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はじめに 

政府では女性の力を「我が国最大の潜在力」と捉え成長戦略の中核に位置づけ、社会のあらゆる分

野において、2020年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも 30％程度とする目標を掲げて

女性が働き続けるための法整備や取り組みを進めています。 

また、2014年秋、最高裁で初となるマタニティハラスメント（マタハラ）に関する判決が出されま

した。この判決を受けて、2016年 1月に男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達が改正

され、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として違法と解され

ることが明確化されました。 

さらに、女性の活躍には男性の育児参加が必要となることからも、政府では 2020年までに男性の育

児休業取得率を 13％にする目標を掲げています。しかし、2014年度の雇用均等基本調査によると男性

の取得率は前年に比べ 0.27 ポイント上昇したものの 2.30％と政府の目標からは大きく下回っている

状況です。日本の男性が家事や育児に関わる時間は他の先進国と比べて最低水準となっており、この

ことが子どもを持つことや女性の就業継続に対して影響を及ぼしていると言われています。 

今年度、ＪＡＭ東京千葉では 2014・2015年度男女平等推進計画にもとづき活動を展開し、男女共同

参画委員会と地協の共催で「はたらく女性の意見交換会」を開催しました。職場での女性の課題につ

いて意見を集め、今後、ＪＡＭ東京千葉として取り組むべき活動を明確化しました。 

また、Ｗｉｔｈ東京千葉では、女性が安心して生き生きと働き続けることのできる職場作りに向け

た取り組みの一つとして、「みんなで考えよう！ハラスメントのない職場づくりをめざして」をテーマ

にセミナーを開催し、各職場の課題をあらためて認識する活動を行いました。 

国の法整備や取り組みが進んでいるとはいえ、職場の女性に目を向けると依然として仕事と子育て

の両立に課題が残っています。Ｗｉｔｈ東京千葉は妊娠・出産を経験しながらも働き続けることので

きる職場、働きがいのある職場の実現に向けて、今後も多くの女性組合員の声を集めて、課題解決の

ために取り組んでいきます。 
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I. 2015年度重点活動 

2015年度重点課題 

① 組合活動への女性参画拡大 

② 「仕事と生活の調和」のとれた働き方についての取り組み 

③ 法改正に対応した組合員への周知・徹底と職場点検の取り組み 

④ 男女間賃金格差是正の検討と取り組み 

⑤ ＪＡＭ政策・制度実現活動の取り組み 

⑥ 魅力ある組合活動に向けた取り組み 

 

II. 2015年度活動状況報告 

1.Ｗｉｔｈ東京千葉 

①第 5回幹事会 

日  時：2014年 10月 5日（土）10：00～12：00 

開催場所：友愛会館 

内  容：1.総会の開催について 

     2.ＪＡＭ東京千葉三役との懇談会について 

参 加 者：森田議長、神丸・菅沼・大嶽副議長、小山事務局長、辻副事務局長、 

今野・秋元・山本・小林・川口・佐藤幹事、芳野担当三役 

合計 13名 

②ＪＡＭ東京千葉三役との懇談会 

日  時：2014年 10月 5日（土）12：00～13：00 

開催場所：友愛会館 

内  容：1.ＪＡＭ東京千葉の女性参画促進の取り組みについて 

     2.Ｗｉｔｈ東京千葉からの課題提起・意見交換 

参 加 者：森田議長、神丸・菅沼・大嶽副議長、小山事務局長、辻副事務局長、 

 今野・秋元・山本・小林・川口・佐藤幹事、芳野担当三役 

     ＪＡＭ東京千葉三役① 

合計 14名 

③Ｗｉｔｈ東京千葉第 8回総会 

日  時：2014年 11月 15日（土）10：00～14：45 

開催場所：田町交通ビル 

内  容：1.2014年活動報告 

2.2015年重点活動計画 

3.セミナー 

「みんなで考えよう！ハラスメントのない職場づくりをめざして」      

参 加 者：不二サッシ②、東邦シート④、ＮＯＫ①、ドリコ①、ＮＴＮ①、 

日本精工①、ＪＵＫＩ①、ミツミ①、日本電子② 

主催者側：森田議長、神丸・菅沼・大嶽副議長、小山事務局長、辻副事務局長、 

高橋・今野・秋元・堀・山本・小林・川口幹事、芳野担当三役 

合計 28名 
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④Ｗｉｔｈ東京千葉第１回幹事会 

日  時：2014年 11月 15日（土）15：00～16：00 

開催場所：田町交通ビル 

内  容：1.2015年年度の活動について 

2.企画チームについて 

3. 2015年度連合東京女性委員会委員の登録に関する件    

参 加 者：森田議長、神丸副議長、小山事務局長、辻副事務局長、高橋・今野・ 

秋元・堀・小林・川口幹事、芳野担当三役 

合計 11名 

⑤Ｗｉｔｈ東京千葉第２回幹事会 

日  時：2015年 1月 31日（土）10：00～12：30 

開催場所：クボタ東京本社会議室 

内  容：1.学習会の開催に関する件 

2.津田ともき大田区議会議員との懇談会 

参 加 者：森田議長、神丸・大嶽副議長、小山事務局長、辻副事務局長、 

秋元・堀・山本・小林・佐藤幹事、芳野担当三役 

合計 11名 

⑥Ｗｉｔｈ東京千葉学習会チーム会議 

日  時：2015年 1月 31日（土）13：00～14：00 

開催場所：クボタ東京本社会議室 

内  容：1.学習会の内容について 

2.当日のスケジュールについて 

3. 役割分担について    

参 加 者：神丸副議長、小山事務局長、辻副事務局長、堀・小林・佐藤幹事 

合計 6名 

⑦Ｗｉｔｈ東京千葉第３回幹事会 

日  時：2015年 4月 4日（土）10：00～12：30 

開催場所：田町交通ビル 

内  容：1.学習会の開催に関する件 

2.男女間賃金格差について～賃金プロット図による実態把握～    

参 加 者：森田議長、神丸・菅沼・大嶽副議長、小山事務局長、 

秋元・山本・小林・川口・佐藤幹事 

合計 10名 

⑧女性セミナー「きちんと伝える話し方の基本」 

日  時：2015年 6月 6日（土）10：15～16：45 

開催場所：カメリアプラザ 

内  容：1.講義「話し方の基本～スピーチの基本的スキル～」 

     2.グループワーク 

     3.実践「1分間スピーチ」 

参 加 者：東邦シート①、ＳＳＣ①、ＮＯＫ①、アズビル④、ＪＵＫＩ②、カシオ⑤、日本電子① 

 主催者側：森田議長、神丸・大嶽副議長、小山事務局長、辻副事務局長、 

今野・堀・山本・小林・川口・佐藤幹事、芳野担当三役 

合計 27名 

⑨第 4回幹事会 

日  時：2015年 7月 4日（土）10：00～12：00 

開催場所：ＪＡＭ東京千葉渋谷事務所 

内  容：1. 2014年度活動の評価と課題、活動報告について 
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       2. ＪＡＭ東京千葉第 16回定期大会代議員選出について 

