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はじめに 

2018 年 6 月 28 日、参議院本会議で働き方改革関連法案(正式名称:働き方改革を推進するための関

係法律の整備に関する法律案)が可決・成立しました。「働き方改革」は、「少子高齢化に伴う生産年齢

人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」といった課題の解決のため、労働

者の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、一人ひとりがより良い将

来の展望を持てるようにすることを目指しています。法改正に伴い、各企業においては長時間労働の

是正やワークライフバランスの取り組みが進むことが期待されます。 

今年の夏には、大学が入学試験において女性の点数を一律に減点するという点数操作を意図的に行

っていたことが発覚し、女性活躍推進が叫ばれる社会においても、未だなお、女性に対する差別が残

っていることが浮き彫りになりました。 

法改正の後押しもあり、今後も企業の制度改革が進むことが予想されますが、方針を掲げ、制度の

枠組みを整えて終わりではなく、改革を推進するには、一人一人の意識を変え、職場の風習を変えて

いく必要があり、その際、労働組合が大きな役割を果たします。 

男女平等参画社会を実現するためには、「うちではそれが当たり前」というような過去からの習慣に 

とらわれた職場環境や風土に対して、女性が自ら声を上げ、意思決定機関に参画していかなければな

りません。今後もＷｉｔｈ東京千葉は、男女共に働きやすい職場環境作りを目指して取り組みを進め

ていきます。 
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Ⅰ.2018 年度重点活動 

2018 年度重点課題 

① 組合活動への女性参画拡大の取り組み 
② 誰もが働きやすい職場環境作りに向けた取り組み 
③ ＪＡＭ政策・制度実現活動の取り組み 
④ 魅力ある組合活動に向けた取り組み 

 

Ⅱ．2018 年度活動状況報告 

1.Ｗｉｔｈ東京千葉 
①Ｗｉｔｈ東京千葉第 5回幹事会 

日  時：2017 年 9 月 30 日（土）10:00～12：30  
  開催場所：田町・田町交通ビル 
  内  容：1.第 11 回総会の開催に関する件 

2.上部団体からの参加要請等への対応 

3.来期の活動に向けての意見交換、他     

参 加 者：神丸議長、小山事務局長、辻副事務局長、黒川・鳥山・石川・五頭・ 
笠井・渡部・佐藤・宮岡幹事・本部次期幹事 

合計 12 名 

 

②Ｗｉｔｈ東京千葉第 11 回総会 

日  時：2017 年 11 月 11 日（土）10:30～14：45 

  開催場所：田町・田町交通ビル 
  内  容：1.2017 年度活動報告 

2.2018 年度重点活動計画 

3.2018・2019 年度役員体制、他     

参 加 者：神丸議長、宮岡副議長、本部・渡邊・天野・五頭・高橋・松本・田淵・ 
矢島幹事、秋元副委員長、小山事務局長 
辻前副事務局長、石川・渡部・笠井・佐藤前幹事 
東邦シート①、カシオテクノ①、セガ①、ＮＴＮ①、横河電機①、 
シチズン①、日本電子① 

合計 24 名 
③Ｗｉｔｈ東京千葉第 2 回幹事会 

日  時：2017 年 11 月 11 日（土）15：00～16：00  
  開催場所：田町・田町交通ビル 
  内  容：1.今年度の活動に関する件 

2.ＪＡＭ東京千葉男女共同参画委員の登録に関する件 

3.2018 年度連合東京女性委員会委員の登録に関する件、他     

参 加 者：神丸議長、宮岡副議長、本部・天野・渡邊・五頭・高橋・松本・田淵・矢島幹事、

秋元副委員長、小山事務局長 
合計 12 名 



5 
 

④Ｗｉｔｈ東京千葉第 2 回幹事会 

日  時：2018 年 1 月 13 日（土）10：00～12：00 

開催場所：田町・友愛会館 

内  容：1.3 分間自己紹介 

2.学習会の開催について、他    

参 加 者：神丸議長、宮岡副議長、本部・天野・渡邊・高橋・田淵・矢島幹事 

     秋元副委員長、草野事務局、小山事務局長 

合計 12 名 

⑤Ｗｉｔｈ東京千葉第 3 回幹事会 

日  時：2018 年 4 月 14 日（土）10：00～12：30 

  開催場所：東京・クボタ東京本社労組会議室 
  内  容：1.学習会（女性セミナー）の開催について 

2.ＴＡＮＡ会の開催について 

3.講演「労働組合での女性活動の役割について」 

  講師：秋元みゆき副委員長 

  参 加 者：神丸議長、宮岡副議長、花澤・本部・渡邊・五頭・高橋・田淵・松本・ 
矢島幹事、秋元副委員長、草野事務局、小山事務局長  

合計 13名 

⑥Ｗｉｔｈ東京千葉女性セミナー 

日  時：2018 年 6 月 23 日（土）11：00～16：40 

  開催場所：田町・田町交通ビル 
  内  容：仕事のスリム化で働き方改革を推進！ 

「業務効率化・タイムマネジメント研修」 

 講師：ジャイロ総合コンサルティング（株） 

西村 伸郎さん  

参 加 者：森男女共同参画委員長、神丸議長、宮岡副議長、花澤・本部・渡邊・五頭・高橋・

田淵・松本・矢島幹事、秋元副委員長、草野事務局、小山事務局長 

東邦シート①、ダイキン②、ＮＴＮ①、日本精工①、日本電子④ 

 合計 23 名 

⑦Ｗｉｔｈ東京千葉第 4 回幹事会 

日  時：2018 年 7 月 28 日（土）10：00～12：00 

  開催場所：亀戸・ＪＡＭ東京千葉事務所 
  内  容：1.幹事の交代について 

2.第 12 回総会の開催について 

3.2018 年度活動報告に関する件、他     

参 加 者：神丸議長、宮岡副議長、富沢・松本・田淵・矢島幹事、秋元副委員長、草野事務局、

小山事務局長  
合計 9名 

⑧Ｗｉｔｈ東京千葉第 5 回幹事会 

日  時：2018 年 10 月 13 日（土）10：00～12：30 

  開催場所：田町・田町交通ビル 
  内  容：1.幹事の交代について 

2. 2019 年度役員体制について 

3. 第 12 回総会の開催について、他     

参 加 者：神丸議長、宮岡副議長、本部・渡邊・富沢・高橋・松本・田淵・矢島幹事、 
秋元副委員長、草野事務局、小山事務局長  

合計 12 名 
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2.Ｗｉｔｈ（中央女性協議会） 
①Ｗｉｔｈ第 19 回総会 

