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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トップ宣言

男女平等参画
「連合三重『ジェンダー平等推進計画』フェーズ１」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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三重県教職員組合
中央執行委員長　
山門　　真
三重県教職員組合は組合員一人ひ
とりの思いを結集し、運動をすす
めていきます。そのため、役員、機
関会議への女性の 40％以上の参
画を目標とし、ジェンダー平等に
とりくんでいきます。

自治労三重県本部
中央執行委員長
長澤　和也
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。

電機連合三重地方協議会
議　長　小田　正亮
電機連合三重地方協議会は、 加
盟単組・支部における女性組合員
比率と同等の女性組合役員選出に
向け積極的に取り組みます。

自動車総連三重地方協議会
議　長　葛山　真由美
多様な人々誰もが活き活きと活躍
できるよう、活動に参画しやすい
環境づくりとともに、ジェンダー平
等、多様性に対する相互理解に向
けて取り組みます。

JP 労組三重連絡協議会
議　長　廣瀬　純子
JP 労組は、男女がともにあらゆる
面において応分の責任を分かち合
い、仕事と生活の両立を可能にす
る環境整備に向け、取り組みをす
すめます。

私鉄総連三重県協議会
議　長　竹原　史郎
研修会・学習会の開催や定期大
会・機関会議等への女性参加者を
増やす等、目標達成に向けて組織
が一体となって取り組みを進めて
いきます。

全電線三重地方協議会
議　長　村木　靖彦
全電線三重地方協議会は、女性
参画の促進に取り組むとともに、
仕事と生活の調和が図れ、活躍で
きる職場づくりをめざし、活動して
いきます。

JEC 連合三重地方連絡会
議　長　藤井　大輔
加盟する各構成組織の良き潤滑油
となり、新しい時代にふさわしい
取り組みを模索し実現するために
一丸となって推進していきます。

連合三重執行委員
自動車総連
向井　理夏
誰もが自分らしく、いきいきと活
躍できる社会を目指した活動を積
極的に推進していきます。

三重県電力総連
会　長　山本　和典
三重県電力総連は「男女が平等に
いきいきと働くことができる職場
や社会環境づくりのための方策」
に沿った活動を展開していきます。

運輸労連三重県連合会
執行委員長　山本　昌司
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
女性役員の登用をめざします。

基幹労連三重県本部
委員長　藤﨑　幸司
基幹労連は、女性が活躍できる職
場づくりをめざします。

亀山地協
事務局次長　岡安　祐子
男女がともに参加しやすい地協活
動と、機関会議への女性の参画
向上の実現に向け取組んでいきま
す。

連合三重会計監査
情報労連三重県協議会
中川　友紀

「ジェンダー平等」と「ワークライ
フバランス」を意識し、社会や家
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し
ていきます。

国公総連東海三重県協議会
代　表　上村　佳伸
国公総連東海三重県協議会は、
女性役員の登用を積極的に進め
ます。

サービス連合三重
中尾　充宏

「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
けて取り組みます。

JR 連合　三重県協議会
議　長　村田　　雄
男女平等の推進には、相互理解が
重要と考えます。相互理解を深め
つつ、三重県内のＪＲ職場におい
て、誰もが安心して働くことができ
る職場環境をめざします。

フード連合三重地区協議会
議　長　新貝　秀史
ワーク・ライフ・バランスの取り組
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でき
る組織づくりを展開します。

MIE ワーカーズクラブ
代表幹事　都地　克弥

「みんながイキイキと働き、キラ
キラと輝ける職場をめざし、とも
に男女平等参画社会を実現しよ
う！」

三重県一般労働組合同盟
会　長　森田　哲也
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。

全労済労働組合
中部支部三重分会
分会長　岡本　健太郎
執行部の女性比率 30％をめざし
ます！！

全日本海員組合
名古屋支部
支部長　山原　　始
性別を問わず、働きがいのある海
上職業の充実に向けて

伊賀地協
議　長　水岡　幸司
伊賀地域協議会は男女が安心し
て働ける職場・地域づくりに向け
て取り組みます。また、あらゆる活
動や機関会議の場への女性参画
を積極的に進めます。

亀山地協
議　長　夏本　伸宏
男女がともに活き活きと活躍し、
働き続けることのできる「男女平等
参画社会」の実現に向け取り組み
ます。

鈴鹿地協
議　長　宮端　整吾
私たち鈴鹿地域協議会は、誰もが
活き活きとやりがいを持って働け
る職場環境をめざし、男女平等参
画に繋がる活動を積極的に推進し
ます。