主催者側：森田議長、神丸・大嶽副議長、小山事務局長、秋元・山本・小林・川口幹事、 

芳野担当三役 

合計 9名  

⑩総会チーム会議 

日  時：2015年 7月 4日（土）12：30～14：30 

開催場所：ＪＡＭ東京千葉渋谷事務所 

内  容：1. 総会第 2部の企画の検討 

参 加 者：大嶽副議長、小山事務局長、秋元・山本・川口幹事 

合計 5名 

2.Ｗｉｔｈ（中央女性協議会） 

①Ｗｉｔｈ(中央女性協議会)第 16回総会 

日  時：2014年 10月 26日（金）11：00～27日（土）11：30 

開催場所：10月 26日 東京ビッグサイト 

10月 27日 ホテルオークラ東京ベイ 

内  容：1.2014連合中央女性集会 

2.Ｗｉｔｈ(中央女性協議会)総会      

参 加 者：神丸副議長、堀・山本幹事、ＮＯＫ① 

主催者側：秋元幹事、芳野担当三役 

合計 6名  

②Ｗｉｔｈ(中央女性協議会) 全国女性活動担当者会議 

日  時：2015年 2月 13日（金）13:00～14日（土）12:00 

開催場所：友愛会館 

内  容：1.講演「つくろう！男女雇用平等法！！」 

2.講演「ＪＡＭの男女間賃金格差に関する取り組み」 

3.プロジェクトＸ「女たちの 10年戦争～男女雇用機会均等法誕生～」 

4.女性組合員のための手引き」概要説明・質疑応答 

5.グループワーク「男女平等参画アクションプランの達成に向けて」 

参 加 者：大嶽副議長、小山事務局長、ＮＯＫ① 

主催者側：秋元幹事、芳野担当三役 

合計 5名  

③ Ｗｉｔｈ（中央女性協議会）女性リーダーセミナー 

日  時：2015年 5月 22日（金）13:00～23日（土）15:00 

開催場所：友愛会館 

内  容：1.実践研修「ＪＡＭの女性活動を活性化するために」 

グループ実習、全体討議 

2.地方展開の『仕組みと方法』を考える 

3.今後に向けて 2～3分間スピーチ  

参 加 者：ＮＯＫ① 

主催者側：秋元幹事 

合計 2名 
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3.連合関係 

①ユニオンズＮＳＷとの懇談会 

日  時：2014年 10月 23日(木)10：00～13：00 

開催場所：ホテルラングウッド 

内  容：オーストラリアと日本の労働事情及び女性労働者の実情について懇談 

参 加 者：小林幹事、芳野担当三役 

合計 2名 

②連合東京第 14回地方委員会 

日  時：2014年 10月 23日(木)13：30～17：00 

開催場所：ホテルラングウッド 

内  容：1.2014年一般経過報告        

2.2014年度会計報告、監査報告 

3.議 案 

参 加 者：小山事務局長、小林幹事 

主催者側：芳野担当三役 

合計 3名 

③第 23回女性委員会＆第 19回各種公的審議会派遣女性委員会議 

日  時：2014年 11月 11日(火) 

開催場所：連合東京 

内  容：1.第 23回女性委員会 

2.第 19回各種公的審議会派遣女性委員会議 

3.学習会  

テーマ「「投票行動への働きかけ～連合政治アンケートの結果から」  

参 加 者：神丸副議長 

主催者側：小山事務局長、芳野担当三役 

合計 3名  

④連合関東ブロック連絡会「2015女性会議」 

日  時：2014年 11月 28日(金)13：00～29日（土）12：00 

開催場所：山梨 ホテル春日居   

内  容：＜1日目＞ 

1.連合本部提起 

       2.講演 山梨労働局 

3.グループワーク 

＜2日目＞ 

1.各地方連合会からの報告・意見交換 

参 加 者：小山事務局長 

合計 1名  

⑤連合東京 第 26回連合東京女性委員会定期総会＆連合東京女性セミナー  

日  時：2014年 12月 6日（土）10:00～16:00   

開催場所：田町交通ビル 

内  容：1.2014年度活動報告 

2.2015年度活動計画（案） 

3.基調講演「産業競争力会議等における議論 

～連合第 4次男女平等参画推進計画～」 

         講 師 連合総合労働局長 新谷信幸 氏 
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参 加 者：神丸副議長、辻副事務局長、小林幹事、日立ハイテク① 

主催者側：小山事務局長、芳野担当三役 

合計 6名  

⑥連合東京女性委員会 第 1回幹事会  

日  時：2015年 2月 2日（月）16：00～17：30 

開催場所：連合東京会議室 

内  容：1.今年度の年間計画について  

2.3.8国際女性デー 街頭宣伝・中央集会について 

3.6月男女平等月間「2015男女平等セミナー」について 

参 加 者：芳野担当三役 

合計 1名 

⑦連合東京女性委員会 政策プロジェクト会議 

日  時：2015年 3月 3日（火）16：30～17：30 

開催場所：連合東京会議室 

内  容：2015～2016年度の政策・制度要求について  

参 加 者：小山事務局長、芳野担当三役 

合計 2名 

⑧連合東京女性委員会 第 2回幹事会  

日  時：2015年 3月 5日（木）12：30～14:00 

開催場所：連合会館会議室 

内  容：1.2015春季生活闘争「3.8国際女性デー 街頭宣伝・中央集会」について 

2.6月男女平等月間「2015男女平等セミナー」について 

参 加 者：小山事務局長 

合計 1名 

⑨3.8国際女性デー 街宣行動 

日  時：2015年 3月 5日（木）16：30～17:30 

開催場所：有楽町駅イトシア前 

内  容：1.バラとティッシュの配布 

     2.アピール宣伝行動 

参 加 者：小山事務局長、芳野担当三役 

合計 2名 

⑩ 2015春季生活闘争 3.8国際女性デー 全国統一行動中央集会 

日  時：2015年 3月 5日（木）18：30～20：10 

開催場所：よみうりホール 

内  容：1.基調提起「2015春季生活闘争 男女平等課題の取り組み」   

2.講演「雇用における性差別を考える」 

3.連合第 4次男女平等参画推進計画モデル組織 決意表明 

参 加 者：大嶽副議長、小林・川口幹事、日立ハイテク①、ミツミ③ 

主催者側：小山事務局長、芳野担当三役 

合計 9名 

⑪ 3.8国際女性デー 街宣行動 

日  時：2015年 3月 9日（月）18：00～19：00 

開催場所：千葉駅前クリスタルドーム 

内  容：1.バラとティッシュの配布 

     2.アピール宣伝行動 

参 加 者：神丸副議長、辻副事務局長 

合計 2名 
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⑫連合東京女性委員会 第 3回幹事会  

日  時：2015年 5月 14日（月）16：00～17：30 

開催場所：連合東京会議室 

内  容：1.6月男女平等月間の取り組み 

2.連合東京政策・制度要求策定（素案）について   

3.女性リーダー養成講座について（組織局主催）  

 参 加 者：小山事務局長、芳野担当三役 

合計 2名 

⑬東京都産業労働局と連合東京女性委員会との女性労働情勢懇談会  

日  時：2015年 6月 4日（木）10:00～12:00  

開催場所：都庁第一本庁舎 

内  容：1.東京都の取り組み 

     2.連合東京の取り組み 「JP労組東京」「全自交東京」 

     3.意見交換   

参 加 者：小山事務局長、芳野担当三役 

合計 2名 

⑭連合東京女性リーダー養成基礎講座 

日  時：2015年 6月 5日（金）10：00～17：30 

開催場所：連合東京会議室 

内  容：1．組合運動の基本と労働運動 

    2．グループファシリテーション 

    3．カード学習 

    4．レクチャー「女性リーダーに期待すること」 

   参 加 者：アズビル① 

合計 1名 

⑮第 10回男女平等講座(男性リーダー対象) 