日  時：2017 年 10 月 20 日（金）13:00～21 日（土）12：00 

  開催場所：東京・有明 

内  容：10 月 20 日 連合中央女性集会 

           夕食懇親会 

10 月 21 日 Ｗｉｔｈ第 19 回総会 

  主催者側：秋元副委員長、宮岡副議長 

参  加：神丸議長、日立ハイテク①              

 合計 3 名 

②Ｗｉｔｈ2018 年全国女性活動担当者会議 

日  時：2018 年 2 月 16 日（金）12：00～17 日（土）12:00 

  開催場所：富山・三協立山株式会社 

内  容：1.工場見学 

     2.三協立山㈱におけるダイバーシティの推進 
     3.Ｗｉｔｈ政策実現活動の取り組みの説明 

4.グループワーク 
「誰もが安心して働き続けるにはどんな制度が必要？」  

主催者側：秋元副委員長 

  参 加 者：神丸議長、草野事務局、ＹＤＫ①   

合計 3名 

 ③Ｗｉｔｈ（中央女性協議会）女性リーダーセミナー 

日  時：2018 年 5 月 18 日(金)13:30～19 日(土)13:20 

会  場：田町・友愛会館  
内  容：・ProjectＱの説明 

・Ｗｉｔｈカフェ①「職場や社会に対する不安、不満、怒りを集める」 

・Ｗｉｔｈカフェ②「私たちのマニュフェストをつくろう」 
・グループセッション 

主催者側：秋元副委員長、宮岡副議長 

参 加 者：草野事務局①、ＮＯＫ① 

合計 4名 

 

3.連合関係 
①連合東京第 22 回各種公的審議会派遣女性委員会議および学習会 

日  時：2017 年 11 月 2 日（木）14:30～17:15 

開催場所：田町・田町交通ビル 

内  容：1.第 22 回各種公的審議会派遣女性委員会議 

      2.学習会「女性が働き続けられる環境を目指して 

～子ども・子育て支援政策を中心に～」 

          講師：小林美希さん（労働経済ジャーナリスト）   

参  加：カシオ② 

合計 2名 
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②連合東京女性委員会第 29 回定期総会＆2017 女性セミナー 

日  時：2017 年 12 月 6 日（水）15:00～17:30 

開催場所：田町・連合東京 

内  容：1.第 29 回定期総会 

       2.基調講演 

連合本部の調査結果からみる男女平等課題と今後の取り組み（仮） 

         ①「雇用における男女平等に関する調査結果」 

         ②「非正規雇用で働く女性に関する調査 2017」 

           講 師 連合 総合男女・雇用平等局 

参 加 者：草野事務局、書記局① 

合計 2名 

③2018 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：2018 年 3 月 8 日（木） 18：30～19：45 

開催場所：有楽町・よみうりホール 

内  容：1.特別提起「国際社会における男女平等方針における 

男女平等課題の取り組みについて」 

 2.男女平等課題の取り組みに向けた好事例発表 

  ①「悪質クレーム（迷惑行為）対策の取り組み」 

  ②「学校にかかわるハラスメント・暴力と日教組の取り組み」 

  ③「全労金 春季生活闘争における取り組み」 

主催者側：小山事務局長 

参 加 者：神丸議長、宮岡副議長、クボタ東京②、カシオテクノ③、カシオ⑥、 

書記局① 

合計 14 名 

④2018 春季生活闘争 3.8 国際女性デー 全国統一行動 

日  時：2018 年 3 月 9 日（金）18：30～19：45 

開催場所：千葉駅前 

内  容：バラとティッシュの配布  

参 加 者：花澤幹事  

 合計 1 名 

⑤2018 年金属労協（ＪＣＭ）男女共同参画推進研修会 

日  時：2018 年 4 月 9 日（月）13:30～ 
開催場所：麻布十番・電機連合会館 
内  容：講演①「スウェーデン 北欧の男女共同参画推進の現状」 

        講演②「男女共同参画推進への私の闘い」 
        座談会 
主催者側：秋元副委員長 
参 加 者：セイコーＣＰＳ①、日本精工①、書記局①  

合計 3名 

⑥ 連合東京「女性のための全国一斉労働相談告知街宣活動」 

日  時：2018 年 6 月 12 日（火）18:00～19:00 

開催場所：新宿駅 西口 

内  容：連合本部女性中執、連合東京女性委員会、ブロック地協女性委員会によるマイクに

よる訴え、ティッシュ配布 

参 加 者：草野事務局、小山事務局長   

合計 2名 
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⑦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：2018 年 6 月 19 日（火）10:00～12:00 

