央執行委員会などに出席してブロックとして
の意見反映を行った。

連合本部が提起する諸課題について、東海ブロック各県
連合会と連携を深めながら、積極的な活動を展開した。

特に「クラシノソコアゲ応援団！RENGO キャンペーン」
では、街宣行動用に器材を作成し各県連合会・地協に配
布し取り組みの盛り上げを図った。

また、社会問題となっている長時間労働の是正をはじ
めとした「働き方の見直し」をテーマとした「東海ブロック
2017政策研究集会(7月24日～25日)」に参画し、ブロッ
ク内各県と積極的に議論を行い、認識を深めた。

１．組織拡大・強化、人材育成を実践し社会的影響力のある労働運動の展開

シルバー倶楽部 第26回定期総会 シルバー倶楽部 おたのしみ演芸会

東海ブロック政策研究集会
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（１）連合愛知ユニオントレーニングの実践

2014 年度より実施している中小労組役員を
中心とした、「ユニオントレーニング　アドバンス
コース」を継続して開催し18 名が受講した。カリ
キュラムにはオープン講座を併設し、より多くの組
合役員・組合員が参加し、好評を得た。

また、昨年度修了生の「フォローアップ講座」も
同時に開催し、今年度受講生との意見交換会を
行った。

本年度より「リーダーズコース」を新たに開設し15 名が受講した。リーダーとしての物事の捉え方や、答えを導き出すこ
とを基本としたカリキュラムとした。

（２）青年委員会の取り組み

年間計画にもとづき、委員会内において議論を行い、企画から実施まで
を行った。「ECO とやろう！キャンペーン」は名古屋地協メーデーフェスティ
バルにおいて開催した。

ZIP-FM ラジオ番組は、制作から携わり、新社会人を対象に働くことをと
もに考える番組作り・出演を行った。

ふれあいフェスティバルを 5 月に参加者 164 名（男性 83 名、女性 81名）
で実施し、組合員同士の交流を図った。

学習会は、第 1回を 2 月に女性委員会と合同で開催し、土肥会長との対
話会、「LGBT について考える」をテーマにセミナーを実施した。第 2 回を 6
月に、連合本部連帯活動局との対話会、民進党蓮舫代表との対話とともに、
愛知県選出国会議員との意見交換を行った。

9 月に、ユース・フォーラムを開催し若年層組合員の組織を越えた交流
を深めた。

青年委員会の活動を都度 Facebook にて発信し、組合員への理解促進
を図った。

（３）女性委員会の取り組み

女性同士のネットワークづくりを目的として、5 月に女性役員（副会長・
執行委員・地協女性役員）意見交換会を行うとともに、10 月には、女性
委員会が企画・運営した「女性セミナー ～輝く女性役員になろう！～ 」を
57 名の参加のもと開催し、今後の活動へのスキルアップにつながった。

また、エンパワーメントの向上をめざし、連合本部の芳野副会長を招き
労働運動の第一線で活躍する女性との意見交換を実施した。

街頭宣伝行動では、3.8 国際女性デーと 6 月の男女平等月間にあわせ、
職場や社会における男女平等の推進や女性活躍の必要性などを訴えた。

１．組織拡大・強化、人材育成を実践し社会的影響力のある労働運動の展開

ECOとやろう！ キャンペーン

ふれあいフェスティバル

3.8国際女性デー街頭宣伝行動

ユニオントレーニング　リーダーズコースユニオントレーニング　アドバンスコース
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（１）効果的な広報活動

連合愛知ホームページ、公式 Facebook を活用し、各種取り組みの告
知と実施状況について情報発信を行うとともに、引き続き、ホームページ
への誘導を図るための対策を行った。

昨年に続き、メーデーにおける電子看板、名古屋市インフォメーション
ボード（美術館・博物館・科学館）にて連合愛知の取り組みを広く県民に
告知するとともに、連合愛知ホームページや Facebookへの誘導を図っ
た。

連合愛知「組合員意識実態調査（Web アンケート）」を実施し、連合愛
知組合員の意識調査を行い今後の取り組みにつなげた。

毎月 5 日「連合の日」において、連合愛知・地協内にメルマガ登録を依
頼するとともに、各構成組織には登録拡大の協力要請を行った。

（２）連合運動を社会に広める取り組み

①若者にむけた取り組み
連合愛知助け合い運動「就職支度支援金贈呈式」にて、就職予定者に対し「知っ手帳」

を配付した。
また、愛知県やヤング・ジョブ・あいち（あいち若者就業支援センター）と連携を取り

ながら、受付窓口や就活展などの催しを通じたなかでの配付を依頼した。
連合愛知寄付講座については、大学への提案を行ったが、開設には至らなかった。

１．組織拡大・強化、人材育成を実践し社会的影響力のある労働運動の展開
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（４）「第 3次男女平等参画推進計画」の実践

男女平等参画推進委員会のもとで、中間総括および後期行動目標の策
定を行った。後期行動目標では、2020 年度の最終目標にむけ組織の実
態に即した進め方で、確実に前進する取り組み「プラスワン行動」を要請す
ることとした。

6 月の男女平等月間には、労働組合における女性の活躍推進について
のセミナーを開催するとともに、労働組合だけでなく広く職場や社会にお
ける男女平等参画の実現を訴えて街頭宣伝行動を行った。

2017男女平等月間セミナー
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② 継続的かつ戦略的な街頭宣伝行動の
    取り組み

連合の政策や平和行動などの活動を幅広く県
民に訴えるため、11 地協と連動して月１回実施
することを基本とした連合愛知街頭宣伝行動年
間計画を策定し、県下各地域で実施した。

また、情勢に合わせた緊急街宣なども実施し、
連合の取り組みを広く県民に訴えた。

街頭宣伝行動を広く県民に訴えるため、連合
愛知ホームページ・Facebook に、開催告知や
行動状況を発信した。

（３）「クラシノソコアゲ応援団！ＲＥＮＧＯキャンペーン」の継続的な取り組み

「奨学金制度の拡充」や「長時間労働の是正」など、連合の求める政策を後押しするため、国会情勢にあわせた街頭宣伝
行動や街頭アンケートなどの活動を地協との連携のもと実施した。
「長時間労働の是正」にむけた街頭アンケートでは、全体で 1,322 名から回
答を得ることができた。その後、アンケートの集約結果をまとめたチラシを作
成し、地協との連携により県内各地域において配布することで、「長時間労働の
是正」に向けた連合の考え方について訴える取り組みを行った。

街頭宣伝行動（7月） 連合愛知公式Facebook

「長時間労働の是正」にむけた街頭アンケート 街頭アンケート結果
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