
連合滋賀

と　　　き ： ２０２２年１２月３日 （土） １４ ： ００～

と　こ　ろ ： 滋賀県教育会館 「中会議室」

第３３回女性委員会総会



 



 

 

第３３回女性委員会総会  次 第 

 

 

   １．開会のあいさつ 

 

   ２．女性委員会代表あいさつ 

 

   ３．来賓あいさつ 

 

   ４．２０２２年度 活動報告 

 

   ５．第１号議案 ２０２３年度 活動計画（案） 

 

   ６．第２号議案 ２０２３年度 役員体制（案） 

 

   ７．新役員あいさつ 

 

   ８．閉会のあいさつ 

 



２０２２年度 活動報告 

 

Ⅰ．女性委員会の充実・強化に向けて 

１．連合滋賀、連合近畿ブロック、連合本部の会議関係 

(1)第32回総会 

日程・場所 報告・議案 出席 

2021年12月4日（土） 

滋賀県教育会館 

・2021年度活動報告 

・2022年度活動計画と2022年度役員選出 

10名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)連合滋賀の諸会議 

回数 日程・場所 協議事項（抜粋） 出席 

第1回 

幹事会 

2022年 1月18日（火） 

滋賀県教育会館 

・役員、各種委員 

・各種委員、審議会委員、専門委員会 

13名 

第1回 

三役会議 

2022年 2月21日（月） 

WEB開催 

・年間スケジュール 3名 

第2回 

幹事会 

2022年 2月24日（木） 

WEB開催 

・年間スケジュール 

 

11名 

第3回 

幹事会 

2022年 4月14日（木） 

WEB開催 

・女性組合員交流会 

・女性のための労働相談の対応 

・雇用における男女平等に関する要請 

・政治への参画 

11名 

持ち回り 

幹事会 

2022年 7月26日（火） 

～   8月 1日（月） 

・第33回総会 － 

第4回 

幹事会 

2022年10月24日（月） 

トラットリア デラメー

ラ 

・第33回総会 

・中央女性集会 

・女と男のいきいきフォーラム 

9名 

 

 

 

 



 (3)連合近畿ブロックの諸会議 

 ①近畿ブロック女性代表者会議 

回数 日程・場所 協議事項（抜粋） 出席 

第1回 2021年12月21日（火） 

WEB開催 

・各地方連合会の取り組み共有・意見交換 

・近畿ブロック女性会議の企画 

12名 

滋賀9名 

第2回 2022年 5月31日（火） 

連合大阪（WEB併用） 

・近畿ブロック女性リーダーセミナーの企画 14名 

滋賀3名 

第3回 2022年10月19日（水） 

WEB開催 

・近畿ブロック女性会議の企画 12名 

滋賀3名 

 

(4)連合本部の諸会議  

 ①構成組織・地方連合会女性代表者連絡会 

日程・場所  内容（抜粋） 出席 

第5回 2021年12月23日（木） 

WEB開催 

・学習会:世界標準のハラスメント対策ガイ

ドブック 

講師:木下徹郎 弁護士 

・提起:ジェンダー平等推進計画フェーズⅠ 

2022春闘におけるジェンダー平等・多様性

推進課題 

 講師:井上久美枝 連合総合政策推進局長 

・意見交換 

滋賀から3名 

第6回 2022年 5月20日（金） 

WEB開催 

・提起：2022-2023年度運動方針の進捗と課

題などについて 

 講師：井上久美枝 連合総合政策推進局長 

・講演：女性活躍推進法の可能性－真のポ

ジティブアクション法をもとめて－ 

 講師：皆川満寿美 中央学院大学現代教

養学部准教授 

・意見交換 

滋賀から1名 

 

２．連合滋賀の各種委員会への参画 

次の委員会等に女性委員会の役員が参画した。 

・男女平等推進委員会：栗本いづみ 

・組織委員会    ：大田香穂 

・連帯委員会    ：村井由紀子 

・広報教育委員会  ：伊地知美紗 

      ・政策委員会    ：松本有子 

・連合滋賀執行委員会：相澤三千代、大田香穂、村井由紀子、松本有子、栗本いづみ 

    副事務局長1名、執行委員4名の女性特別枠 

女性参画率は約16％（7名/44名） 

 