開催場所：東京都第一本庁舎 

内  容：①東京都の取り組み 

      ・都の男女平等推進施策について 

      ・平成 29 年度東京都男女平等参画調査の概要 

      ・平成 29 年度労働相談 / あっせんの概況について 

     ②連合東京の取り組み  

「UA ゼンセン／介護士のセクハラ問題について」 

「私鉄東京／鉄道業で働く女性の活躍と課題」 

     ③意見交換 

参 加 者：小山事務局長  

合計 1名 

⑧連合東京「2018 男女平等セミナー」 

日  時：2018 年 7 月 20 日（金）14：00～17：45 

開催場所：田町・田町交通ビル 

内  容：1.報告「政治分野における男女平等参画の推進に関する法律」の説明  

     2.事例報告と討論 

地方連合会（連合愛知）・単組（中央労金労組、UA ゼンセン東京） 

        3.小池都知事挨拶 

        4.基調講演「クオータ制について」 

講師：三浦まりさん（上智大学法学部教授） 

参 加 者：神丸議長、矢島幹事、草野事務局、日本電子③  

合計 6名 

⑨連合千葉「2018 女性フォーラム」 

日  時：2018 年 9 月 15 日(土)13:00～16：30 

開催場所：千葉・千葉県教育会館 

内  容：1.「子育てと介護の同時進行 ダブルケアを知ろう!」 

講師/一般社団法人ダブルケアサポート代表理事 東恵子氏 

     2.グループ討議  

参 加 者：神丸議長   

 

合計 1名 

⑩連合東京「女性リーダー養成基礎講座」 

日  時：2018 年 9 月 20 日(木)10:00～17:00 

開催場所：田町・連合東京会議室 

内  容：1.アイスブレイク・グループコミュニケーション 

     2.講話「男女平等参画の歴史～わたしたちの歩んできた道～」 

        講師/連合 芳野副会長 

     3.ゲーム等を使ってリーダーシップや組織運営を学ぶ 

参 加 者：ＮＴＮ① 

主催者側：小山事務局長   

合計 2名 
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Ⅲ．2018 年度活動の評価と課題 
 

① 組合活動への女性参画拡大の取り組み 
② 誰もが働きやすい職場環境作りに向けた取り組み 
③ ＪＡＭ政策・制度実現活動の取り組み 
④ 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の取り組み 

今年度の女性セミナーは、仕事のスリム化で働き方改革を推進！「業務効率化・タイムマネジメ

ント研修」を企画し、開催しました。例年、Ｗｉｔｈ東京千葉役員単組からの参加が中心のため、

ＪＡＭ東京千葉男女共同参画委員会と連携し、委員会からも各地協へ参加要請を行いましたが、残

念ながら、大きな拡大には結びつきませんでした。来年度に向けて、要因の分析や拡大に向けての

取り組みを再検討していく必要があります。 

また、今年度、Ｗｉｔｈの活動に参加した単組からは、女性役員のなり手を増やすためのきっか

けとして、Ｗｉｔｈの活動に積極的に参加させたいという相談がありました。Ｗｉｔｈ幹事未選出

単組に向けては、今後も参画拡大と活動の浸透を目指します。 

 

（2）誰もが働きやすい職場環境作りに向けた取り組み 

  連合等、上部団体のセミナーや行事には積極的に参加し、幹事会では参加者から報告を求め、各

単組の先進的な事例について共有を行いました。 

ＪＡＭ東京千葉春闘集会には、Ｗｉｔｈ東京千葉からも積極的な参加がありましたが、Ｗｉｔｈ

東京千葉独自の男女間賃金格差問題の取り組みは実施に至りませんでした。格差の実態や要因につ

いての勉強会は、来年度以降に検討していきます。 

 

（3）ＪＡＭ政策・制度実現活動の取り組み 
来年夏の参議院選挙における田中ひさや組織内候補予定者の必勝に向けて、女性セミナーの際に

は一般参加者に向けても労働組合が政治活動に取り組む理由や組織内議員の必要性について話す

場を設け、理解を深めました。第 5回幹事会ではＴＡＮＡ会を開催し、2019 年の政策実現活動に

向けての意思統一を図りました。また、第 10 回総会には特別支援友好議員の田の上いくこ都議に

ご参加いただき、挨拶をいただきました。 

2019 年は、参議院議員選挙・統一地方選挙が控えているため、田中ひさや組織

内候補予定者、特別支援友好議員の必勝に向けて、更なる取り組みを強化します。 

 

 (4)  魅力ある組合活動に向けた取り組み 

2017 年 11 月に開催された第 10 回総会で 6人のメンバーが退任となりましたが、今年度は 6名の新

しいメンバーが加入し、新体制のもと活動を行ってきました。ネットワークを広める第一歩として、

まずＷｉｔｈ東京千葉のメンバー内でのコミュニケーションを深めるため、幹事会以外の場でも交流

をする機会を設け、クボタ東京本社労組の組合事務所見学や秋元担当三役のご講演など、幅広い活動

を通して、ネットワーク作りの大切さや労働組合での女性活動の役割について共に学びました。 
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    女性セミナーでは、講義を受けるだけでなく、参加者同士の交流を重視した構成とし、参加者ア