日  時：2015年 6月 17日（水）10：00～17：00 

開催場所：連合会館 

内  容：1. 講演：「笑って考えるワーク･ライフ･バランス」 

           講師：瀬地山角 東京大学 大学院 総合文化研究科 教授 

2.講座：「イクボスのすすめ～ボスが変われば社会が変わる～」 

  講師：安藤哲也 ＮＰＯ法人ファザーリング･ジャパン代表理事 

        3.本部提起「連合の男女平等課題の取り組みについて」  

参 加 者：アズビル① 

合計 1名 

⑯金属労協（ＪＣＭ）女性交流集会 

日  時：2015年 6月 27日（土）10：00～16：00 

開催場所：電機連合会館 6階 

内  容：1.講演「世界の女性参画推進の動向」 

        2.パネル討論「女性参画推進のための労働組合の役割」 

   ①基調報告：日本の女性参画推進の歴史 

②事例報告：単組の取り組み 

3.グループ・ワーク 

「女性参画をさらに進めるために 

－社会、職場、労働組合の意識を変えるために何をすべきか」    
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参 加 者：コマツ①、カシオ②（うち傍聴①） 

主催者側：秋元幹事 

合計 4名 

⑰連合東京 2015男女平等セミナー 

日  時：2015年 7月 6日（月）14:00～17:30 

開催場所：田町交通ビル 

内  容：1.基調講演「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案について」 

2.グループワーク「すべての女性が活躍するためには」 

参 加 者：クボタ東京①、日本電子①、日本マクドナルド① 

主催者側：小山事務局長、芳野担当三役 

合計 5名 

 

III. 2015年度活動の評価と課題 

（1）組合活動への女性参画拡大 

   単組においては組合活動に参加する女性の固定化が課題となっていましたが、広く女性への声掛

けが進みました。2015年 6月に開催したＷｉｔｈ東京千葉主催の女性セミナー「きちんと伝える話

し方の基本」では一般参加者 15 名、Ｗｉｔｈ三役・幹事 12 名の参加があり、初めてＷｉｔｈ東京

千葉の学習会に参加した方は 10名いました。また、連合、ＪＣＭ、Ｗｉｔｈの活動には、Ｗｉｔｈ

東京千葉の幹事以外の参加も多くみられるようになり、女性の参画拡大が進んでいることが伺えま

す。幅広い単組からの参加は継続課題として今後も取り組んでいきます。 

    

（2）「仕事と生活の調和」のとれた働き方についての取り組み 

   ライフステージが変わっても女性が働き続けるためには、出産、育児・介護に関する制度の整備

や両立支援の取り組みが必要です。今年度、ＪＡＭ東京千葉男女共同参画委員会と地協の共催で、

各地協で「はたらく女性の意見交換会」が開催され、Ｗｉｔｈ東京千葉の幹事も積極的に参加しま

した。各職場での育児や生理休暇やセクハラ等に関する女性の課題について共有し、解決のための

情報収集を行い、女性が働きやすい環境作りのための情報交換を行いました。 

総会第 2部では「みんなで考えよう!ハラスメントのない職場づくりをめざして」をテーマにセミ

ナーを開催しました。職場でのハラスメントの実態について共有し、ハラスメントが起こらないた

めの組合として必要な対応についてグループワークを通じて考え、議論し、認識を高めました。 

 

（3）法改正に対応した組合員への周知・徹底と職場点検の取り組み 

   2015年 6月 3日、女性活躍推進法案が衆議院を通過しました。幹事会では、この法案が可決され

れば、企業に義務付けられることになる事業主行動計画の策定について理解を深め、組合として女

性活躍推進に取り組むべき内容について考えました。今後、法案が成立すれば、企業は行動計画の

作成が求められ、計画の作成においては労働組合としても女性の意見が反映される取り組みが必要

です。法案の行方を見守り、今後も法の周知を図っていきます。 
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（4）男女間賃金格差是正の検討と取り組み 

男女間賃金格差は依然として存在しており、平成 25年においては一般労働者の女性の賃金は男性

の 71．3％となっており、先進諸外国と比較すると、その格差は依然として大きい状況です。 

第 3 回幹事会では男女間賃金格差に関する学習会を開催し、幹事単組の男女間賃金格差の取り組

み報告やＪＡＭ東京千葉に加盟する単組の賃金プロット図の検証を行いました。格差の要因、背景

を推測し、ＪＡＭ東京千葉加盟単組で現に生じている男女間の格差についてあらためて認識しまし

た。この 2 年間の取り組みで男女間賃金格差への問題意識は高まりましたが、今後は解消に向けた

より具体的な議論が必要と言えます。 

 

（5）ＪＡＭ政策・制度実現活動の取り組み 

    2015年度は 4月に行われた統一地方選挙において組織内議員の津田ともき大田区議会議員の再選

を果たすことが重点計画の一つとなっていました。 

第 2 回幹事会では、津田ともき大田区議会議員との懇談会を開催し、大田区議会についてや津田

議員が区議会で質問された内容などの報告をいただきました。懇談を通じて、大田区で奮闘してい

る姿を知ることで、津田議員の統一地方選挙必勝に向けての取り組み強化へ気持ちを一つにしまし

た。統一地方選挙最終日の女性デーでは、商店街の練り歩きや駅頭での街宣活動には、Ｗｉｔｈ東

京千葉幹事選出単組の女性が参加し、参加女性のリレートークも行い、津田議員と共に最後の訴え

を行いました。結果は残念ながら惜敗となりましたが、津田議員の今後の動向を注視しつつ、支援

を継続していきます。 

    また、来年度は 2016年 7月の参議院選挙に向け、藤川しんいち予定候補の必勝のため、全力で取

り組みます。 

 

（6）魅力ある組合活動に向けた取り組み  

女性の参画しやすい組合活動に改善していくためには、まずは女性たちの声を吸い上げることが

重要です。2015年 6月に開催した女性セミナーでは、労働組合への理解を深めるためにスピーチの

テーマを労働組合に関するテーマとし、「労働組合に求めること」「組合の魅力」「どうしたら女性役

員が増えるのか」等のテーマについて、参加者自らが考え、スピーチを行い、また、スピーチを聞

いた参加者も様々な考え方に触れることができました。参加者からは、「他単組の女性との交流を通

じ、今後の組合活動への参画意識が前向きに変わった」「普段は他の会社の方と接する機会が少ない

が、組合活動に参加すると多くの人と交流することができ、会社の制度について情報交換ができる」

「組合を通じて様々なセミナーに参加することができ、学ぶ機会が増えた」という意見があり、Ｗ

ｉｔｈ東京千葉の活動を通じて、組合活動の魅力を実感してもらうことができたと言えます。 

Ｗｉｔｈ東京千葉としてより多くの女性の声を吸い上げ、ＪＡＭ東京千葉への方針に反映させて

いくための議論については来期の課題となります。 
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Ⅳ．2015 年度Ｗｉｔｈ東京千葉役員体制 

