構成組織・地域協議会のトップリーダーによる
推進宣言
構成組織および連合愛知地域協議会のトップリーダーから、今後の活動推進における宣言をお寄せいただきました。
力を合わせて、
男女平等参画・女性参画を推進していきましょう。

自動車総連（加盟組織数：133）

議長

戸田 隆義

支部長

畑 慎一

議長

鎌田 隆司

「男女平等参画」「ワークライフバランス」の実現
に、
もはや待ったなし！男女問わず一人ひとりが個
性と能力を十分に発揮し誰もが活き活きと働くこと
ができる社会実現に向け、
挑戦し続けます！

セラミックス連合（加盟組織数：12）
執行委員長

牧田 辰夫

運輸労連（加盟組織数：30）

執行委員長

勝田 覚

女性の働く職場環境を整備することにより、女性
参画を積極的に進め、
女性や若者が希望をもって
働ける、
魅力ある運輸産業を目指します。

ゴム連合（加盟組織数：7）

議長

佐藤 宜弘

これまで推進してきた、仕事と家庭の両立支援の
拡充、年休取得促進含めた総労働時間の低減、
女性組合役員の拡大等々、
これまで以上に男女
共同参画の取り組みを前進させます。

我々には多様な業種がありその働き方も女性比
率も様々であるが、
あらゆる場面で各組合の役員
の意識改革を着実に前進させながら、「働き方改
革」推進に併せて目標達成に拘る。

セラミックス連合 東海地方本部は、幅広い女性
ニーズの集約をめざし、女性役員の参画を進め
ます。

ゴム連合は、
組織全体でプラスワン行動を実践し、
2020 年には女性役員 30％を目指します。

基幹労連（加盟組織数：54）

JAM（加盟組織数：114）

全国ガス（加盟組織数：3）

JEC連合（加盟組織数：18）

委員長

近藤 之

会長

木戸 英博

執行委員長

西村 建児

議長 松原 芳史

基幹労連愛知県本部は、
加盟組合と連携し、
労働
運動の活性化に向けて、多様な仲間、
なかでも女
性の参画促進で活力ある労働組合を築きます。

JAM 東海は、
ＪＡＭ東海・地区協・単組のあらゆ
る活動に、女性比率に添った女性の参画を促進
します。

全国ガスは、男女がともに働く喜びを実感できるよ
うな、公平で公正な職場環境を実現するとともに、
男女があらゆる場に共同で参画することを積極的
に推進します。

男女が共に明るく楽しく働ける環境づくりに努め
ます。

愛教組連合（加盟組織数：3）

電機連合（加盟組織数：51）

サービス連合（加盟組織数：18）

全自交（加盟組織数：6）

会長

森田 慎也

議長

可知 洋二

議長 中山 雄貴

委員長

服部 達彦

愛教組連合は、男女がともにいきいきと働き続けら
れるよう、
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた
取組を進めるとともに、男女共同参画社会実現へ
の学習を深め、
意思統一をはかります。

組織活性化の観点から女性役員の積極的な育
成および活動への参画を促し、男女平等参画社
会の実現に向けて、
活動を推進します。

サービス連合中部地連は、組織一体となって女性
の活躍とワークライフバランスの推進に努め、女性
が長く働ける職場環境作りに取り組みます。

乗務員不足の中、女性が働き易い職場環境の整
備を整え、
女性の活躍促進を実施します。その為
に、女性による女性の為の女性専用タクシーなど
を実施とともに仕事と生活の両立支援を行ってい
きます！

自治労（加盟組織数：44）

電力総連（加盟組織数：17）

国税（加盟組織数：21）

紙パ連合（加盟組織数：7）

中央執行委員長

清水 貞雄

会長

河野 一生

中央委員長

丸田 秀之

議長 石井 徳久

男女がともに担う自治労愛知県本部第 4 次推進
計画を着実に進捗し、職場や組合活動における
男女平等参画の推進、
ワーク・ライフ・バランスの
実現、臨時・非常勤等職員や男女間の賃金・労
働条件の格差是正に取り組みます。

男女が平等にいきいきと働くことができる職場や社
会環境を目指し、男女平等参画推進計画に基づ
く取り組みを着実に前進させるため、組織一体と
なって展開します。

名古屋国税は、
女性参画に向け、
環境整備に取り
組みます。

皆で、
皆が望む生き方の出来る社会組織構築をめ
ざし、
一途一心！

JP労組（加盟組織数：22）

情報労連（加盟組織数：17）

航空連合（加盟組織数：4）

国公総連（加盟組織数：4）

男女がともに安心して働き、暮らし続けられる男女
共同参画の推進に向けて、役割と責任を分かち
合い、男女がともに尊重された社会の構築に向け
て積極的に取り組みます。

女性組合員の更なる活躍と参加・参画を推進す
るため、意見交換などを実施するとともに、仕事と
生活の調和に向けた諸制度に対する理解浸透や
職場環境整備に向けた論議を企業とも積極的に
行います。

女性メンバーを対象とした意見交換会やセミナー
の開催を検討します。航空連合愛知として女性
が働きやすい環境整備に取り組み、女性の参画
促進を目指します。

男女平等の公務職場の実現を求め、女性の活躍
促進とワーク・ライフ・バランスの推進に積極的に
取り組みます。

フード連合（加盟組織数：76）

私鉄総連（加盟組織数：4）

政労連（加盟組織数：16）

税関（加盟組織数：1）

愛知フード連合は、男女が互いを尊重し、役割と
責任を分かち合い、
誰もが生き生きと活躍できる社
会を目指し、
積極的に活動に取り組みます！

組合活動に男女が共に参画できるよう女性役員選
出に積極的に取り組むと共に女性組合員の声を
集約・要求化できる組織体制の構築をめざします。

執行委員長 山本 浩吏

議長 山田 禄之
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UAゼンセン（加盟組織数：166）

JR連合（加盟組織数：16）

議長

議長

豊田 弘

大久保 彰

会長

執行委員長

北川 和樹

栁田 展幸

あらゆる分野への女性の参画を積極的に推進し
よう‼

議長

執行委員長

鈴木 孝弘

平川 信一

「ワーク・ライフ・バランスの実現」、「男女が働き
やすい職場の実現」に向け、組合が率先して当
局に働きかけを行います！
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印刷労連（加盟組織数：5）