ンケートでは、「他単組とのコミュニケーションができてよかったです」「グループワークを通して、

交流できたのがよかった」等の意見をいただきました。 

 Ｗｉｔｈ東京千葉の活動を通じて培われたネットワークを活かし、様々な意見を取り入れながら、

今後も活動をより魅力的なものに見直しを図っていきます。 

 また、Ｗｉｔｈ東京千葉として、組合活動の魅力ややりがい、今後、組合活動をどう変革してい

けばより魅力的になるかを考え、男女共同参画委員会を通じて提言を行うなど、女性のための活動

組織として発信力を高めていくことを検討します。 

 
以上 
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Ⅳ．2018 年度Ｗｉｔｈ東京千葉役員体制 

No. 役職 氏名 単組名 地協 

1 議 長 神丸 章子 東邦シートフレーム労働組合 総 武 

2 副議長 宮岡 優子 カシオ労働組合 西多摩 

3 幹 事 黒川千賀子 小島労働組合 総 武 

4 幹 事 花澤 明子 東邦シートフレーム労働組合 総 武 

5 幹 事 本部 明子 クボタ東京本社労働組合 中 央 

6 幹 事 渡邊  悠 ダイキン工業労働組合東京支部 中 央 

7 幹 事 天野 友香 
ダイキン工業労働組合東京支部 

※2018 年 7 月まで 
中 央 

8 幹 事 近藤友紀子 
ダイキン工業労働組合東京支部 

※2018 年 7 月～10 月まで 
中 央 

9 幹 事 五頭 聡美 
ＮＴＮ労働組合東京支部 

※2018 年 7 月まで 
城 南 

10 幹 事 富沢 祐美 
ＮＴＮ労働組合東京支部 

※2018 年 7 月～ 
城 南 

11 幹 事 高橋なつみ アズビル労働組合 城 南 

12 幹 事 松本夏菜子 日本精工労働組合本社支部 城 南 

13 幹 事 田淵 絢子 日本精工労働組合本社支部 城 南 

14 幹 事 矢島 朋子 日本電子連合労働組合 西多摩 

15 担当三役 秋元みゆき クボタ東京本社労働組合 中 央 

16 事務局 草野 薫 ＪＡＭ東京千葉  

17 事務局長 小山 恵 ＪＡＭ東京千葉  

 

Ⅴ．2018 年度上部団体への登録･派遣 

 

  

Ｗｉｔｈ（中央女性協議会） 宮岡優子 
ＪＡＭ東京千葉執行委員 宮岡優子 
ＪＡＭ東京千葉男女共同参画委員会 神丸章子 

ＪＡＭ東京千葉第 20 回定期大会女性代議員 

（女性枠）神丸章子、渡邉悠、 
松本夏菜子、矢島朋子 

（地協枠）高橋なつみ 

ＪＡＭ東京千葉第 28 回地方委員会代議員 
（女性枠）神丸章子、矢島朋子、  

田淵絢子、渡邊悠 
連合東京女性委員会 小山恵  
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Ⅵ．Ｗｉｔｈ東京千葉 2019 年度重点活動計画 

ＪＡＭ東京千葉男女共同参画委員会では、2018.2019 年度男女平等参画推進計画において「男性しか

いない会議は作らない」というスローガンを掲げ、取り組みを進めています。あらゆる場に女性の意見

を反映していくためには、会議・行事の場に女性の顔が見えるよう女性の組合活動への参画率の向上を

目指すと共に意思決定機関への女性参画を推進しなければなりません。Ｗｉｔｈ東京千葉は女性のため

の活動組織として、女性同士のネットワークを活かし、組合活動をより魅力的な活動とするための意見

を集め、発信していきます。また、Ｗｉｔｈ東京千葉としての発信力を高め、活動に対する周知・理解

を促進していきます。 

2019 年夏の第 25 回参議院議員選挙においては、女性が安心・安全に働き続けることができる社会の

実現に向けて、私たちの代弁者として「田中ひさや」を国政に送り出すための取り組みを進めます。 

 

(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。 

 

(2) 誰もが働きやすい職場環境作りに向けた取り組み 

① 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 働き方改革やダイバーシティの取り組みついて、情報を共有し、各単組へと展開を図ります。 

③ 賃金実態について学習し、男女間賃金格差の要因について考えます。 

 

（3）ＪＡＭ政策・制度実現活動の取り組み 

① 第 25 回参議院議員選挙の組織内候補予定者「田中ひさや」、統一地方選挙における組織内議員

候補・特別支援友好議員の必勝に向けた取り組みを進めます。 

② ＪＡＭ東京千葉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。 

 

（4）魅力ある組合活動に向けた取り組み 

① Ｗｉｔｈの作成した「ＪＡＭ女性活動ハンドブック～Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ～」を活用し、女性組

織の必要性や女性が参加しやすい労働組合活動について考えます。 

② 女性同士が抱える課題を共有し、解決できるよう、女性のネットワーク作りに取り組みます。 

 ③ 幹事が互いに意見交換・情報発信をしながら、Ｗｉｔｈ東京千葉の活動をより魅力的なものに 

   見直しを図ります。 
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・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、積極的な連合活動への参画を推進 

 

 

Ⅶ．2019 年度重点活動計画＜Ｗｉｔｈ・中央女性協＞   

はじめに 

Ｗｉｔｈは結成当初からＪＡＭの運動方針のもと、男女がともに、①人生を豊かに過ごすことのできる

ゆとりある社会、②「仕事と生活の調和」をめざした働き方、③個性と能力を十分に発揮できる社会、④

働きやすい環境をつくるためのあらゆる活動への参画、⑤ＪＡＭ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る―― の５点を目標に掲げています。 
ＪＡＭの女性活動組織であるＷｉｔｈは、現在 17 地方ＪＡＭ中 15 地方に設置されています。女性活動

組織の拡大は着々と進んでいますが、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は、昨年より若干増加していますが、労働組合

活動全般への女性の参画はなかなか進まない状況にあります。Ｗｉｔｈとしても、あらゆる会議・行事で

女性の顔が見えるよう、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

いく取り組みが必要です。さらに、意思決定機関に女性が参画できるようＪＡＭの運動を理解し行動でき

る人材を育成していかなければなりません。 
また、女性が働き続けるためには、国の制度などにも私たちの意見を反映させていかなければなりませ

ん。働く女性から集めた声を、「田中 ひさや」ＪＡＭ組織内候補予定者に託すことができるよう、Ｗｉｔ

ｈも政策実現活動に積極的に取り組んでいきます。 
 

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。 
 

201９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 
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(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 13.4％（2017 年 10 月現在）と、女性組合員の

