2021 年度

活動経過報告

４．福祉・社会貢献活動の取り組みとメーデーをはじめ平和・人権・環境・国際など連帯活動の推進

（２）「第３次男女平等参画推進計画」の総括および課題の共有と実践
2020 年 10 月に期限を迎えた「ACTION PLAN AICHI- Ⅲ」においては、
「女性参画の必要性」の認識の高まりや、後
期行動目標として独自に取り組んだ「プラスワン行動」の実施などにより、構成組織の約 7 割、加盟組合の約 6 割が、1
人以上の女性役員選出をするなど、確実に前進した。しかし、掲げた目標のすべてを達成できていないことから、引き続
き、男女平等参画に向けた取り組みを重点的に行うこととした。
また、期間を 1 年間延長した、
「ACTION PLAN AICHI- Ⅲプラス」は、
「重点目標」と「最低到達目標」を周知するチラ
シを作成・展開した。
2021 年 11 月から３年間を実施期間とするジェンダー平等参画推進計画「ACTION PLAN AICHI- Ⅳ」フェーズ 1 を
策定し、重要課題として推進することを確認した。女性役員間のネットワークづくりを目的とした「女性役員意見交換会」
は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止とした。
連合愛知加盟組合

２０２１年10月までに 2つの目標 を
（最低到達目標・重点目標）
達成しましょう!!

執行委員長の皆さま

あなたの組合では

男女平等参画が

最低到達
目標

運動方針（規約）に「男女平等参画」と「3つの目標」を明記
連合愛知の達成状況（2019年時点）

進んでますか?

構成組織

あと
もう少し！

連合愛知が進める男女平等推進計画「ACTION PLAN AICHI−Ⅲ」

運動方針（規約）への目標の記載内容について

加盟組合

●現行の運動方針に明記しておらず、かつ2021年10月まで
に新たな運動方針を策定する予定がない場合は、個別
の方針等で明確化をはかる。

80.0

91.2 ％

●「上部組織の運動方針に明記してあり、それに基づき取
り組んでいる」組織については、自らの方針（規約）等へ
の明記についても積極的に取り組む。

％

●「3つの目標」については、類似する内容に少しでもふれ
ていれば、明記しているものとみなす。

運動方針（規約）に、男女平等参画の推進と「※3つの目標」について
の取り組みを明記している組織（構成組織・加盟組合）を100％とする

の目標達成に向けて、2013年の策定以降、それぞれの組織において
様々な取り組みが行われたことにより、すべての目標において少しずつ
ではありますが着実に前進が図られています。
しかしながら、2020年までとした目標は未達成となる見通しである

