
連合「第4次男女平等参画
推進計画」を着実に実行する
ことにより、男女が対等・平等で
人権が尊重され、役割と責任を
分かちあう男女平等参画社会が

構築されます。
連合三重は構成組織・単組・地協と

連携し、「3つの目標」の
達成に向けて取り組みます。
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働きがいのある人間らしい仕事（ディーセント・ワーク）実現と
女性の活躍の促進
仕事と生活の調和
多様な仲間の結集と労働運動の活性化

合 三連 重

トップ宣言トップ宣言トップ宣言
男女平等参画男女平等参画男女平等参画

「ジェンダー平等を実現しよう」 SDGs のゴール５に設定されて
いる開発目標です。男女が共に仕事と生活の両立が可能な社会
の実現に向けて、男女間格差の廃止などの直接的課題への取り
組みをはじめ、長時間労働の是正などの働き方に関する取り組
みを進めることで、男女平等参画のさらなる推進を図ります。

連合三重　
会　長　𠮷川　秀治
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男女共同参画のめざすべき姿は、男女が平
等に自ら手を挙げ、互いに意識せず、自由

な活動ができる事です。多くの仲間を作るために、JEC 連
合が進める Rebalance2020 の実現に向けた取り組みを
推進します。

JEC 連合三重地方連絡会
議　長　伊藤　精洋

労働人口が減少する中で、女性の活躍を促
進する必要性が高まってきています。男女

がともに働きやすい環境づくりをめざすには、女性の組合
活動への協力と、理解がより必要です。組合活動に女性が
参画しやすい環境や、風土を作り女性活躍促進に努めます。