少ないＪＡＭでは、単組の女性役員比率が低く組合活動の

ロールモデルも少ない状況です。女性の意見を反映させる

ためにも、また、女性役員のロールモデルを増やすために

も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Ｗｉｔｈ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Ｗｉｔｈへの支援は不可欠です。したがって、

女性活動を牽引する人材の発掘や育成などを担う地方ＪＡ

Ｍ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 20％としています。Ｗｉｔｈとしても、

本部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きます。 
Ｗｉｔｈは、「ハンドブック」を活用し、ＪＡＭの女性活動やＷｉｔｈの活動を幅広く展開・推進でき

る人材を育成するとともに、Ｗｉｔｈ活動の「見える化」にもつながるよう、議論をしていきます。 

(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 

男女ともに仕事と育児・介護が両立できるよう、女性活躍推進法や育児・介護休業法など法整備が進

む一方で、休業取得や短時間勤務による職業キャリア形成に歯止めがかかってしまう状況にあまり変化

はありません。 
「男性の方がリーダー向き」「育児は女性がすべきだ」といった「無意識の偏見※1（アンコンシャス・

バイアス）」の払拭を目的とした研修会が様々な企業で開かれています。育った環境や組織内で身につい

た無意識の偏見を排し、多様な社員が活躍できる職場をめざしていかなくてはなりません。 
また、学歴が高い人ほど自分に偏見はないと思い込むと言われ、「子育て中の出張は難しいよね」とい

った上司の『配慮』が積み重なると、仕事を軽減するかわりに昇進・昇格の機会が減る「マミー・トラ

ック」の問題を起こしかねません。 
しかし、無意識の偏見を問題視する企業がある一方で、ハラスメントや差別など「意識的」な偏見が

横行する職場もまだまだ多いのも現状です。 
Ｗｉｔｈとしても、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮して働ける職場づくりに向けた環境の整備

について議論し、ＪＡＭの運動につなげていきます。 
 

※1 無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）とは 
女性は細やかな心遣いができる、女性は管理職に向いていない、短時間勤務の社員は仕事より家庭が大事、女性

は生まれつき数学の能力が男性より低い、男性は家事が下手、シニアはパソコンが苦手、ＬＧＢＴの人はオシャ

レ 等 

  

ｃ 地方 Ｗｉｔｈ
男女共同参画

委員会

1 北海道 ○

2 北東北 ○ ○

3 南東北 ○ ○

4 北関東 ○ ○

5 東京千葉 ○ ○

6 神奈川 ○ ○

7 新潟 ○ ○

8 北陸 ○ ○

9 甲信 ○

10 静岡 ○ ○

11 東海 ○ ○

12 京滋 ○ ○

13 大阪 ○ ○

14 山陽 ○ ○

15 山陰 ○ ○

16 四国 ○ ○

17 九州・山口 ○ ○

合計 15 17

<地方ＪＡＭ活動組織の状況>
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(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。 
2016 年に施行された女性活躍推進法は、施行後３年の経過で見直しを行うとともに、男女雇用機会均

等法の改正も検討されており、2019 年秋、労働政策審議会 雇用環境・均等分科会で議論が行われる予

定です。連合は、ＩＬＯの動向も踏まえながら、具体的な対応方針を確認していきます。また、女性活

躍推進法の一般事業主行動計画の策定に労働組合が関わり、なおかつ女性の意見も反映されるよう働き

かけが必要です。 
さらには、2019 年４月に施行の働き方改革関連法の内容にも注視していきます。 
Ｗｉｔｈは、連合やＪＡＭの方針に基づき学習会などを開催することで、法律の周知活動と職場点検

の取り組みを呼びかけていきます。 

(4) 男女間賃金格差是正に向けた要因分析と取り組み 

ＪＡＭの「春季生活闘争主要単組アンケート（2018 年）」では、男女間の賃金格差について「問題が

ない」とする単組は約５割、「検討すべき問題がある」とした単組は約４割となっています。また、問題

がある場合の「問題点」としては、「結果として性別差がでる傾向」、「結果として昇進昇格に性別差がで

る傾向」とする単組が約５割となっています。 
ＷｉｔｈでもＪＡＭの賃金プロット図を用いて実態把握を行うとともに、賃金格差の要因についての

議論を検討していきます。 

(5) ＪＡＭ政策・制度実現活動の取り組み 

法律の制定や改正は、私たちの職場や家庭、地域生活に影響を与えます。その法律を決めているのは

国会です。国会の決定によって法律は改善にもなり、改悪にもなります。私たちの生活をより良くする

ために、働く者の立場で国・自治体などに身近な政策課題を要求していくことが必要です。しかし、現

在ＪＡＭには、そうした声を届けてくれる組織内議員がいません。 
ＪＡＭは、2019 年７月の第 25 回参議院議員選挙に「田中 ひさや」をＪＡＭ組織内候補予定者として

擁立しています。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

重要性についての認識を、地方Ｗｉｔｈや女性活動組織に徹底していきます。具体的には、女性が安心・

安全に働き続けることができる社会の実現に向けて、私たちＷｉｔｈの政策・制度要求を提起し、ＪＡ

Ｍの代表である「田中 ひさや」の当選に向けた活動を進めていきます。 
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

合と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 

2017 年 10 月に民間人材会社が行った「日本で働く外国人調査」では、日本の働き方に関して、80％
が「仕事の精度が高い」と評価した一方、72％が「無駄な会議」の多さを指摘し、「仕事のやり方が効率

的ではない」との意見も 53％に上る結果となりました。 
昔からのやり方を変えることに躊躇しがちな日本の風土に対し、男女雇用機会均等法の立案に深く関
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わり、現在ではＷＩＮ ＷＩＮ（政治の分野への進出をめざす女性を支援するネットワーク）の代表であ