 



Ⅱ．労働運動を担う女性リーダーの育成と女性のネットワークづくり  

１．連合滋賀関係 

(1)女と男のいきいきフォーラム  

男女共生の社会をめざして「気付き・発見・いまどきのジェンダー」をテーマに、女性   

  委員会と青年委員会との共催で「女と男のいきいきフォーラム」を昨年の第32回総会後に

開催した。講演では、連合本部の運動方針や、育児・介護休業の歴史、法改正のポイント、労

働組合としての取り組みについて学んだ。 

 

日程・場所 内 容 出席者数 

2021年12月 4日（土） 

滋賀県教育会館（WEB併用） 

・開会挨拶：相澤三千代 女性委員会委員長 

・報  告：男女平等参画の推進について 

      中村猛利 連合滋賀副事務局長 

・講  演：育児・介護と仕事の両立支援策について 

      遠藤和佳子 連合ジェンダー平等・多様

性推進局長 

・ま と め：内海善夫 男女平等推進委員会委員長 

           （連合滋賀副会長）  

50名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)女性組合員交流会  

   女性組合員の交流会について検討を行ったが、新型コロナウイルス感染拡大の状況から、開催を

見送ることとした。 

 

 

 

 



(3)ジェンダー平等学習会（男女平等推進委員会と連携）  

日程・場所 内 容 出席者数 

2022年 6月11日（土） 

WEB開催 

「連合の男女平等参画・ジェンダー平等推進の取り

組みについて」 

小栗侑大 連合ジェンダー平等・多様性推進局部長 

女性委員会

から9名 

 

２．連合近畿ブロック関係 

(1)連合近畿ブロック女性会議  

日程・場所 内 容 出席者数 

2022年 2月 1日（火） 

WEB開催 

・講演:ジェンダー平等な政治の実現をめざそう 

講師:辻元清美 前衆議院議員 

・連合本部より提案 

・意見交換 

45名 

（滋賀4名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)連合近畿ブロック女性リーダーセミナー  

日程・場所 内 容 出席者数 

2022年 9月 3日（土） 

WEB開催 

・講演:連合のジェンダー平等・多様性推進運動 

井上久美枝 (連合ジェンダー平等・多様性推進局) 

・講演:女性が輝く社会をつくろう  

田村まみ(参議院議員) 

・グループワーク 

約80名 

（滋賀11名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．連合本部関係 

(1) 第25期女性リーダー養成講座 

日程・場所 内 容 出席者数 

2022年 2月25日（金） 

WEB開催 

・講演「連合ジェンダー平等・多様性に関する 

取り組みについて」 

講師 井上久美枝連合総合政策推進局長 

・講演「自分らしくいきいきと活動するための極意」 

講師 東浩司株式会社ソラーレ代表取締役 

③講演「働く女性と労働法」 

講師 神尾真知子日本大学法学部特任教授 

滋賀5名  

 

(2)連合中央女性集会 

日程・場所 内 容 出席者数 

2022年10月21日（金） 

東京ビッグサイト国

際会議場（WEB併用） 

・開会・主催者挨拶 

・基調提起「「ジェンダー主流化」で女性を意思決定プロセス 

に」 

 講師：井上久美枝 連合総合政策推進局長 

・基調講演「「オッサンの壁」を壊すには～多様性と無意識の

ジェンダーバイアス」 

 講師：毎日新聞論説委員 佐藤千矢子 氏 

・パネルディスカッション 

・まとめ、集会アピール採択 

滋賀5名  

 

Ⅲ．男女平等参画社会の実現に向けての課題の把握と解決  

   男女平等参画社会の実現に向けて、必要な情報を共有し、雇用における男女平等と労働条件の改

善、ワーク・ライフ・バランスの実現などに取り組み、性別に関わらず、すべての働く人が安心し

て働くことができる環境づくりの促進をはかる取り組みを行った。 

 