三泗地協
議　長　伊藤　由幸
三泗地協は、個性と能力を十分に
発揮し、互いに育み支え合う事が
できる参画社会の実現に向けて、
男女平等参画推進部会、青年部

（Wa 会）、女性部（サルビア会）の
活動を進めます。

桑員地協
議　長　松田　裕治
桑員地協は誰もが対等・平等で尊
重され、お互いを認め合う『男女
平等参画社会』の実現に向けた取
組みを進めます。

紀南地協
議　長　宇井　広知
大会、幹事会、その他の活動の場
において 30％以上の女性参画を最
終目標とし、前年度以上の女性参
画をめざします。
また、定期的に学習会を開催するな
ど性別によらず誰もが活き活きと活
躍できる社会・組織の実現をめざし
た取り組みを推進していきます。

紀北地協
議　長　北村　光夫　
紀北地協役員への女性登用を進
め、男女共同参画社会の実現に向
けて取り組んでいきます。

伊勢志摩地協
議　長　西村　幸泰
家庭・職場・地域において人が互
いを尊重し、男女がいきいきと働
き暮らせる社会をめざします。

松阪地協
議　長　伊藤　暁広
各構成組織での女性役員の選出
について働きかけるとともに、女
性委員会の活動を中心に男女平
等参画社会の実現に向けた取り
組みを推進していきます。

津地協
議　長　田原　義洋
津地協は、ジェンダー平等の実現
に向けて、性別を問わず参加しや
すいセミナー・イベントの企画推
進や、機関紙を通じた啓発活動に
取り組みます！

JAM 東海三重県連絡会
会　長　伊藤　久志
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。

連合三重執行委員
電機連合三重地方協議会
面高　亜衣
性別問わず、だれもがイキイキと
楽しく活躍できる環境づくりをめ
ざします。

連合三重執行委員
UA ゼンセン三重県支部
山川　清美
性別に関係なく、男女が平等に「や
りたいこと」が実現し、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。

連合三重 会計監査
JAM 東海三重県連絡会
前田　亜弓
男女が平等に、自分らしく活躍で
きる職場・社会をめざします。

連合三重執行委員
自治労三重県本部
石原　知枝
男女がともに「自分らしさ」が発揮
できる社会をめざします。

連合三重執行委員
全労金東海労働金庫労組
辻　　　南

「あらゆるハラスメントの根絶に
向けた労使共同メッセージ」の策
定により組織風土を醸成すること
で、全役職員が心身ともに健康で
安心して働き続けられる職場の実
現を目指します。

ゴム連合三重県協議会
議　長　松山　陽一
ゴム連合三重県協議会は、組合活
動への女性参加者比率 15％をめ
ざします。

情報労連三重県協議会
議　長　北村　公男

「ジェンダー平等の推進」と、充
実した仕事と生活の調和に向けた

「ワーク・ライフ・バランス」の実現
に取り組むとともに、労組役員・代
議員選出などにおいて女性参画を
促進します。

全労金東海労働金庫労組
三重県支部長
西村　邦彦
引き続き女性組合員の組合活動
参画率アップを意識し、組合活動
に男女平等の意見が反映されるよ
う努力していきます。

連合三重は、「労働組合における男女平等参画」と「職場・
社会におけるジェンダー平等の推進」に向け、構成組
織のご理解とご協力のもと取り組みを進めていきます。

連合三重　
会　長　番条　喜芳

「連合三重『ジェンダー平等推進計画』フェーズ 1」に
基づきあらゆる女性の参画を進めます！
★ハラスメントの根絶★多様性の推進★ジェンダー平等★
の実現に向け取り組みます！

連合三重　
会長代理　金森　美智子

連合三重執行委員
JP 労組三重連絡協議会
中村　静香
JP 労組は、男女問わず仲間の輪
を広げ、すべての人が参画しやす
い組合活動をめざします。

連合三重執行委員
三重県教職員組合
庄下　亜也子
あらゆる活動のなかにジェンダー平等
の視点をもち、誰もが安心して、自分
らしく働きつづけることができる職場・
社会をめざして取り組んでいきます。
また、三教組の各決議機関への 40％
以上の女性の参画をすすめます。

連合三重執行委員
私鉄総連三重県協議会
齋藤　志帆
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。一人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。
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連合三重執行委員
三重県電力総連
福嶋　裕子
男女が平等にいきいきと働くこと
のできる職場環境づくりに努める
とともに各種行事への女性参画に
向け取り組みます。