 役職 氏 名 組 合 名 地協 

1 議 長 森田 玲香 ＪＵＫＩ労組 東多摩 

2 副議長 神丸 章子 東邦シートフレーム労組 総 武 

3 副議長 菅沼 絵理 ＮＴＮ労組東京支部 城 南 

4 副議長 大嶽 茉央 ミツミユニオン 東多摩 

5 事務局長 小山 恵 ＪＡＭ東京千葉  

6 副事務局長 辻 美津枝 ＪＡＭ東京千葉  

7 幹 事 高橋 五月 日工タナカエンジニアリング労組 房 総 

8 幹 事 今野 絵里子 ダイキン工業労組東京支部 中 央 

9 幹 事 秋元 みゆき クボタ東京本社労組 中 央 

10 幹 事 堀   優子 アズビル労組 城 南 

11 幹 事 山本 美子 日本精工労組本社支部 城 南 

12 幹 事 小林 明子 ＪＵＫＩ労組 東多摩 

13 幹 事 川口 綾子 日本電子連合労組 東多摩 

14 幹 事 佐藤 美奈子 カシオ労組 西多摩 

15 担当三役 芳野 友子 ＪＵＫＩ労組  

 

 

Ⅴ．2015 年度上部団体への登録･派遣 

 

  

Ｗｉｔｈ（中央女性協議会） 秋元みゆき(大手枠) 芳野友子 

ＪＡＭ東京千葉第 17 回定期大会女性代議員 
川口綾子 神丸章子（女性枠） 

秋元みゆき 堀優子（地協枠） 

ＪＡＭ東京千葉第 25 回地方委員会代議員 森田玲香 神丸章子 川口綾子 

ＪＡＭ東京千葉男女共同参画委員会 大嶽茉央 小林明子 芳野友子 

ＪＡＭ東京千葉苦情処理委員会 小林明子 芳野友子 

連合東京女性委員会 芳野友子 小山恵  

ＪＣＭ女性連絡会議 秋元みゆき 
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Ⅵ．Ｗｉｔｈ東京千葉 2016 年度重点活動計画 

 2015 年 8 月、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案（以下「女性活躍推進法案」）が閣

議決定されました。これにより、労働者 301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策

定などが新たに義務づけられることとなり、2016 年 3 月 31 日までに行動計画を策定し、公表しなけれ

ばなりません。今後、職業生活における女性の活躍推進に向けて、国や地方公共団体、企業の取り組み

が更に加速することが期待される中で、労働組合としても女性の意見を反映していくには、より一層の

女性参画の取り組みが必要となります。 

また、各分野で女性活躍を進める上では、長時間労働の削減など男性中心型の労働慣行の改革など環

境整備が不可欠です。働き方の改革は女性のみならず、男性にとっても暮らしやすい社会の実現へとつ

ながります。 

Ｗｉｔｈ東京千葉では、「女性参画の推進」、「女性の活躍推進」に向けて、組合・職場での課題を明確

化する取り組みを進めていきます。 

 

(1) 組合活動への女性参画拡大の取り組み 

① Ｗｉｔｈ東京千葉の活動を広めるため、男女共同参画委員会と連携し周知活動を図っていきま

す。 

② 女性の意見を反映させるため、意思決定機関への女性参画拡大に向けた取り組みを強化してい

きます。 

③ 組合活動に必要な知識を深め、リーダーとなる人材の育成のための学習会を開催します。 

④ ＪＡＭ東京千葉の機関紙にコラムを掲載するなど、情報発信をしていきます。 

⑤ 女性が参画しやすい組合活動にするためにどう改善していけばよいのか、さまざまな声を吸い 

上げ、ＪＡＭ東京千葉方針に反映できるよう議論します。 

 

(2) 法改正に対応した組合員への周知・徹底と職場点検の取り組み 

① 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法などの働く女性に関わる

法の周知徹底と職場の実態点検・把握に取り組みます。 

② 女性活躍推進法に則った単組の取り組み事例の共有を行います。 

 

(3) 男女間賃金格差是正の検討と取り組み 

① 賃金実態について学習し、職場実態を話し合いながら、男女間賃金格差の要因について考えま

す。 

 

(4) ＪＡＭ政策・制度実現活動の取り組み 

① ＪＡＭ東京千葉方針に則り政策実現活動に向けた取り組みを推進します。 

② 組織内議員との意見交換などＪＡＭ東京千葉政治政策委員会と連携し、働く女性の視点から政

策制度要求実現に向けた取り組みを行います。 
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③ 2016年の参議院議員選挙においては、藤川しんいちＪＡＭ組織内議員候補予定者の必勝に向け、

政策実現活動への理解を深め、必勝に向けての取り組みを推進します。 

 

・年間活動計画 

 Ｗｉｔｈ（中央女性協）幹事会の開催後速やかに幹事を招集し、幹事会を開催するとともに、以下の

活動を推進します。 

(１)ＪＡＭ東京千葉、Ｗｉｔｈ（中央女性協）の方針に則った活動の推進 

(２)女性目線での職場の問題を共有し、情報交換を図る 

(３)女性リーダーを育成するための学習会の開催 

(４)連合との連携を図り、積極的な活動を推進する 

 

Ⅶ．2016・2017年度運動方針＜Ｗｉｔｈ・中央女性協＞   

１．活動の目標 

(1) 男女がともに人生を豊かに過ごすことのできる、ゆとりある社会をめざします。 

(2) 男女がともに「仕事と生活の調和」をめざした働き方を考えます。 

(3) 男女がその個性と能力を十分に発揮できる社会をめざします。 

(4) 男女が働きやすい環境をつくるため、あらゆる活動への参画をめざします。 

(5) ＪＡＭ組織拡大方針「アタック 50」に基づき、女性目線での新しい労働組合活動を考えます。 

２．基本的な活動の柱 

(1) 労働組合活動への女性組合員の参画 

① ハンドブックを活用し、女性リーダー、女性役員の発掘・育成を行い、組合の意志決定機関へ

女性が参画していきます。 

② 組合のあらゆる会議・集会・行事・活動に女性の参画率を上げていくよう取り組みます。 

③ 研修会・セミナー等の教育の場へ、多くの女性が参加できるよう環境を整えます。 

(2) 女性活動組織の拡充 

① 組織強化委員会の支援のもとに、地方・県・単組の女性活動組織づくりを推進します。 

② 組織強化委員会と連携し、地方・単組の組織強化の一環として、全ての地方ＪＡＭにＷｉｔｈ

を設置し、女性活動の強化・充実を推進します。 

③ 地方ＪＡＭ男女共同参画委員会と連携・協力できる体制を構築します。 

④ 地方ごとの状況を考慮し、県ごとの活動も行います。 

(3) 職場活動や企業との交渉に関わる取り組み 

① 間接差別、仕事の与え方、婚姻・妊娠・出産による不利益取り扱いといった男女雇用機会均等

法の周知と点検活動を行います。 

② 企業の労働慣行の中で、男女異なる取り扱いに該当する事柄に着目し、実質的な男女の均等待

遇をめざします。 

③ 男女間の賃金格差解消に向け、実効ある取り組みを推進します。 

④ 女性活躍推進法の周知と行動計画策定に関わる情報提供や点検活動を行います。 
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⑤ 育児・介護休業法の周知と改正に関わる情報提供や点検活動を行います。 