ゴム連合三重県協議会
議　長　松山　陽一 

各職場における男女共生意識の高揚を図
り、男性、女性とも仕事に対して働きがい、

生きがい、やりがいを感じて、働き続けることができるよう、
仕事と家庭の両立実現（ワーク・ライフ・バランス）に向けて、
邁進していきます。

JR 連合三重県協議会
議　長　福森　敬和

性別やライフスタイル働き方に関係なく、
誰もが参加できる労働組合活動をめざし

て活動のあり方について、見直しをしたいと考えています。
まずは労働組合の男女平等参画を実現し、職場社会へ変
革の輪を広げていきたいと思います。

全労済労働組合中部支部三重分会
分会長　田中　明徳

三泗地協は、男女平等参画社会の実現
に向け、男女平等参画推進部会や青年部

（Wa! 会）・女性部（サルビア会）を中心に活動を進めてお
ります。誰もが尊重しあい、仕事や生活の調和により成長し
ていける環境を組織や地域に拡げてまいります。

三泗地協
議　長　伊藤　由幸

多様性を認め合う社会が求められている
にも拘らず、始めの一歩とも言える男女平

等参画社会は、家庭に地域そして職場でも確立されていな
いのが現状です。津地協は、更なる推進に向けての啓発活
動に取り組んでいます。

津地協
議　長　山口　　登

男女がともに社会を支え、家庭・地域を担
う男女共同参画社会の実現は、誰もが働

きやすく、暮らしやすい社会を意味します。仕事と生活の調
和をはかりながら「働くことを軸とする安心社会の実現」を
めざします。

紀南地協
議　長　岩本　拓志

男女が対等・公平な社会の実現をめざし職
場の実態を踏まえた上で、①就業継続の

ための基盤整備②女性の社会進出を阻む構造的問題の解
消③誰もが活躍できる場の創出に向けた仕組みの整備と
意識改革を進めていきます。

自動車総連三重地方協議会
議　長　高津　健一

三重県教職員組合は、あらゆる場へ 40%
以上の女性の参画を積極的にすすめます。

また、「男女」の自立と共生をめざし、ジェンダー平等や性
の多様化の視点を大切にした教育をすすめます。

三重県教職員組合
中央執行委員長　中村　武志

働き方の多様化が進むなか、男女がお互い
に協力し、ワークライフバランスを意識し

ながら、社会・家庭等で役割を果たし、仕事・趣味・地域活
動など様々な活動に参画できるよう取り組んでいき
ます。

会計監査　中川　友紀
情報労連三重県協議会

働き続けるための選択肢がたくさんあり、
性別の理由などに関係なく「やりたいこと」

が実現する社会（会社）、そして個性と能力を十分に発揮す
ることができる社会（会社）をめざします。

執行委員　山川　清美
UA ゼンセン三重県支部

男女平等の意識は向上してきており、様々
な場において参加しやすく活躍できる環境

づくりと機会づくりに努めます。また、ワーク・ライフ・バラ
ンスの取り組みも併せて進めます。

私鉄総連三重県協議会
議　長　竹原　史郎

基幹労連三重県本部は、本部方針の「第３
次男女共同参画推進計画」に基づき活動

を展開し、男女が平等に働きやすく、働きがいのある職場
環境づくりをめざし、その実現に向けた取り組みを推進し
ます。

基幹労連三重県本部
委員長　藤﨑　幸司

男女平等参画社会の実現に向けて、多様
な働き方を認め合う風土醸成、ワーク・ラ

イフ・バランスの取組みを推進し、男女関係なく、全ての人
がイキイキと働いて活躍出来る組織作りを展開していきま
す。

フード連合三重地区協議会
議　長　奥村　康晴

男女が共にお互いを尊重し、性別に関係な
く、個性と能力を十分に発揮することがで

きる職場環境の実現をめざします。

三重県一般労働組合同盟
会　長　森田　哲也

「男女平等参画社会」の実現に向け、鈴鹿
地協として幅広い観点を持ち課題改善に

向け働く仲間と共に３つの目標に向け一歩でも前進できる
活動を推進していきます。

鈴鹿地協
議　長　矢田　恭教

松阪・多気地協では、単組での女性役員の
登用を積極的に働きかけるとともに、女性

委員会の活動の充実、女性役員・委員の各種研修会への参
加を通じて、男女平等社会の実現に向けた取り組みを強化、
実践していきます。

松阪・多気地協
議　長　伊藤　暁広

電機連合は、「第３次男女平等政策」及び
「男女平等政策推進のための活動手引き」

に基づいて、政策の周知・推進を図ることは勿論のこと
活動の活性化により労働組合活動への女性参画を推進し
ます。

電機連合三重地方協議会
議　長　小田　正亮

職場では男女が平等に活躍する機会を与
えられ、無理なく家族との両立ができるよ

うな環境が整うことが必要です。ひとりひとりが充実した
毎日を過ごせるように男女平等参画の推進活動に取り組ん
でいきます。

会計監査　齋藤　志帆
私鉄総連三重県協議会

男女が平等にいきいきと働き続けることが
できる職場づくりに努めるとともに、電力

総連の「男女で担う労働組合への参画推進計画」に基づき
対応していきます。

三重県電力総連
会　長　番条　喜芳

男女共に充実した生活を送れるよう「ワー
ク・ライフ・バランス」の実現、男女平等・

多様性の意識向上にむけた取り組みを進めます。また、労
組役員・代議員選出などにおいても「連合推進計画」を意
識し取り組みます。

情報労連三重県協議会
議　長　北村　公男

サービス連合では「男女平等参画推進計
画」に基づき両立支援・男女平等推進に向

けて取り組み、男女が共に仕事と生活の調和を実現する社
会と組合活動への女性の参画拡大をめざしています。

サービス連合中部地方連合会
議　長　中山　雄貴

JAM 東海は、男女平等参画社会の実現に
向けて、各単組に男女平等参画の必要性の

周知と男女平等推進行動計画の作成を推進します。また、
県連・地区協・単組を中心とした女性意見交換会・女性セミ
ナーを通じて「女性ネットワークづくり」を推進していきます。

JAM 東海三重県連絡会
県連会長　伊藤　久志 

桑員地協では、男女平等参画社会実現に向けた街頭
行動や、女性青年委員会を中心に研修会を精力的に

開催するなかで意見交換を行なっております。今後も、各組合からの女性
役員選出に向けた取り組みを行ないながら、地協の活動の中に働く女性の
声を活かし、より良い組織づくり地域づくりを継続して行なっていきます。

