
2021 年度　活動経過報告
３．男女平等参画と多様性が尊重される職場・社会の実現

（６）安全衛生センターとの連携

安全衛生センターからの要請にもとづき、年 2 回の「安全衛生担当者研修会」や
「２０２１労災防止キャンペーン活動」を構成組織・加盟組合・地協に展開した。

労組専従役職員の労働保険適正加入の重要性と、各種手続きに関する年度更新
研修会に参画した。また、連合愛知ホームページの見やすい位置に安全衛生セン
ターのバナーを配置し、利便性を高めた。

３．男女平等参画と多様性が尊重される 
職場・社会の実現

（１）男女平等参画と多様性が尊重される職場・社会の実現

3.8 国際女性デーのタイミングに合わせて、ジェンダー平等やハラスメントの防止などコロナ禍において特に顕著と
なった女性特有の課題についてＷｅｂによる情報発信を行った。また、ＳＮＳを活用し、誰もが安心して働き続けられる両立
支援制度の紹介なども行った。

3.8国際女性デー

労災防止キャンペーン周知チラシ
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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。

女性役員がいる
　　組合から届いた声

連合愛知加盟組合　執行委員長の皆さま

なぜ労働組合が男女平等に取り組むの?
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
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
ハラスメントのない職場　　　　など

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。

誰もが働きやすい
職場環境に

●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

●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

●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

●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

●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

組合活動が変化

●女性組合員の活動への協力が得られ
やすくなった

●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

●女性組合員の相談や活動への参加が
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

●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

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

●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

　連合愛知が進める男女平等推進計画「ACTION PLAN AICHI－Ⅲ」
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
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。

Q 

女性執行委員が増えるとどうなるの?Q 

職場に
求められて
いるもの

実現には

あなたの組合では
男女平等参画が
進んでますか?

周知チラシ女性役員意見交換会

※〔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。

91.2％

最低到達
目標

２０２１年10月までに
達成しましょう!!

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

連合愛知の達成状況（2019年時点）

あと
もう少し！

構成組織 加盟組合

記載例

　　　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
→　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

　　　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

→　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

（最低到達目標・重点目標）
を 2つの目標 

運動方針（規約）への目標の記載内容について
●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。

●「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。

80.0
％

73.5％
57.9

％

運動方針（規約）に「男女平等参画」と「3つの目標」を明記

重点目標

女性役員を１人でも選出している組織を100%とする

連合愛知の達成状況（2019年時点）

できている
ところが
増えている！

構成組織 加盟組合

女性役員を選出

●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

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
取り組み例プラスワン

行動

クリティカル・マス
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。

3つの目標
目標１ 

A群 

B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
実現と女性の活躍の促進

　　　多様な仲間の結集
→　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

　　　労働運動の活性化
→　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

目標３

A群 

B群 

多様な仲間の結集と労働運動の活性化

目標２ 仕事と生活の調和

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。

※〔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。
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●現行の運動方針に明記しておらず、かつ2021年10月まで
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