⑥ 次世代育成支援対策推進法の周知と改正に関する情報提供や点検活動を行います。 

⑦ 婚姻・妊娠・出産をはじめ、様々な事由でライフスタイルが変化しても、働き続けることがで

き、キャリア形成が維持できるような制度について考えていきます。 

⑧ 男女雇用機会均等法をはじめ、働く女性にかかわる労働法制について学習していきます。 

 

(4) 政策・制度要求に関わる取り組み 

① 個人のライフスタイル選択に中立的な税制や医療制度改革、年金改革を含めた社会保障制度の

あり方を検討し、ＪＡＭや上部団体に意見を反映させていきます。 

② 労働者が仕事と生活を調和できる社会となるよう、積極的な法整備の実現を図ります。 

③ 保育、子育て支援、高齢者介護等、社会サービスの充実を図るため、地域の行政サービスにつ

いて学習し、連合や民間組織の取り組みに積極的に参加します。 

④ 介護休業中の社会保険料本人負担分・企業負担分の免除など、福祉の充実をめざします。 

(5) 情報ネットワークづくり 

① 働く女性のための知識や情報の交換、経験の交流を行います。 

② ＪＡＭの中央・地方・県・単組の女性活動組織の活動情報を提供していきます。 

③ 連合や金属労協（ＪＣＭ）といった上部団体の女性活動について情報を提供していきます。 

(6) 連合など上部団体の女性活動と連携 

① 連合・地方連合およびＪＣＭの活動に、参画および意見反映をしていきます。 

② ＩＴＵＣ(国際労働組合総連合)、ＩＬＯ(国際労働機関)、インダストリオール・グローバルユ

ニオンなど国際組織の活動に対し、視野を広げる点からも積極的に参画していきます。 

Ⅷ．2016年度重点活動計画＜Ｗｉｔｈ・中央女性協＞  

はじめに 

ＪＡＭの女性組織であるＷｉｔｈは、13地方ＪＡＭに設置されています。女性組織の拡大は進んで

いますが、全地方ＪＡＭへのＷｉｔｈ設置には至っていません。また、ＪＡＭ本部・地方ＪＡＭにお

ける機関会議への女性参画率の状況に大きな変化はなく、労働組合活動への女性の参画はなかなか進

まない状況です。あらゆる会議・行事に女性の顔が見えるよう、Ｗｉｔｈとしても女性の参加・参画

拡大に取り組むとともに、あらゆる場に女性の意見を反映していく仕組みづくりが必要です。 

そのためにもＷｉｔｈが作成した「ハンドブック」を活用し、中央Ｗｉｔｈと地方Ｗｉｔｈの連携

を強化し、課題や活動状況を双方向で支援・共有できる体制を整え、Ｗｉｔｈの活動を単組まで展開

し、すそ野を広げる仕組みづくりが重要です。 

2015年８月に開催されたＪＡＭ第 17回定期大会で「2016～2017男女平等参画アクションプラン」

が確認されました。このアクションプランは２年単位で策定され、2021年までの中長期目標を掲げた

ロードマップとなっています。そこには、女性の参画拡大に向けたＪＡＭ本部・地方ＪＡＭ・単組ご

との具体的な目標数値、および女性組織への支援策が具体的に示されており、その達成に向け、Ｗｉ

ｔｈも積極的に関わっていきます。 

私たちの活動が一歩でも前進するよう、重点課題を掲げ、課題解決に向け取り組んでいきます。 
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１．本年度の重点課題 

本年度は、６点の重点課題を掲げて活動していきます。Ｗｉｔｈ幹事会で重点課題への具体的な取

り組みを検討し、２月開催予定の「全国女性活動担当者会議」で地方Ｗｉｔｈ・単組の担当者へ方針

説明を行い、活動の実施と成果の点検を要請していきます。 

2016 年度重点課題 

① 組合活動への女性参画拡大に向けた取り組み 

② 「仕事と生活の調和」のとれた働き方についての取り組み 

③ 法改正に対応した組合員への周知・徹底と職場点検の取り組み 

④ 男女間賃金格差是正に向けた要因分析と取り組み 

⑤ ＪＡＭ政策・制度実現活動の取り組み 

⑥ 魅力ある組合活動に向けた取り組み 

 

(1) 組合活動への女性参画拡大に向けた取り組み 

女性組合員が労働組合活動に参加するきっかけを与える組織として、Ｗｉｔｈは大きな役割を担

っています。女性組合員比率 14.10％（2014年 10月現在）と、女性組合員の少ないＪＡＭでは、単

組における女性役員比率も低く、女性の意見を反映させるためには女性組織が必要です。 

あらゆる会議・行事への女性参画の拡大を推進するには、女性組合員自身の意識向上と、地方Ｗ

ｉｔｈへの支援が必要となりますが、特に、距離的にも時間的にも活動の制約が多い広域地方Ｗｉ

ｔｈへの支援は不可欠です。したがって、女性活動を担う人材の発掘や育成などを行う地方ＪＡＭ

男女共同参画委員会の活動はきわめて重要です。 

ＪＡＭは男女平等参画アクションプランの中で、女性参画の目標数値をＪＡＭの女性組合員比率

14％としています。Ｗｉｔｈとしても、ＪＡＭ組織強化委員会に対し、女性参画拡大に向けた課題

提起を行っていくとともに、男女共同参画委員会未設置地方への設置を引き続き要請していきます。 

また、女性の参画を拡大していくためには、ＪＡＭの女性活動やＷｉｔｈの活動を広く理解して

もらうことが必要です。Ｗｉｔｈが作成した「ハンドブック」を活用し、Ｗｉｔｈの活動を展開・

推進できる人材を育成するとともに、Ｗｉｔｈの「見える化」にも繋がるよう、議論していきます。 

 (2) 「仕事と生活の調和」のとれた働き方についての取り組み 

ＪＡＭは運動方針で、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現していくための職

場環境整備として、①少子化に歯止めを掛ける育児支援のための環境整備、②労働力不足への対応

と税・社会保障負担の分かち合いを拡大していくための女性と高齢者の登用、③介護への対応を掲

げています。 

長時間労働が深刻な問題となっている現状は男女ともに働きやすい環境とは言い難く、労働時間

を短縮し、仕事と育児・介護を両立できる職場環境を整備していくことは喫緊の課題です。 

Ｗｉｔｈとしても、ＪＡＭの方針に基づき、個々が力を最大限に発揮して働ける職場づくりをめ

ざし、環境の整備について議論していきます。 

(3) 法改正に対応した組合員への周知・徹底と職場点検の取り組み 

私たちが働きやすい職場環境づくりのためには、様々な法律の改正内容を理解し、労働協約に反

映していくことが重要です。 
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女性の活躍推進の取り組みを前進させるための新たな総合的枠組みとして、女性活躍推進法が成