(1)政策・制度要求の実現 

滋賀県に対する「政策・制度要求と提言」の中で女性委員会として女性の活躍推進、男女平等参画

社会づくり、ワーク・ライフ・バランスの推進について意見をまとめ提案した。 

 

(2) 2022春季生活闘争総決起集会/アピール動画を制作・配信（労働条件委員会と連携） 

日 程・場 所 配信媒体 内 容 再生 

2022年 3月 3日(木) 

配信開始 

Facebook 

Youtube 

LINE＠ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

WEB動画：約9分（構成下記） 

・導入 

日本の賃金実態、滋賀県の状況、連合滋賀働

く仲間 

・構成組織の訴え 

16構成組織のメッセージ 

累計 

1.3万回再生 



・各種訴え 

ＵＡゼンセン（小売業）、私鉄県協（タクシ

ー業界）、女性委員会、中小労組連絡会議、

最賃対策委員会、国会議員：斎藤アレックス

氏、徳永久志氏、嘉田由紀子氏 

・参議院議員予定候補者 

滋賀県選挙区 田島一成氏、全国比例区 9人 

・連合滋賀 柿迫会長メッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)３．８国際女性デー街頭行動 

日 程・場 所 内 容 出席者数 

2022年 3月 8日(火) 

JR草津駅 

・女性委員会役員、3区女性議員のリレートーク 11名 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)男女平等クロスワードクイズ 

男女平等に関する意識を高めることを目的に、クロスワードパズルを作成し、構成組織への周知を行

い、542件（21構成組織）の応募があった。 

取り組み期間 応募件数 

2022年 3月 1日(火)～ 4月15日(金) 542件（21構成組織） 

 

 ※クロスワードクイズの問題は巻末参照 



【過去の応募推移】 

年 件数 応募件数 

2019年 212件 14構成組織 

2020年 348件 17構成組織 

2021年 1,046件 21構成組織 

2022年 542件 21構成組織 

 

【抽選当選者】 

構成組織 組合名 氏名 

電機連合 パナソニックアプライアンスユニオン草津地区協議会 松本 直樹 

電機連合 パナソニックコーポレートユニオン中国・北東アジア支部 松浦 大 

ＵＡゼンセン 旭化成労働組合関西支部 平岡 毅 

ＵＡゼンセン 東洋紡労働組合堅田支部 橋本 喜幸 

自治労 守山市職員労働組合 深尾 拓哉 

自動車総連 日本発条労働組合 園田 敦史 

自動車総連 ダイハツ労働組合竜王第一支部 大西 康弘 

ＪＡＭ ダイキン工業労働組合滋賀支部 本林 誠治 

日教組 滋賀県教職員組合 村長早絵子 

日教組 滋賀県教職員組合 市川 百子 

基幹労連 川重冷熱労働組合 山下 雅矢 

電力総連 きんでん労働組合滋賀支部 逸見 貴子 

私鉄県協 近江鉄道労働組合 吉田 友美 

全国競馬 全国競馬労働組合 大久保 勝徳 

情報労連 ＮＴＴ労働組合滋賀分会 南 祐美 

運輸労連 ヤマト運輸労組滋賀支部 寺村 清 

全印刷 全印刷局労働組合彦根支部 田中 大暉 

印刷労連 凸版印刷労働組合 太田 哉 

ｾﾗﾐｯｸｽ連合 ＴＯＴＯ ＵＮＩＯＮ滋賀支部 林田 里美 

全労金 近畿労働金庫労働組合 北村 章子 

 

 

 (5) ジェンダー平等に関する認知度調査：一般向け街頭アンケート（男女平等推進委員会と連携） 

日 程・場 所 内 容 

2022年 6月 3日(金) 

JR大津京駅 JR長浜駅 

JR守山駅  JR近江八幡駅  

「連合滋賀の日」に、男女平等推進委員会、女性委員会と共にジェ

ンダーに関する街頭認知度アンケートを展開 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)女性のための全国一斉集中労働相談（連合滋賀オルガナイザーと共に女性委員会にて労働相談対応） 

期間・場所 内容 相談件数 

2022年 6月 7日（火） 

～ 8日（水） 

連合福祉会館 

テ ー マ：女性のための連合全国一斉集中労働相談ホットライン 

広報活動：Googleリスティング広告/街宣活動 

相談対応：伊地知、栗本 

6件 

 

