
ーラム三重の三谷県議会
議員の４名より挨拶をい
ただきました。
　その後、メーデースロ
ーガンの確認、メーデー
宣言の採択、峯副実行委
員長（連合三重副会長）に
よる閉会挨拶の後、最後
は吉川実行委員長（連合
三重会長）の発声でがんばろう三唱を
行い、式典を締めくくりました。
　続いて、第２部のお楽しみ抽選会で
は、商品券や旅行券、家電製品など総
数３８本の賞品の抽選会を行い、会場
は大いに盛り上がりました。
　今年のブースは会場ロビーや会場
前で９時からスタート。亀山地協では、

▲ともにがんばろう

▲オープニングセレモニーは葛葉太鼓による
力強い演奏でスタート ▲熊本復興支援パネル展・募金▲亀山地協による亀山物産品の販売

～平和・人権を守り、あらゆる差別をなくそう！～
第８９回 三重県中央メーデーin亀山に集結

　４月２８日、亀山市文化会館の
大ホールにて組合員を中心に約８
００名が結集し、連合三重、亀山地
協、亀山地区労福協の共催によ
る「第８９回三重県中央メーデー
in亀山」を開催しました。　
　今年は、『平和・人権を守り、あ
らゆる差別をなくそう！　働く者
のための働き方改革をすすめ、す
べての仲間と結集しよう！』をスロ
ーガンに掲げ、式典とお楽しみ抽
選会を行いました。
　オープニングセレモニーでは、
地元亀山市を中心に活動してい
る葛葉太鼓保存会による力強い
太鼓演奏でスタートしました。
　第１部の式典は、夏本副実行委員長
（亀山地協議長）による開会挨拶ではじ
まりました。続いて主催者代表の吉川
実行委員長（連合三重会長）より、「今
年のメーデーは、『平和・人権・働き方』
の３つのキーワードがある。まずは平和
が大前提であり、その上で労働運動が
成り立っている。来年は統一地方選挙
や参議院議員選挙がある。政治は私た
ちの生活そのもの。来年は連合結成３
０周年を迎えるので、労働運動の力を
結集して取り組んでいく。」と挨拶しま
した。
　また、多くのご来賓にも出席いただ
き、代表して三重県の鈴木知事、亀山
市の櫻井市長、国会議員代表で参議
院議員の芝博一議員、新政策議員フォ

昨年被災地の熊本を視察した取り組
み報告の写真展と募金活動、亀山茶や
ローソクなど亀山名産品販売を行いま
した。また、福島復興支援販売、事業団
体アピール行動でうちわの配布、狭山
事件アピール行動でパネル展などが
行われました。
　連合三重は、今後も引き続き、労働
運動の社会的アピールとしてメーデー
を開催していきます。

▲亀山地協 夏本議長あいさつ

日本労働組合総連合会
三重県連合会

〒514−0004　三重県津市栄町1丁目891
ＴＥＬ.059−224−6152
ＦＡＸ.059−223−3633
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　連合は、男女平等推進への機運を高めるため、2004年より6月を「男女平等月間」と設定しています。これは、1985年6月に
男女雇用機会均等法の施行にともない、翌年より厚生労働省が6月を「男女雇用機会均等月間」と定めました。また、内閣府に
おいては、毎年6月23日～29日の1週間を「男女共同参画週間」としています。
　しかし、働く女性の現状は、男女間賃金格差をはじめ、ハラスメントなど解決していかなければならない課題はまだ多くありま
す。職場における男女平等課題の解消と、女性の様々な機会へ
の参画や両立支援の促進に取り組み、男女平等参画の実現を
めざしていきましょう。

日本のジェンダーギャップ指数はこんなに低い！？

女性管理職の状況

男女間賃金格差

選挙候補者、当選者に占める女性の割合の推移

世界ジェンダーギャップ指数
（2017年版）の上位国
1
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中　国
日　本
韓　国

＜内閣府・第４次男女共同参画推進基本計画では…＞

※女性の議員が増えると何がいいの？

項　目 現　状 目　標（期限）
衆議院議員の候補者に占める女性の割合 16.6％（平成26年） 30％（平成32年）

日本の女性の
賃金は男性の
7割程度

スウェーデン

■出所：厚生労働省「平成27年賃金構造基本統計調査」、JILPT「データブック国際労働比較2017」より連合作成
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フランス