立しました。2016年３月末までに 301人以上の企業は、採用者に占める女性の割合や男女の勤続年

数の差、労働時間の状況、管理職に占める女性の割合の現状を把握し、改善のための目標数値や取

り組み内容を「行動計画」に明記・公表しなければなりません（300 人以下は努力義務）。「行動計

画」の策定にあたっては、労働組合が積極的に参画し女性組合員の意見を反映していく必要があり

ます。 

また、本法施行後３年以内の見直しに併せて、男女雇用機会均等法の改正についても検討を予定

しています。このような状況の中、男女間賃金格差の是正や、女性は６割とも言われている非正規

労働者の待遇改善などの重要課題や職場の環境改善についても、女性の意見がきちんと反映される

仕組みになっているかの点検が必要です。 

Ｗｉｔｈでは、法律の周知活動と職場点検の取り組みを一層強化していかなくてはなりません。 

(4) 男女間賃金格差是正に向けた要因分析と取り組み 

ＪＡＭにおける賃金全数調査に基づいた男女間賃金格差の実態において、いくつかの格差パター

ンが明確となりました。 

ＪＡＭの「春季生活闘争主要単組アンケート（2015 年）」では、男女間の賃金格差について「問

題ない」とする単組が約６割、「検討すべき」・「明らかに問題がある」と回答した単組は４割弱、「取

り組み中」が約５％となっており、「問題ない」とする単組が半数以上を占めています。また、問題

がある場合の「問題点」としては、約９割の単組が、「結果として昇格・昇進に差がある」、「結果と

して評価に差がある」を挙げています。 

Ｗｉｔｈは、ＪＡＭ労働政策委員会と連携して男女間賃金問題検討委員会の活動に参画し、賃金

格差の実態を把握し、発生要因について分析します。また、Ｗｉｔｈ全体でその知識や情報を共有

できるよう学習会などを企画する中でスキルアップに努めます。 

 (5) ＪＡＭ政策・制度実現活動の取り組み 

2015 年３月に開催したＪＡＭ

2015 年度臨時中央委員会において、

2016 年７月の第 24 回参議院議員選

挙に藤川慎一ＪＡＭ副会長をＪＡ

Ｍ組織内候補予定者として擁立す

ることが確認されました。推進体制

のメンバーであるＷｉｔｈは、ＪＡ

Ｍ政策実現活動での役割をきちん

と果たしていかなくてはなりませ

ん。具体的な進め方は、本部方針に

則ってＷｉｔｈ幹事会で協議を進

めていきます。 

同時に、なぜ労働組合は政治活動に取り組むのか、 

なぜ組織内議員が必要なのか、その意義や重要性について、 

全国女性活動担当者会議等を通じて、地方Ｗｉｔｈや女性活動組織に徹底していきます。 

地協 

単組 

地協 

地協 

単組 

単組 

地
協 

単組 単
組 

　

ＪＡＭ

2015，2016政策実現本部

[中央執行員会メンバー]

総合企画推進室

ＪＡＭ政策実現活動

　　　推進委員会 　地方ＪＡＭ推進実務責任者会議
[政策･政治委員会メンバー] 　　　　[実務責任者（書記長）]

地方ＪＡＭ
政策実現活動推進本部
[地方ＪＡＭ執行委員会]

地方ＪＡＭ推進員会

　
大
手
労
組
会
議

 
Ｊ
Ａ
Ｍ
議
員
団
会
議

事務局会議

＜ＪＡＭ政策実現活動の推進体制＞

　
Ｊ
Ａ
Ｍ
シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ

　
中
央
女
性
協
議
会

　
業
種
別
部
会

津田やたろうを支援する会

藤川しんいちを支援する会
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また、私たちの声がどのように国政や地方行政に反映されていくのか、法律制定までの流れや労

働組合の関わり方について学習し、Ｗｉｔｈとしての政策・制度実現活動のあり方を議論していき

ます。 

 

(6) 魅力ある組合活動に向けた取り組み 

労働組合のための調査研究機関である「労働調査協議会」が労働組合に呼びかけ、５～10年先の

組合活動を中心的に担うと期待される組合役員を対象に行った「次代のユニオンリーダー調査」を

基に、ＪＡＭが独自の視点で分析を行いました。 

その中で、組合活動における充実感について「感じている」（16.1％）と「どちらかといえば感じ

ている」（42.1％）を合わせた＜充実感を感じている＞が６割弱を占めていますが、「どちらともい

えない」が３割強となっています。 

組合活動を続ける中で感じている悩みや不満について、「自分の時間や家庭生活が犠牲になる」が

半数弱（46.8％）、「代わりの人がいないので役員・委員をやめられない」が３割弱（27.1％）とな

っています。 

執行部の若返りや世代交代が進むなか、次世代を担うリーダーが労働組合に対してどれだけ魅力

を感じることができるかが課題となります。 

Ｗｉｔｈは、多くの女性が積極的かつ継続的に参画できる魅力ある組合活動をめざし、様々な声

を吸い上げ、議論を深め、ＪＡＭ方針に反映させていきます。 
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Ⅸ．2016・2017年度役員体制に関する件 ～別紙～ 

 

Ⅹ．総会宣言（案）  ～別紙～ 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 Ｗｉｔｈ東京千葉 

  機関紙「ＪＡＭ東京千葉」掲載 Ｗｉｔｈ東京千葉・コラム集 

☆★☆「女性活躍について考える」☆★☆ 

安倍政権が女性活用を今後の成長の柱と位置づ

けたことで「ウーマノミクス」が注目されています。

「ウーマノミクス」とは、「ウーマン」と「エコノ

ミクス」を組み合わせた造語で、女性のパワーが経

済をけん引するとの考え方です。少子・高齢化が進

む中、人口の約半分を占める女性の就業率を高める

ことが重要になっています。また労働力不足対策に

加え、女性が活躍することで国がより発展するとい

う目的もあります。 

しかし、全ての働く女性が｢ばりばり働きたい」

「活躍したい」と考えているでしょうか。国は待機

児童の解消、母子家庭を対象にした支援策、テレワ

ークの導入など、女性が働き続けるための環境整備

を進めています。しかしそれ以上に同じ職場で働く

男性の理解や意識改革が必要だと思います。女性を

男性社会の中でうまく働かせるという発想ではな

く、どのような仕事ならば力を発揮でき、仕事を続

けたくなるかという観点で活躍の場を創造するこ

とが大切ではないでしょうか。 

ＮＴＮでも女性活躍が掲げられ、プロジェクトが

始動しています。私は東京事業場の女性代表として、

会社に対し女性がイキイキと働き続けられるため

の意見提起をしていきます。女性社員にはこれを機

に、イキイキと働くために①どういう自分になりた

いのか、②どういう「仕事」をしたいのか、③どう

いう「プライベート」にしたいのか、ということを

考えてもらえればと感じています。 

※ＮＴＮ労組東京支部 菅沼 絵理 

（機関紙ＪＡＭ東京千葉・183 号掲載） 

 