3つの目標

記載例

ことから、目標達成に向けて2021年10月まで最大限の取り組み

を展開します。
目標１

Q

働く時間と生活時間のバランスが取れている働き方
仕事と育児・介護を両立して働き続けることが出来る職場

ハラスメントのない職場

Q

女性役員意見交換会

→ 同じ職場で働くすべての労働者の取り組み、パート・有期・
派遣契約などで働く仲間の女性役員の育成・選出
など

B群

B群

仕事と生活の調和

男女平等、男女共同、男女の賃金・労働条件の向上（男女間
賃金格差の是正）、ポジティブ・アクションの推進
など

など

女性役員がいる
組合から届いた声

重点目標

●ハラスメント対策、両立支援対策、男女
平等に関する課題が前進した

●女性組合員の活動への協力が得られ
やすくなった

●職場環境や特別休暇など男性では気づ
かない部分に視点がいくようになった

●各種会議や行事等に男女の関係なく参
加する体制が出来てきている

●労使協議会で、女性の声を女性が直接
会社に伝えることができるようになった

●女性組合員の相談や活動への参加が
増えた

●子育て期の女性の働きやすい環境を
整えるための取り組みが増えた

●若手女性組合員へのフォローなど女性
役員育成の期待感がもてるようになった

●社員のみならずパートの女性役員を登
用したことで、課題の共有をより一層
図れることになった
など

●女性活躍などの学習会の企画・立案を
任せたところ内容の充実がはかれた
など

組織強化、組織拡大、労働相談の実施、男女平等推進委
員会・女性委員会の設置
など

女性役員を選出
連合愛知の達成状況（2019年時点）
構成組織

組合活動が変化

労働運動の活性化

→

※〔Ａ群〕と〔Ｂ群〕とで内容的に重複する部はあるものの、原則、両方を意識した記載を求める。

労働組合みずからが男女平等参画を進め、多様な仲間が集う魅力と誰もが活動に参画しやすい
組織となって、労使で職場の課題を解決していくことが必要です。

女性執行委員が増えるとどうなるの?
誰もが働きやすい
職場環境に

目標３ 多様な仲間の結集と労働運動の活性化
A群 多様な仲間の結集

→ 働きやすい職場づくり、やりがいのある職場づくり、安心して
働ける職場環境の整備、公正な労働条件の確保、ハラスメント
や差別のない職場づくり
など
→

性別や年齢、障がいの有無や就労形態、国籍にかかわらず誰もが
活躍出来る職場

実現には

働きがいのある人間らしい仕事（ディーセント・ワーク)の
実現と女性の活躍の促進

A群 働きがいのある人間らしい仕事（ディーセント・ワーク）の実現

なぜ労働組合が男女平等に取り組むの?
職場に
求められて
いるもの

目標２ 仕事と生活の調和
→ ワーク・ライフ・バランス、妊娠・出産、育児・介護、不妊治
療等との両立、次世代育成支援、子育て支援、就業継続、長
時間労働の是正
など

活動スタイルの見直し
●執行委員会の開催時間を工夫するよう
になった（例:時間後から日中開催に変
更）
●会議開催時間を工夫し、効率化を図る
ことが出来た

できている
ところが
増えている！

57.9
％

女性役員を１人でも選出している組織を100%とする

●子連れ行事や託児サービスを活用する
行事を多く取り入れた
●飲み会の時間が短縮した（1次会での
解散）
など

クリティカル・マス

加盟組合

73.5％

プラスワン
行動

圧倒的な男性中心社会において、わずかに女性が参画した
ところで個性や能力を存分に発揮することは難しく、男性
優位の構造は変わりません。必要なのは、一気に一定割合
にすることであり、その変革の境界線を物理学の用語で
「クリティカル・マス」と言います。影響力を行使し得るよ
うになる具体的な数字は、女性の政治参画の文脈では
30％とされています。

女性役員の選出をめざし、まずは組合活動に「女性」が参画できる取り組みを進めましょう
取り組み例
●女性役員・組合員向けセミナーの開催
●女性組合員の声や意見を聞く機会の設置
●組合活動の時間の見直し（時間の短縮、開催形態の変更）
●上部団体が主催するセミナー等へ女性の参加者数を増やす
など

周知チラシ

４．福祉・社会貢献活動の取り組みとメーデーをはじめ
平和・人権・環境・国際など連帯活動の推進
（１）自主福祉活動の推進
愛知県労働組合役員共済会は、定期的な理事会運営のもと、組合の役職員が安心して活動に従事できる制度であるこ
との周知活動および加入促進に取り組んだ。特に、未加入組織に対する加入促進に努め、8 月末現在、全体として契約団
体は 279 団体、加入者数は 10,620 人、契約口数 98,718 口となった。また、更新月の前には案内書類を送付し、継続
更新が確実に行われるよう取り組んだ。
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（２）社会貢献活動の推進
①連合愛知助け合い運動
昨年度同様、コロナ禍での取り組みとなったものの、構成組
織・加盟組合の協力を得て 3,720 万円の募金を集約すること
ができた。募金は施設へ配分するとともに就職・進学支度支援
金として今春児童養護施設等を卒業した児童 107 名に贈呈し
た。募金の総額は、1992 年から通算して 11 億 2,093 万円と
なった。
助け合い運動の理解促進に向けて、執行委員会での募金寄
託式の開催やパンフレットの配布を行った。また、今回から子ど
も食堂の運営費用の補助を新たに配分項目として追加し、29
か所へ配分を行った。

助け合い運動カンパ金寄託式

②世界寺子屋運動への参画
2020 年 12 月～ 2021 年 2 月の期間において「書き損じ
はがきキャンペーン」を取り組んだ。各組織より書き損じはが
き 20,149 枚（94 万円相当）をはじめ、切手、クオカード、ギフ
ト券・商品券などの金券類（16 万円相当）を集約した。はがき
類の贈呈式は執行委員会の前段で開催し、世界寺子屋運動名
古屋実行委員会に贈呈した。これまで連合愛知が贈呈した書き
損じはがきは 520,746 枚（2,446 万円相当）となった。

書き損じはがき贈呈式

③エコキャップ運動の取り組み
各組合や学校などより収集したエコキャップ 167,528 個（ポリオワクチン 195 名分・CO2 削減量 1,227㎏）の売
却益を「世界の子どもにワクチンを日本委員会」に寄付した。これまでに寄付した累計は、エコキャップ収集数として、
1,860,646 個（ポリオワクチン 2,179 名分・CO2 削減量 13,729㎏）となった。