桑員地協
議　長　成瀬　　豊

女性も男性も、さまざまなライフステージ
において、やりたいことが実現できる環境

づくりが必要です。自治労は、率先して男女平等を実践し、
女性も男性もいきいきと活躍できる職場づくりをめざしま
す。

自治労三重県本部
中央執行委員長　長澤　和也

女性が活動に参加しやすく、男女それぞれ
の意見が反映できるように、環境を整備

し、男女平等に対する意識の向上にむけ、さまざまな取組
みをしていきます。

亀山地協
事務局次長　岡安　祐子

男女がともに運動に参画する体制の構築
が重要であるから、働く意欲がある女性た

ちが働き続け、意思決定の場に女性が参画して意見反映さ
れる社会を実現するため、男女平等参画の理念を共有し、
積極的に取り組みを進めます。

JP 労組三重県連絡協議会
議　長　東　　秀之

平等参画を組織全体の重要課題とするた
め執行委員会等で論議し、環境整備に取

り組みます。また、女性の組合活動への参画を積極的に進
めるため、女性役員の選出をめざすとともに執行委員会へ
の登用をめざします。

運輸労連三重県連合会
執行委員長　石川　秀樹

男女平等参画を組織内の問題とせず、社
会の問題と認識し、お互いが尊重しあえる

事を目的とし全員で取り組んでいきます！

全労金東海労働金庫労働組合
三重県支部長　西村　邦彦

海運は島国日本において必要不可欠な基幹
産業であり、船員は日本の経済や生活基盤

などの根底を支え続けています。海運政策の拡充、就労環
境の整備・改善など、活動方針の実現により希望ある海上職
業の発展をめざしていきます。

全日本海員組合名古屋支部
支部長　山原　　始

男女平等参画社会の実現は、近い将来必
ず実現しなければいけません。そのために

は、男女を問わず全員が問題意識を持って取り組む必要が
あります。皆さんも他人事と考えず、ぜひ積極的な運動をお
願いいたします。

紀北地協
議　長　植村　康秀

伊賀地協として、男女共に積極的に参加・
参画出来る組合活動の取組みを、青年女

性委員会やなでしこ会等を中心に推進していきます。また、
男女共に安心して働ける職場作り、地域作りに向けた取り
組みを推進します。

伊賀地協
議長代理　山中　郁哉

全電線では、男女がお互いにその人権を尊
重しつつ責任を分かち合い、性別を問わず

その個性と能力を十分発揮することが出来る男女共同参
画社会の実現に向けて、意識の高揚や具体的な環境整備
に取り組んでいきます。

全電線三重地方協議会
議　長　宮﨑　真樹

すべての場面で、ジェンダーバランスが確
保された社会となることが必要です！その

実現に向け、連合三重すべての運動に「男女平等参画推進」
の視点を入れて取り組みます。

副会長
金森　美智子

男女平等にはまだまだほど遠い現状におい
て、私たちがやるべきことは、声を上げ続

けることと、最初からできないと決め付けず、まずはやって
みること。そして、それを心の底から支え男女平等を実現し
ようとする社会の実現にむけ、力を合わせて取り組みます。

執行委員　輪野　美智子
自治労三重県本部

多様性にかかわる問題、差別にかかわる
問題は、身近なところに存在します。ジェ

ンダーにとらわれずフェアな認識をもつことで、誰もが安心
してくらし、「自分らしさ」が発揮できる社会となるよう取り
組みます。

執行委員　小林　美奈子
三重県教職員組合

男女のどちらかに負荷が片寄らない、生活
や仕事が出来る社会を実現するために、お

互いの思いを尊重し考えることが大事だと思います。
そんな社会を実現出来る様、積極的に取り組んでいきます。

執行委員　西田　涼佳
JAM 東海三重県連絡会

男女が共にお互いを尊重しあい、安心して
働いていける職場、社会にしていくために、

幅広い観点から様々な取り組みをすすめていきます。

執行委員　佐野　千佳子
JP 労組三重連絡協議会

男女が対等・平等で働きやすい環境、イキ
イキと働き続けられる職場づくりに努める

とともに、「男女平等参画推進計画」に基づいた活動や取り
組みを推進していきます。

執行委員　福嶋　裕子
三重県電力総連

性別に関係なく、1 人ひとりが尊重され責
任をもち活躍できる職場や社会になるよ

う働きかけていきます。とりわけ組合活動へ男女ともに参
画が進むよう、トップの理解～声かけ～参画～つながりへ
と取り組みます。

副事務局長
太田　美子

男女共同参画社会の実現に向け組織改編
を行い、3 本柱「現場における男女平等」、

「ワーク・ライフ・バランス」、「組合活動における男女共同参
画」の実現に向けた取り組みを更に推進します。

UA ゼンセン三重県支部
支部長　楠本　敏久

交通労連中部地方総支部三重県支部で
は、共に働く職場の仲間同士で、厚生活動

部や青婦関係その他各種活動や研修・会議等を通じて男女
が共に協力し合うことにより活気ある職場や地域生活をし
ています。

交通労連中部地方総支部三重県支部
執行委員長　中瀬　好則

男女平等社会を実現するため、労働組合の
果たす役割は重要です。誰もがイキイキと

輝ける男女平等参画社会を実現するため、さぁ、みんなで組
合活動に参加しよう！「参加すれば何かに気づく。そして大
きく変わる」

MIE ワーカーズクラブ
代表幹事　越智　隆匡 

人がひととして尊重され、いきいきと暮ら
せる男女共同参画社会の実現をめざしま

す。男女がお互いに尊重し合い、家庭・地域・職場でも共に
責任をにない、いきいきと働けるために地協活動での取り
組みを進めます。

伊勢志摩地協
議　長　西村　幸泰

連合亀山地協は、だれもが、「仕事と生活の調和」
「自分らしく成長できる環境」「くらしやすい社会」
をめざして、亀山市・亀山市内の企業・加盟単組、

新政策議員フォーラム亀山と連携しながら取り組みを進めていきま
す。特に、加盟単組の女性組合員の意見を反映した活動をめざすとと
もに、男女平等推進委員会を設置し、機能強化を図っていきます。

亀山地協
議　長　夏本　伸宏