84.5

イギリス

82.3

アメリカ

81.1

日本

72.2

韓国

67.6

こんなに
ジェンダーギャップ指数の

順位が低いのは、女性の参画が
足を引っ張っているせいなんだね！

何とかしないと！！

男女平等課題改善に
取り組もう！

　男性の賃金を100とした場合の日本の女性の賃金
は72.2と、欧米諸国より10ポイント以上低い。わが国
は国連の「女性差別撤廃条約」を批准しているが、男
女間賃金格差は一向に縮まらず、2016年3月には国
連女性差別撤廃委員会（CEDAW）から、「同一価値
労働同一賃金原則を実施することによって男女間賃
金格差を縮小するために努力する」よう勧告されました。

男性議員には相談しにく
いことなど、社会の中で届
きにくい女性の声を代弁
してくれる

福祉や教育など様々な課
題に当事者の目線が入り、
バランスの取れた政策提
案がされる

保育園の増設や介護の実
態など、今まで家庭内で女
性が担っていた課題に対し
て、きめ細やかに対応できる

女性の視点からの意見が
多くでるようになる

女性支援、DV対策など、
人権にかかわる取り組み
が強化される（党派を超え
て取り組むことも）

女性特有の課題の改善に
力が入る

　　　　　　etc ・・・

管理的職業従事者に
占める女性の割合（％）

12.1三重県

13.4全国

28位

女性有業者に占める管理
的職業従事者の割合（％）

0.5

0.7

①

①
②
③
④

⑤
⑥
⑦

② ③ ④ ⑥ ⑦

39位

■資料出所：平成24年就業構造基本調査

女性が管理職に就任することについては、
男性よりも女性の方が消極的

⑤

「男女平等月間」6月 は
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　職場におけるハラスメントの形態は多様化しています。また何らかのハラスメントを「受けた、見聞
きした」としている人は56.2％に及んでいます。ハラスメントの撲滅に向けては、誰もがハラスメント
の行為者になりえるため、自身の行為について今一度振り返り、必要があれば是正するという社会
認識を醸成していくことが不可欠です。

　連合「第4次男女平等参画推進計画」に対する「3つの目標」の達成に向けて、昨
年度、連合三重では産別と単組および地域協議会を対象に参画進捗状況の調査
を行いました。