☆★☆「考えよう！働き方とハラスメント」☆★☆ 

新年あけましておめでとうございます。今期引続

き議長のＪＵＫＩ労組森田です。 

11 月開催の第８回総会では多くの女性、男性組

合員に参加頂きありがとうございました。 

第２部「みんなで考えよう！ハラスメントのない

職場作りをめざして」では、身の周りのハラスメン

ト（セクハラ、パワハラ、マタハラ、パタハラ）を

情報共有し、ハラスメントのない職場づくりについ

て考え、発表を通し気付きを共有しました。 

我が家は昨春第一子が誕生し、私は夏に職場、組

合活動共に復帰しました。核家族で０歳児を育てな

がら仕事や組合活動を続けられるのは、職場や家族

の理解、協力、更に法律や会社制度のおかげです。 

 ＪＵＫＩには労働基準法 67条育児時間を受け 

 

 

 

労使で作り上げた哺育時間の定めがあり、一歳未満

の子を持つ者が午前午後各 45 分の育児時間を取得

できます。 

これを夫婦交代で取得し一般的には女性に偏り

がちな育児を分担し、私が入社当時から描いている

将来像「結婚も出産もキャリアも」にまた一歩近づ

きました。 自身の価値観と異なる状況を理解し、

各人が選択した働き方を尊重することは、ハラスメ

ントがなくいきいきと輝き働き続けられる職場環

境に通ずるでしょう。 

どんな働き方があるかを考えながら今年一年を

過ごしてみませんか？ 

※ＪＵＫＩ労組  森田玲香 

（機関紙ＪＡＭ東京千葉・184号掲載） 

 

 



21 

 

☆★☆「労働力不足による負担増」☆★☆ 

近年少子高齢化における労働力不足が顕在化す

る現状の中、一人に対しての負担が大きいのではと

思われる場面が見受けられることが多くなってき

た気がします。 

優秀な人材確保をという声もありますが、その為

には、育児･介護･病気を抱える方など様々な形の働

き方への対応(教育の仕方、伝承)も必要とされます。 

一旦退いた方の復帰などにも力を入れた人材育

成を行なう事で、働く意欲のある方には、戦力にな

ってもらい、労働力向上に繋がればと思います。 

十代から介護を担っている若者が、学業や就職に

支障をきたしている現状もあります。職場環境の改

善を目指し、受け入れる体制を整えるのも我々労働

者・労働組合の役割であり、一人でも多くの仲間を

増やしていく取り組みが必要です。 

出産･育児を理由とする離職や介護離職等を避け、

両立させていくためには周りの理解も重要です。話

を聞く、声をかけるなど、そういった一つ一つが助

けになり、社会全体が動くきっかけになるのではな

いでしょうか。一人ひとりの力を最大限に発揮する

ことが出来、誰もが働き続けられる環境作り・業務

改善について皆で考えていかなければならないの

ではないかと思います。全ての労働者の負担軽減と

ワークライフバランスの為に私達自身が行動を起

こす時です。 

※東邦シートフレーム労組  神丸章子 

  （機関紙ＪＡＭ東京千葉・185号掲載） 

 

☆★☆「均等法制定 30 年」☆★☆ 

「女性は結婚するか 35 歳になったら退職しなけ

ればならない」―明治や大正の話ではありません。

今から半世紀程前までは一流企業といわれる会社

でもこれが「常識」だったのです。 

ＮＨＫの人気番組「プロジェクトＸ」に、『女た

ちの 10 年戦争～「男女雇用機会均等法」誕生』と

いう回があります。労側委員と使側委員の激しい対

立の中、均等法を国会に上程するに到った女性官僚

たちの奮闘努力を綴ったものです。使側委員の、「日

本の企業は（女性を補佐的な職種に限定し安い賃金

で雇用することで）発展してきたのだ」という言葉

を聞いて、当時の常識や職場に漂っていた空気感が

蘇る思いでした。 

今、「女性活躍推進」はアベノミクスの成長戦略

の一つに挙げられ、女性登用に積極的な企業が数多

く出てきています。その一方で、妊娠や出産をきっ

かけに解雇・雇い止め・減給・降格などの嫌がらせ

を職場で受けるマタハラが止む気配は見られませ

ん。 

昨年 10 月には妊娠をめぐる降格処分について均

等法に照らして違法である」と最高裁が判断を示し

たことが話題となりました。 

今年は均等法制定 30 年の節目の年です。自分た

ちの職場に問題を生む土壌がないかどうか、原点に

立ち返って点検することの必要を感じています。 

※クボタ東京本社労組  秋元みゆき   

（機関紙ＪＡＭ東京千葉・186号掲載） 

 

☆★☆「会話、してみませんか？」☆★☆ 

「言葉だと言いたいことをうまく伝えられない」

と悩んでいる人は、どれくらいいるでしょうか？私

自身そのひとりです。会議や打ち合わせのみならず

普段の会話でも…。いろいろ情報を盛り込んでしま

い、「何が言いたかったの？」「こういうことだよ

ね？」となる事が多々あります。 

先日、「好かれる人は伝え方が９割！」という記

事を読みました。職場で好かれる人の伝え方には、
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“ひらがな”をたくさん使って話せる、困った人に

も落ち着いて対応できる、相手の懐に入る鉄板フレ

ーズがある、どんな人の話も素直に聞ける、正しい

敬語を知っている、という５つの共通点があるとの

事です。理想の上司、力になりたいと思える先輩や

同僚にまさに当てはまると感じました。自問自答し

てみると…。 

 相手が理解してくれる言葉・話し方、相手が好

む話し方等、意識の矛先を相手に向けると仕事もプ

ライベートもうまくいきやすくなるのではないで

しょうか？ 

考えた文章が書けるメール等に頼りがちな世の

中ですが、感情を表現する・直に伝えるには、面と

向かって話すのがいちばんです。５つの話し方を身

につけることで“相手を前にして話をする”という

事に改めて目を向けたいと思います。 

※日本精工労組  山本美子 

（機関紙ＪＡＭ東京千葉・187 号掲載） 

 

☆★☆「改めて、労働組合とは」☆★☆ 

先日、この４月から新社会人になった息子をもつ

親御さんから「新人研修に行ったら、うちの会社労

働組合があるよ」と子供が話していたことを聞かさ

れた。話の中で、今、学生は就活でブラック企業か

そうでないかの見極めに苦労をしているそうだ。会

社に入社したら、「こんなはずじゃなかった」と嘆

く子が多いらしい。企業に労働組合があるかは、そ

の見極めのために、是非必要な情報だと思った。 

 また日本の「労働教育」の少なさは、社会に出

て混乱を招くと思う。「働くことの意義、義務を理

解すること」「労働に関する法律の知識を身に付け

ること」「労働相談の事例」等は、少なからず学校

教育のなかで全員が学ぶべきではないかと思う。私

の組合では、単組で「労働組合とは？」と題して研

修会を開催している。賃金・労働条件・職場環境な

ど改善したいことはたくさんあるはず。また労働法

や女性に関する法律にも触れ、労働者が守られてい

ることも伝えた。はたらく仲間が集まる労働組合は、

力を合わせ解決できる組織だと私も改めて重要性

を学び初心に戻った気がした。組合執行部と組合員

が一丸となり、労働組合を盛り上げていく意識を持

つことが大切だと認識した。 

※日工タナカエンジニアリング労組  高橋五月 

 （機関紙ＪＡＭ東京千葉・188 号掲載） 

 