る赤松良子さんは、「時代が変われば伝統を考え直すのはむしろ当然ではないか。いつまでも不合理なも

のにとりすがっている者に輝く明日は来ないということを、世の賢者は知っている筈である」と明言さ

れています。 
多様な価値観を認め、柔軟な考え方を持ち合わせていかなければ、誰にとっても働きやすい環境とな

らないことは労働組合の活動においても同じです。各々がやりがいを感じ、能力を十分発揮できるよう、

これまでの労働運動を継承しながらも、時代の変化に即した活動のあり方を模索していくことが重要で

す。 
Ｗｉｔｈは、結成 20 周年に向けて、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。 
 
【参考】 

Ｗｉｔｈ第19回総会確認（2017年10月21日） 

＜Ｗｉｔｈ2018・2019年度運動方針＞ 

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、組合の意思決定機関へ女

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
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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。 
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。  
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Ⅸ．2019年度役員体制に関する件 ～別紙～ 

 

Ⅹ．総会宣言（案）  ～別紙～ 
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 Ｗｉｔｈ東京千葉 

  機関紙「ＪＡＭ東京千葉」掲載 Ｗｉｔｈ東京千葉・コラム集 

☆★☆「公的な場でのジェンダーギャップ」☆★☆ 
11 月 22 日に開会した熊本市議会の定例会で、女

性市議が生後７か月の長男を連れて議会に入場し

たため、議長や事務局が制止し、話し合いのため議

会が 40 分遅れて開会されたというニュースが大き

く報じられました。 
これまで出産を機に退職、また、本人が就業の継

続を望んでも退職せざるを得なかった女性も多く

いましたが、正社員として働いていた女性は出産後

も子育てをしながら正社員として働く女性が徐々

に増えてきたため、両立への課題が表面化してきて

います。 
  男女格差の度合いを示す「ジェンダーギャップ

指数」では、２０１７年度、日本は世界１４４カ国

中１１４位で、「政治参画」の「国会議員の男女比」

が１２９位と、前年の１２２位から順位を下げまし

た。日本では未だ男女の格差が大きく、性別役割分

業意識が根強く残っているため、ワークライフバラ

ンスが実現しやすい社会とはいえません。 
  この市議の行動に対しては、賛否両論の声があ

りましたが、仕事と子育ての両立に悩む女性は多く、

両立を実現できる環境を整えていくための議論の

きっかけとなったと思います。女性がまずは声を上

げて、社会全体で課題認識をすることから、少しず

つ変わっていくのだと思います。 
※単組名・氏名非掲載 

（機関紙ＪＡＭ東京千葉・219 号掲載） 

 

☆★☆「体が資本です」☆★☆ 
 新年あけましておめでとうございます。本年も

宜しくお願い申し上げます。日頃よりｗｉｔｈ東京

千葉の活動にご理解、ご協力を頂きまして有難うご

ざいます。今期、引続き議長を務めさせて頂きます

東邦シートフレーム労働組合の神丸です。色々な働

き方がある中でより良い職場環境を作っていかな

ければなりません。その為にはまず自分の働き方を

見直し、他の仲間の働き方と比べてみると考えやす

いかもしれません。ワークライフバランスと合わせ

て人生プランにどの程度経済的な事も考えなけれ

ばならないのか、楽しく過ごす為にはどういった働

き方があるのか、職場の仲間と情報交換をするのも

一つの方法です。健康経営という言葉を耳にしまし

た。育児介護との両立、病気を抱えながらの仕事、

それらは女性だけの問題ではありません。女性はお

しゃべりで情報交換と同時にストレス解消をして

いるとの事です。男性は口数が少なく、内に溜め込

む傾向にあり、飲酒でストレス解消をするつもりで

飲酒の量が増え、心身を壊してしまうケースがある

そうです。年始で飲酒の機会が多いですが、皆で健

やかに過ごす事が出来るように、制度を整えるのも

私達自身が考えて声を上げていかなければなりま

せん。 
※東邦シートフレーム労組 神丸章子 

（機関紙ＪＡＭ東京千葉・220 号掲載） 

 

 
☆★☆「組合活動に主体的に参画することで」☆★☆ 

１月 13日（土）、総会後初めてのWith幹事会が、

田町の友愛会館にて行われた。メンバー交代もあり、

まずは自己紹介から始まった。 
内容は多岐に渡り、知っている人でも改めて話し

を聞くと、とても新鮮だった。驚いたのは 12 人中、

マラソンを楽しんでいる人が多く、なんとフルマラ

ソン経験者が２人おり、近々挑戦する人もいた。思

っていた以上にアクティブな女性達だ。 
  With は、女性が組合活動に参加する入口として

の側面もある。幹事会をより有益な活動にする為に

は、個々を知ることも重要である。その為、幹事は

単組では組合員～専従までと立場も様々。自己紹介

は１人３分と短時間だったが個性が垣間見え、魔法

に掛かった様に身近な存在へと変化した。 
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  With への参加理由は様々だが、縁あって集ま

った行動力のある仲間達である。２０２０年に各種

会議への女性参加比率 30％を達成する為にも、こ

の仲間と女性が組合活動へ参加する裾野を拡げて

いきたい。その為には、まず私達が組合活動に参画

することの意義をより理解し主体的に実践するこ

とで、自らが成長し輝ける様な活動を行いたい！と、

幹事が改めて心合わせをし、「男女平等参画社会の

実現」を目指しての新たなスタートとなった。 
※カシオ労働組合 宮岡 優子  

（機関紙ＪＡＭ東京千葉・221 号掲載） 

 