2日間、弁護士相談も受け付けています。（先着順）
場所 ： 四日市市　じばさん三重　「小研修室」
　　　〒510-0075　四日市市安島1丁目3番18号

勇気をもってまず、相談して下さい。

※通常上記期間以外でも電話相談を行っています。（10：00～17：00）

女性相談員が対応

2018年第107回ILO総会（5月28日～6月8日）
議題 （基準設定：第1次討議）

※基準設定は2回討議される

条約か！？　勧告か！？
条約なら2011年以来の
条約になるよ☆

「仕事の世界における
 男女に対する暴力とハラスメント」

2030年に向けて世界が合意した
「持続可能な17の開発目標」（SDGs）です

ジェンダー平等の達成とすべての女性
および女児のエンパワーメント

『３つの目標』と具体的な取り組みの位置づけ

「男女平等参画の推進」に取り組むことの明記 26.0％74.0％

51.0％49.0％

100％

いる いない

「男女平等参画の推進」に取り組むことの明記

「男女平等参画の推進」に取り組むことの明記

運動方針に男女平等参画推進と
　　　　　3つの目標の取り組みを明記している組織100％

数値目標

ハラスメント対策を
強化しよう！

産別

単組

地協

連合三重男女平等
参画調査結果

連合三重の取り組
み

皆で取り組んで
いきましょう！

▲3.8国際女性デー

▲女性リーダー意見交換会

行動目標 具体的な取り組み内容

【目標１】
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
活躍促進

均等待遇の実現 １．街宣行動
２．春季生活闘争の取り組み策定と要請行動

働きやすい職場づくり
意識改革

１．女性役員との懇談会
２．意識啓発のための学習会

女性の活躍促進
１．男女平等参画トップ宣言の推進
２．構成組織・地協の取り組みに対する進捗状況と課題の把握
３．推薦議員との懇談

【目標２】
仕事と生活の調和

ワーク・ライフ・
バランスの推進
両立支援
意識改革

１．街宣行動
２．春季生活闘争の取り組み策定と要請行動
３．行政や経営団体への要請行動
４．労使によるセミナーなどへの参画
５．審議会を通じた意見反映

【目標３】
多様な仲間の結集と
労働運動の活性化

組合における男女平等
参画の推進

１．大会や各種委員会、諸行事などへの女性枠設置を通じた女性参画
２．運動方針や政策・制度への女性の意見反映
３．女性役員選出に向けた構成組織・地協への働きかけ

人財育成
１．連合本部主催のリーダー研修会への参加
２．行政や関係団体主催の研修会への参加
３．男女平等参画推進のための情報発信
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ぶらり
旅ユニオニ

オンの

　今回、パナソニックライティングシ
ステムズ労働組合伊賀支部の「家族
ふれあいパーティー」にお邪魔した
ユニ。
　今年は若い組合員のアイディアよ
り、連合三重のユニオニオンをはじ
め、東海労金のロッキー、名張の非公
認キャラクターひやわんなどのゆる
キャラを登場させ、ゆるキャラとの
「○×クイズ」や「記念撮影会」などを
行ったユニ。
　その後、メインイベントのお楽しみ
抽選会では、パナソニック製品のロ

▲毎年、このイベントを楽しみにしている組合員とその家族のみなさん（社員食堂にて）

▲楽しい明るい執行部とユースタッフのみなさん

▲どこでも人気の連合「ユニオニオン」と東海労金「ロッキー」

パナソニックライティングシステムズ労働組合伊賀支部
パッ！と明るい組合活動をパッ！と明るい組合活動を

ボット掃除機・美顔器・レ
コーダー・自社製のス
ピーカー付き照明器具
など豪華な賞品が準備
され、福原勝支部長が、
抽選を引くたび、会場が
大盛り上がりとなったユ
ニ。
　伊賀市にある同工場
は、住宅用シーリングライトや店舗の
照明器具を製造している会社であ
り、約３００名の組合員で構成し、女性
の組合員も多く、その取り組みも活

発であるユニ。
　女子会と題した
「ランチミーティン
グ」は、毎月１回の
ペースで、女性組
合員４～５名と工
場長など会社側と
で、職場の課題や
改善点などを話し
合うユニ。女性な
らではの視点から
職場の課題を見つ

け、その会から改善されたことも多
いというユニ。
また、今年の春闘では、産休や育休を
取得された組合員が、通常勤務から
短時間勤務に、短時間勤務から通常
勤務に移動が数回できる制度に改善
が図られたユニ。
　福原勝支部長は、「私たちの労働
組合は、楽しく・明るく・誰もが身近に
感じてもらえるような存在であるこ
とをめざしています。家族ふれあい
パーティーをはじめ、モクモクファー
ムでのバーベキュー大会やボウリン
グ大会など親睦会を通じ、組合員の
コミュニケーションを図っていま
す。」とおっしゃってたユニ。

三重県労福協
豊かで、公正な社会づくりをめざして。

〒514－0004　津市栄町1丁目891
三重県勤労者福祉会館内
ＴＥＬ　059－225－2855
ＦＡＸ　059－229－4433
ホームページ　http://www.mie-rofkyo.jp

私たちは、日本でただひとつ。はたらく人のための生活応援バンクです。

〒514－0003　津市桜橋2丁目126番地
ＴＥＬ　059－224－0336
ＦＡＸ　059－224－4819
ホームページ　http://tokai.rokin.or.jp

全労済は、共済事業をとおして「労働者福祉運動」をサポートします。

〒514－0004　津市栄町4－259－1
ＴＥＬ　059－227－6167
ＦＡＸ　059－225－5069
ホームページ　http://www.zenrosai.coop

理想の住まいづくりをカタチにする暮らしのパートナー。

〒514－8540　津市栄町1丁目891
三重県勤労者福祉会館内
ＴＥＬ　059－225－0851
ＦＡＸ　059－225－0337
ホームページ　http://www.mie-jsk.or.jp/

保障のことなら

安心社会づくりに向けた福祉活動に、各種団体と連携して取り組みます

特賞はもちろん
パナソニック製の
「お掃除ロボ」です。
(右・福原支部長）