☆★☆「女性活躍について考える」☆★☆ 

2016 年入社の方たちの会社説明会がスタート、

当社にも初々しい学生の姿を最近よく見かけます。

当社も近年女性の採用人数を増加し、女性活躍推進

を図っています。とは言うものの、まだまだ女性従

業員の比率が非常に少ないのが現状です。女性が活

躍できる会社は、どのような会社なのか調べてみま

した。日経ウーマノミクス・プロジェクトの企業女

性活用度調査での、管理職登用度・ワークライフバ

ランス度・女性活用度・男女均等度の４つの指標で

採点したランキングを見ると、１位資生堂、２位セ

ブン＆アイ・ホールディングス、３位ＡＮＡ、４位

ＪＴＢ、５位第一生命保険…といった結果になりま

した。ＪＡＭはおろか金属を扱った製造メーカーが

上位に入っていません。私はこれを見て製造メーカ

ーの女性活躍に対する取り組みはまだまだなのだ

なあと感じました。 

少子高齢化が進み、労働人口が減少する日本で、

豊かで社会福祉制度を充実させるためには女性の

就業率向上は必要不可欠です。自分たちの老後、そ

して子供たちの将来のため、現役で働く私たちがも

っと積極的に女性が働きやすい環境について考え、

労働組合や会社に働きかける必要があるのではな

いでしょうか。※ＮＴＮ労組東京支部  菅沼 絵理 

（機関紙ＪＡＭ東京千葉・189号掲載） 
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☆★☆「学習会開催してます！」☆★☆ 

Ｗｉｔｈ東京千葉が年１回開催している学習会

を、「きちんと伝える話し方」をテーマに６月開催

しました。日頃の会議や職場、組合活動で自分の考

えを説明する際に、「伝える」難しさを実感してい

るので大いに勉強になりました。伝えたいことを伝

えるには、きちんと聴いてもらう必要があります。

そのためには聴き手にどう聴かれているかを考え

ることが重要です。 

 講師は現役アナウンサーの方で、呼吸法や声の

出し方、イントネーション等、聴き取りやすい話し

方を学ぶことが出来ました。その他にも分かりやす

く話し、親近感を持ってもらうことによって共感を

得て納得してもらう、そのためのコツなど学習しま

した。学習会の最後には、参加者一人ずつ直前にく

じ引きで引いたテーマについてスピーチを行い、講

師からフィードバックを受けました。なかなか自分

のスピーチに対してプロに分析してもらうことが

ないので、とても勉強になりました。今回の学習会

で得た「聴き手にどう聴かれるかを考える」を普段

から心がけ、話し方上手になれるよう頑張ります。 

女性組合員の皆さん、Ｗｉｔｈ東京千葉は年１回

毎年テーマを変えて学習会を行っていますので、是

非参加してください。 

※ＪＵＫＩ労組  小林明子 

 （機関紙ＪＡＭ東京千葉・190号掲載） 

 

☆★☆「マタニティハラスメント」☆★☆ 

最近はマタニティハラスメント(通称マタハラ)

の話題を耳にすることが多くなり、妊娠中の女性が

仕事に関する不安を抱え、肩身の狭い思いをしてい

るケースは少なくないと感じています。ハラスメン

トは、個人の受け取り方によって違ってくるため、

悪気がなくても不快にさせたり、傷つけたりするこ

とがあります。知識・認識不足が問題となることも

あるため、職場で多くの人が関心を持つことが大切

だと思います。 

  私自身、出産を経験して職場復帰しています。

産休間近の後輩に頑張ってねと声をかけた時に大

変な思いや辛い思いをしてまで、どうして働き続け

るの？頑張れるの？と聞かれたことがあります。当

時の私は、適切な言葉をかけられませんでしたが、

今は何が不安なのか、これからどうしたいのか、ま

ずは彼女の話をじっくり聞いて、それから私の経験

談を交えて話すことが必要だったと思います。 

  女性が働くための制度は整いつつありますが、

それだけでなく働く喜びがあるからこそ働き続け

ることができるはずです。女性らしさを失わず働く

幸せを感じて欲しいと思います。そして私自身は、

そんな女性たちをサポートできるような支援（組合

活動）をしていきたいと考えています。 

※日本電子連合労組  川口綾子 

（機関紙ＪＡＭ東京千葉・191 号掲載） 

 

☆★☆「自分の幸せは自分で決める」☆★☆ 

「結婚」「産みたい」「仕事を続けたい」「キャリ

アアップしたい」希望と不安をいくつも抱えて、き

ょうも女性は働いています。 

私もその中のひとり。政府は「女性活躍」の旗を

振りますが、女性のリアルな暮らしはどうなのでし

ょうか。 

本来はうれしいライフイベントのはずの妊娠・出

産の前には、高いハードルが立ちはばかっています。

そもそも晩婚化が進み、若いうちに子供を持つこと

自体が難しくなっています。 

女性が経営者や管理職として働き続けるには良

いことですが、社会的地位を確立したら妊娠出産の
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適齢期を逃す可能性があることもしっかり周知し

なければならないでしょう。 

逆に、妊娠・出産という経験は男性には決してで

きないことができるのも女性。女性に生まれきたか

らにはぜひ経験してみたい最大イベントともいえ

ます。たくさんの選択肢ありますがからだはひとつ

しかありません。 

仕事と育児の両立に悩んだり、働きたいのになか

なか働けないことでモヤモヤしてる女性は多いと

思います。ただ何を優先したいかが大切だというこ

とです。やりたいことがあるなら優先すればいい。

何かを変えるのは自分しかできません。他人目線で

はなく自分目線で自分の幸せは自分で決めること、

強い意志を持って生きて抜いていきましょう。 

※ミツミユニオン 大嶽 茉央 

（機関紙ＪＡＭ東京千葉・192号掲載） 

 

☆★☆「旗振り役を目指して」☆★☆ 

先日、単組内で全国の女性組合役員が集まる会議

があり、ディベート形式のディスカッションを行な

いました。テーマはずばり、「女性の組合役員をど

のように増やすか」というもの。なりゆきではなく、

「女性組合役員を全体の３割」など定数を決め活動

するとしたらどうか、という案について、熱い議論

を交わしました。議論を通じ感じたことは、なかな

か総論賛成・各論反対の状態から抜けきれないこと

です。様々な立場の方の声を届ける組合として、

様々な立場の組合役員を増やしたい、ということは

共通の想いでしたが、具体的な方法論になっていく

と「無理に定数化すると、自発的・積極的な活動を

阻害するのではないか」「時間外の活動が難しいと

言われる」などをはじめ様々な課題が飛び出し、議

論を重ねるも明確な結論の出ないまま時間切れと

なってしまいました。 

社会全体として掲げている女性活躍推進も、他社

の状況を見聞きしていると同じ状態にあると感じ

ます。すぐに正解の出ない課題を前に進めるために

は、信念を持ち、旗を振り続ける人が必要です。結

論の出ない議論の中でも、別の拠点で活動する組合

役員の「想い」に心打たれながら、私自身もその一

人となりたいと気持ちを新たにすることができま

した。今後も想いを同じくする人達と、組合活動を

通じて取組を続けていきたいと思います。 

※ダイキン工業労組東京支部 今野 絵里子 

（機関紙ＪＡＭ東京千葉・193号掲載） 

 

 

 

倍政権が女性活用を今後の成長の柱と位置づけたことで「ウーマノミク 

倍政権が女性活用を今後の成長の 