議長

小林 明

本部長

加藤 公紀

名古屋地域協議会（加盟組織数：489）

尾張中地域協議会（加盟組織数：89）

代表

東山 哲也

代表

青木 清

我々愛知地協は、社会における女性参画 30％を
達成すべく、各構成組織まで落とし込み取り組み
を行います！

東海労金労組は、
男女ともに働きやすい職場環境
をめざし、「女性活躍推進法行動計画」「次世
代法行動計画」を達成するため、組合員一体と
なって積極的に取り組みます！

名古屋地域協議会は、
名古屋市への重点政策提
言書提出行動などを通じ、
行政とも連携を図りなが
ら、男女がともに働きやすく暮らしやすい社会をめ
ざして積極的に取り組みます！

男女平等が叫ばれて久しい。構成組織に女性役
員を。単組の執行部に女性役員を。地協でクオー
ター制の導入を。これらが当たり前の労働運動
の早期実現を。

海員組合（加盟組織数：1）

交通労連（加盟組織数：18）

尾張東地域協議会（加盟組織数：39）

知多地域協議会（加盟組織数：94）

支部長 金子 浩行

支部委員長

星野 好則

代表

江頭 隆行

代表

清原 浩

海運界全体で船員不足が顕著となる現状におい
て、女性の活躍に期待が寄せられています。女
性船員が安心・安全に就労できる環境整備に向
け、
使用者側に意識改革を求めることも含め、
取り
組みを強化していきます。

交通労連中部地方総支部愛知県支部では、
共に
働く職場の仲間同士で、
各種活動や研修・会議等
を通じて男女が共に協力し合うことの出来る「活
気ある職場・地域生活」を目指しています。

尾張東地協の構成組合３９組合に女性役員の参
画をお願いし、３０％を目指します！

連合愛知知多地協は、
ディーセントワークの実現、
女性の活躍を推進し、女性役員２名以上の選出
について、
全力で取り組みます。

メディア労連（加盟組織数：6）

JR総連（加盟組織数：2）

尾張南地域協議会（加盟組織数：67）

尾張西地域協議会（加盟組織数：84）

メディア労連中部支部は、働くママさんとのランチ
ミーティングなどを通じて声を聞き、
ワークライフバ
ランスの推進に努めるとともに、男女が共に働きや
すい職場環境作りに取り組んでいます。

アクションプラン実現に向けてさらに取り組みを強
化します。

全水道（加盟組織数：1）

労済労連（加盟組織数：1）

全水道は、職場で数少ない女性が働きやすく、男
女が対等な立場の環境づくり、積極的に参加でき
る労働組合の環境づくりに取り組みます。

労済労連は、女性の組合活動の参加を積極的に
進めます。

豊田地協は加盟組織と協力し、男女平等参画社
会の実現に向けて積極的に取り組みます。

労働力人口が減少していく中、
今後更なる女性活
躍が期待されています。労働運動をはじめ組合
活動を推進する上でより一層、女性目線の声が必
要であるため、
女性の役員登用に積極的に取り組
みます。

全国競馬連合（加盟組織数：1）

森林労連（加盟組織数：1）

三河西地域協議会（加盟組織数：81）

三河東地域協議会（加盟組織数：56）

三河西地域協議会は、
地協役員の女性参加 30％
を目指し、加盟組合に対し女性役員の選出とク
オータ制の導入を積極的に働きかけていきます。

連合愛知三河東地協は、積極的に女性登用を推
進し、地域と一丸となって男女平等参画社会を目
指します。

議長 小嶋 一適

執行委員長 中島 彰夫

執行委員長

齋藤 政志

全国競馬連合東海地方厩務員労働組合は、
連合
愛知の取り組みに賛同し、
女性の活躍を進めます。

地域ユニオン（加盟組織数：16）

執行委員長

清水 貞雄

性別の違いや、雇用形態の違いなどで格差が生
じない様、ハラスメントが起こり得ない環境整備
を、
労使が一丸となって取り組みます！
！
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全労金（加盟組織数：25）

議長 山田 哲也

分会長 山内 嘉孝

議長 日置 順昭

働く女性の参画のため、
子育て世代が安心して働
ける制度要求に努めます！

代表

鈴木 忠

連合愛知尾張南地協は、
連合愛知全体と協力して
「女性が活躍しやすい環境づくり」も推進した上
で、関係者一同で連携しながら男女共同参画社
会を目指します。

豊田地域協議会（加盟組織数：85）
代表

小澤 仁和

代表 柴田 勝利

豊橋地域協議会（加盟組織数：49）
代表

代表

福島 孝司

連合愛知尾張西地協は、加盟労組が一丸となっ
て、組合、会社、
そして社会において、「男女平等
参画推進」と「３つの目標」に積極的に取り組み
ます。

三河中地域協議会（加盟組織数：81）

代表 新田 正宏

代表

水野 正行

鈴木 康夫

豊橋地域協議会はＡＣＴＩＯＮ ＰＬＡＮ ＡＩＣＨＩ-Ⅲ
の目標達成に向け、
全力で取り組みます。
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