④ここあファーム・フードバンクの取り組み
フードドライブを 4 月～ 5 月にかけ実施し、構成組織・地協の協力を得て 3,364kg を集約した。食品はフードバンク
ＮＰＯ「セカンドハーベスト名古屋」
「東三河フードバンク」へ提供し、同ＮＰＯより生活に困窮されているご家庭や福祉施設
に届けられた。また加盟組合が独自でフードバンクに食品を届けるなど、活動の輪が広がった。
「ここあファーム」では、育てたお米 570kg をはじめ、ジャガイモ、玉ねぎなどの農作物計 1,760㎏をセカンドハーベス
ト名古屋に提供し、県内の福祉施設に届けられた。
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セカンドハーベスト名古屋へ提供

（３）愛知県中央メーデーの開催
「第９２回愛知県中央メーデー」は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止の観点からＷｅｂ開催し、ＳＮＳ
にて動画配信も行った。式典ではメーデー実行委員
長挨拶の中で、コロナ禍だからこそ働く仲間の団結
が必要であることや、特別報告では、増加するカス
タマーハラスメントの実態に、労働組合としての対
応の必要性について報告した。各地協のメーデーに

愛知県中央メーデー

ついても、Ｗｅｂ開催など新型コロナウイルス感染症の対策を踏まえ開催した。

（４）文化・レク事業の推進
名古屋フィルハーモニー交響楽団による「連合愛知クラシックコンサート」は、2020 年 11 月～ 2021 年 5 月にかけ、
組合員限定としたＷｅｂ配信を行い、延べ 5024 回の視聴があった。
家族参加型レクリエーションは、家族で県内のレジャー施設を楽しめる「家族とのふれあい

おでかけプラン」を展開し、

当初の想定を超える 1,400 名以上の応募があった。
ここあファームでは 11 月に「稲刈り収穫祭」および「芋ほり収穫祭」を行い、20 家族 76 名の参加があり好評を得た。

「家族とのふれあいお
でかけプラン」チラシ

ここあファーム「稲刈り収穫祭」

ここあファーム「芋ほり収穫祭」
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（５）地域防災と安心・安全なまちづくりの推進
愛知県内で大規模災害が発生した場合、早期
に災害ボランティア派遣が行える体制の構築を
目的に、ボランティアセンターの運営母体となる
愛知県社会福祉協議会と「災害ボランティア派遣
に関する協定」を締結した。あわせて、各地協で
は市町村社会福祉協議会と連携に向けた意見交
換を行った。
交通安全の啓発では、連合愛知が加盟する愛
知県交通安全推進協議会が実施する交通安全運
動と連動し、各季において交通安全啓発行動に
取り組んだ。
災害ボランティア協定締結式

（６）被災地の復興・再生に向けた取り組み
2019 年 10 月に発生した台風 19 号による長野災害において派遣した災害ボランティアの経験を踏まえ、東海ブロッ
ク担当者会議内にて「災害救援ボランティア対応マニュアル」策定に向けた意見交換を行い、各県の具体的な対応や必要
備品などについて協議を進めた。

（７）平和・人権など国民運動の推進
①平和運動の取り組み
「２０２１連合平和４行動」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から派遣を取りやめ、本部が展開する平和式典
のＷｅｂ配信等の周知・視聴を展開した。また「原爆パネル展」を、金山総合駅イベント広場にて 8 月に 2 日間開催した。
9 月には「核兵器廃絶に向けた要望書」を在名古屋アメリカ領事に手交するとともに、コロナウイルス感染症拡大防止の
ため面会が叶わなかった在名古屋中華人民共和国総領事館に対しては要望書を送付した。

核兵器廃絶に向けた要請行動
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②人権運動の取り組み
人権が尊重されるまちづくり条例の制定を、愛知県への要望書に盛り込んだ。また、部落解放愛知県共闘会議と連携し、
6 月の愛知研修会へ参画した。

（８）国際連帯の推進
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、国際交流は中
止とした。
2021 年は国連が定めた「児童労働撤廃国際年」であり、ＳＤＧ
ｓ8.7 に含まれる「2025 年までに児童労働ゼロ」を実現するた
め、児童労働ネットワークが行う「ストップ！児童労働キャンペーン
２０２１」に取り組み、ＳＮＳで啓発を行った。

ストップ！児童労働キャンペーン２０２１

５．政策実現に向けた政治活動の推進
（１）政治活動の推進と政治参画意識の向上
第 49 回衆議院議員選挙を控え、1 月に政治
研修会を開催し、連合の政策実現の取り組みや、
政党の動向および連合が掲げる共有する理念な
どの理解浸透に努めた。また、4 月には「ＳＮＳな
どを活用した選挙期間中にできる選挙運動」を学
ぶ臨時政治担当者会議を開催した。
国政・県政研修会を検討したが、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の観点から中止とした。

臨時政治担当者会議
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