☆★☆「隔てのない働き」☆★☆ 
長野を超え、過去 多となるメダルを獲得した平

昌五輪。 
 66 年ぶりの連覇を達成した羽生結弦選手、日本

女子スピードスケート史上初の金メダルを獲得し

た小平奈緒選手、右膝痛を抱えながら金メダルを獲

得した高木奈那選手、骨折をしていながらも銀メダ

ルを獲得した渡部暁斗選手、アウェーの中でも笑顔

を絶やすことなく、おやつタイムまで注目され、銅

メダルを獲得したカーリング女子チーム、政治利用

などと批判も有ったようだが、ライバル国の選手に

折れたストックの替りを渡したノルウェイのコー

チや、涙するライバルを抱きよせ共に称えあったス

ケート選手など、スポーツマンシップにのっとった

精神は見る者に勇気と感動を与えてくれた。 
 今回の五輪では、若い世代の選手や女性の活躍が

目立ってみえたが、組合としても若年層や女性が活

躍できる場を増やしていける取り組みをしていき

たいと思う。 
 また、ジョブ・リターン制度の導入や、シニア人

材を活かす取り組みもしていき、老若男女を問わず、

働く意欲の有る者や働く力の有る方と共に、より良

い仕事ができ、より良い職場で働ける環境が作れる

ように努力していけたらと思う。 
※小島労働組合 黒川 千賀子 

（機関紙ＪＡＭ東京千葉・222 号掲載） 

 

☆★☆「体調管理はしっかりと」☆★☆ 
昨年末頃から今年の初めにかけて、全国的にイン

フルエンザが大流行しました。それもようやく落ち

着いて来たかと思えば、今度は花粉症の季節がやっ

てきました。私も花粉症の為、毎年この時期はとて

も憂鬱になります。 
一般的な症状である目の痒み、鼻水、鼻づまり、

くしゃみ等に加え、 近では人によっては肌の不調

（顔や頭皮が荒れる）や咳や喉の不調、微熱など、

風邪に似た症状が出ることもあり、風邪なのか花粉

なのか分からないような体調不良に陥る人もいま

す。 
具合が悪くなると必然的に集中力が途切れ、仕事に

支障をきたす場合も出てくると思います。 
そうなると、今迄は耳鼻科だけで済んでいた人も、

眼科・皮膚科・内科など複数の病院にかかる事もあ

り、この時期は通院や市販薬の購入など何かと出費

が多くなり、ただでさえ家計が逼迫している中、つ

い先頃健康保険料率や介護保険料率を引き上げる

とのニュースが入ってきて、軽い眩暈を覚えました。 
こんな時は、花粉症の人の為の特別手当の支給や

特別休暇があればいいのにな、などと夢のような事

を考えたりもします。 
だからこそ日々の体調管理をしっかりとし、出来

るだけ病院や薬のお世話にならないような生活を

心がけていかなければいけないなと改めて感じて

います。 
※東邦シートフレーム労働組合 花澤明子       

（機関紙ＪＡＭ東京千葉・223 号掲載） 
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☆★☆「自分にあった働き方を」☆★☆ 
先日私の母は、大学の博士号を取得しました。こ

の出来事は我が家にとって嬉しく、誇らしい知らせ

でした。 
母は以前から学校で非常勤講師をしており、子育

てがひと段落すると大学で教員としてフルタイム

で働くようになりました。大学で教授や学生と接す

るうちに自分ももう一度勉強したいという思いが

強くなったそうです。そこで仕事を続けながらも修

士課程に入りました。大学へ入り直す例は身の回り

で聞いたことがなく、私たち家族にとって驚きでし

た。しっかり講義をしつつ、自分の研究は海外での

学会で発表を重ね、多忙な様子でしたが、いつも研

究内容を楽しそうに語っていました。修士を修了し、

さらに究めるため博士課程へ進学。大学という職場

上、いくらか配慮はあったものの働きながら大学へ

通うのは簡単にできることではないと思います。し

かし今思えば母にとって勉強することは生きがい

であり、ワークライフバランス実現の重要な材料だ

ったのでしょう。そんないつまでも向上心を持ち続

ける母を私は尊敬しています。 
仕事に一生懸命になることも心身健康に過ごす

ことも大切です。私生活での目標もしっかり定め、

自分の置かれた状況に合わせて働き続けられるよ

うに私もなりたいと考えさせられました。 
※クボタ東京本社労働組合 本部 明子 
（機関紙ＪＡＭ東京千葉・224 号掲載） 

 

☆★☆「コミュニケーションを密に」☆★☆ 
昨今「働き方改革」という言葉をよく耳にします。

多くは労働時間削減による生産性の向上という点

に注目が集まりますが、人手不足という観点では労

働人口の増加も重要なテーマだと認識します。 

 その中の一つとして「女性が働きやすい職場環境

づくり」を進めて行くことも今後の労働力確保の観

点から、より重要であると思います。 

 私自身の職場においても働き方について考える

機会が多くなりましたが、実際の行動や職場風土の

変化にまでは至ってはいません。 

 それでも職場の雰囲気が少しずつ変わってきて

いる予兆は感じます。これまで繁忙になるほど自身

の業務に没頭し、職場内のコミュニケーションが薄

れる傾向がみられました。こうしたことに対し、「そ

のような職場を変えたい」との声が職場からあがる

ようになってきました。 

 一人ひとりが周囲とのコミュニケーションを意

識し互いの困りごとに気づき、助け合う風土が生ま

れつつあります。こうしたことは「女性が働きやす

い職場環境」にもつながっていくものと思います。 

 「女性が働きやすい職場環境」の実現に向けて、

皆が声を掛けあいながら、頑張っていきたいです。 

※ダイキン工業労働組合東京支部 天野友香 
 （機関紙ＪＡＭ東京千葉・225 号掲載） 

 

☆★☆「女性が輝く職場の実現」☆★☆ 
単組においても女性がよりいきいきと活躍出来る

職場環境の実現を目指し、女性部会を立ち上げ活動

を進めています。今年度は、女性が少ない分散職場

に勤務する「女性組合員座談会」と、ワークライフ

バランスのライフの充実を目的とした「華道教室」

を開催しました。私は主催者側の立場でありながら

一組合員としても参加し、次のような事を実感しま

した。 

それは「多くの女性が同性同士で話す事で日々の

ストレスや悩みを発散し、そのような場や人の繋が

りを糧としている」という事です。 
 座談会では、女性が少ない職場特有の悩みを共有

し、自分の経験を話したりお互いにアドバイスをし

たり、初対面とは思えないくらい直ぐにざっくばら

んな話ができました。身近で気軽に相談できる同性

が少ないからこそ、一人で抱えていた不安や悩みが
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あり、座談会がその解消のきっかけになったと感じ

ました。 
また華道教室では和やかな空気も手伝い、お互い

の人となりをより深く知る事ができ、今後の仕事に

も良い影響があると言う声が挙がりました。 
 女性が少ない分散職場では、女性が孤立してしま

い一人で悶々と悩む状況に陥りがちです。今後も女

性が輝く職場の実現を目指し、今以上のコミュニケ

ーションの充実に向けた場と、仕事の枠を超えて話

し合える人のつながりを作っていきたいと思いま

す。 
※ダイキン工業労働組合東京支部 渡邊 悠 
（機関紙ＪＡＭ東京千葉・226 号掲載） 

 

☆★☆「組合員の声を国会へ」☆★☆ 
  先日、職場総点検運動で「年次有給休暇取得推

進」や「人事制度の見直し」「政策・制度活動の推

進」「職場の問題・課題」について、話し合いが行

われました。 

 そこでは「住宅手当の見直し」や「時差勤務の条

件見直し」など様々な意見・要望があり、これらを

まとめて執行委員が会社と協議することで、少しず

つ制度や環境が良くなっていくと同時に、組合だけ

では解決できない問題もあるなと思いました。 

 「政策・制度活動の推進」の説明では、過去の組

織内議員の実績として、「雇用調整助成金の拡充・

要件緩和」について触れられ、私の会社も制度を活

用して大変助かったと聞き、組織内議員の必要性を

改めて感じました。また、他の産別では、国会に複

数名の議員を出しており、産別ごとの要望実現を目

指し活動していると説明を受けました。現在、ＪＡ

Ｍ組織内議員がいないのは、とても残念に思います。 

 組合での政治活動は嫌がられる傾向にあります

が、具体的な成果がわかれば、自ずと「応援しよう！」

という気持ちになるのではないでしょうか。私達の

要望を国会に届けてもらうためにも、田中ひさや氏

を応援していきたいです。 

※ＮＴＮ労働組合東京支部 富沢 祐美 
（機関紙ＪＡＭ東京千葉・227 号掲載） 

 

☆★☆「私のリフレッシュ方法」☆★☆ 
みなさんのリフレッシュ方法はどんなことでしょ

うか？ 
私のここ 近のリフレッシュ方法は、海外への一人

旅です。GW はスリランカ、夏季休暇はカンボジア

へ行ってきました（ツアーですが・・・笑）。一人

になる時間が少ないこともあり、自分と向き合い見

つめ直す良い機会となっています。 
今回、旅行を通じて自分への課題は、仕事やプライ

ベートの役割に応じて周囲に対する対応を変えて

いるため、「自分らしさ」を見失いがちになってい

るということ。そんな時に同僚がたまたま SNS で

アップしていた、エムグラム（超精密性格診断）。

105 問の質問に答えると、すぐに診断結果として、

自分の性格で強く出ている 8 成分を精密に抽出し

表示されるというものです。家族にも協力してもら

い、共有した結果、かなり当たっていたような気が

しました（笑）。 
生活の中で持つ悩みのほとんどの原因は、人間関係

ではないでしょうか？自分の性格の強みを知るこ

とで周囲に対する接し方を意識することが出来、公

私ともに充実した毎日が遅れたらみんな Happy で

すよね♪興味のある方は是非、診断してみてくださ

い！！ 
エムグラム診断（https://m-gram.com/personality） 
※アズビル労働組合 高橋 なつみ 
（機関紙ＪＡＭ東京千葉・228 号掲載） 
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☆★☆「コミュニケーションは重要」☆★☆ 
ワークライフバランスという言葉は、近頃よく聞

くキーワードであり、それを保てるかどうかは、会

社を選ぶ上で重要視されるポイントになりつつあ

ると感じます。 

私の勤める会社でも、仕事と家庭の両立の実現の

ための施策が充実してきています。育児休業や、育

児のための時短勤務制度などがあるほか、在宅勤務

もトライアルで導入されています。私の職場にも、

制度を活用している女性部員がいます。「子どもの

状況に合わせて、働き方を選べるので、オンオフの

メリハリをつけて仕事ができる」という本人の言葉

通り、周りから見てもいきいきと働いていると感じ

ます。また、 近では、育児だけでなく、介護をす

る社員をサポートする施策も始まりました。 

制度が充実することにより、勤務時間や働く場所

が多様化しますが、そこで改めて感じるのはコミュ

ニケーションの大切さです。コミュニケーションを

密にとることにより、働き方の違いにより生じるギ

ャップを埋めることにつながります。また、違いを

知り、それを受け容れることにより、一人ひとりの

考えの幅も広がると考えます。 

仕事で責務を果たすことはもちろん重要ですが、

誰にとっても一度の人生です。仕事もプラベートも

充実させられる職場になるよう、私も今まで以上に

職場でのコミュニケーションを心掛けていきたい

と思います。 

※日本精工労働組合本社支部  松本 夏菜子 

（機関紙ＪＡＭ東京千葉・229 号掲載） 
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