(7)滋賀労働局雇用環境・均等室へ雇用における男女平等に関する要請行動 

日程・場所 内 容 出席 

2022年6月15日（水） 

滋賀労働局雇用環境・均等室 

・要請文手交 

・要請の趣旨説明 

・意見交換 

7名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)行政審議会・協議会への派遣 

審議会・協議会名 担当 任期 

滋賀県職業能力開発審議会（滋賀県商工観光労働部） 山田あき 2024年8月 

滋賀県中小企業活性化審議会（滋賀県商工観光労働部） 大田香穂 2023年8月 

滋賀地方労働審議会（滋賀県労働委員会） 栗本いづみ 2023年9月 



滋賀地方最低賃金審議会特定(産業別)最低賃金専門部会(滋賀労働局) 相澤三千代 2023年3月 

滋賀県高齢・障がい・求職者雇用支援機構協議会（高齢・障害・求職

者支援機構滋賀県訓練支援センター） 
西村和美 2023年3月 

滋賀県高齢・障害・求職者雇用支援機構地方運営協議会滋賀職業能力

開発短期大学校部会（高齢・障害・求職者支援機構滋賀県訓練支援セ

ンター） 

相澤三千代 2023年3月 

 

Ⅳ．総合生活向上のための取り組み 

   単組や構成組織だけでは解決できない課題に対応するためには、各種選挙において、私たちの働

く仲間を政治の場に送り出す必要がある。そのため、女性委員会としても、政治意識の啓発や政治

参加促進の取り組みを行った。 

 

(1) 政治街頭アンケート（青年委員会と連携） 

日 程・場 所 内 容 回答 参加者 

2022年 6月 4日(土) 

JR長浜駅／JR近江八

幡駅 ／JR草津駅／JR

石山駅  

連合滋賀議員団会議の政治アンケートを青年委

員会が中心となり実施（女性委員会もこの活動

へ協力） 

197件 女性委員会

から1名 

 

 

 

 

 

 

 

(2)第26回参議院議員通常選挙予定候補者田島一成さんへの激励の応援メッセージ受け渡し 

日 程・場 所 内 容 

2022年 6月15日(水) 

田島一成事務所 

田島一成さんへの激励メッセージ作成・手交 

（相澤三千代女性委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



主な会議・集会 

日程 諸会議・集会名 場所 

2021年12月 4日（土） 女性委員会第32回総会 滋賀県教育会館 

12月21日（火） 近畿ブロック第1回女性代表者会議 連合大阪（WEB併用） 

12月23日（木） 第3回構成組織・地方連合会女性代表者会議 WEB開催 

2022年 1月18日（月） 女性委員会第1回幹事会 連合滋賀 

       2月 1日（火） 近畿ブロック女性会議 WEB開催 

2月21日（月） 女性委員会第1回三役会議 WEB開催 

2月24日（木） 女性委員会第2回幹事会 WEB開催 

2月25日（金） 第25期女性リーダー養成講座 WEB開催 

3月 1日（火） 

～4月15日（金） 

男女平等クロスワードクイズ募集 － 

3月 3日（木） 2022春季生活闘争総決起集会/アピール動画 － 

3月 8日（火） 3.8国際女性デー街頭行動 JR草津駅 

4月14日（木） 女性委員会第3回幹事会 WEB開催 

5月20日（金） 第6回構成組織・地方連合会女性代表者会議 WEB開催 

5月31日（火） 近畿ブロック第2回女性代表者会議 連合大阪（WEB併用） 

6月 3日（金） ジェンダー平等に関する認知度調査 JR主要駅4駅 

6月 4日（土） 政治街頭アンケート JR主要駅4駅 

6月 7日（火） 

～ 8日（水） 

女性のための労働相談対応 連合滋賀 

6月11日（土） ジェンダー平等学習会 滋賀県教育会館（WEB併用） 

6月15日（水） 滋賀労働局雇用環境・均等室へ雇用における男

女平等に関する要請行動 

滋賀労働局 

6月15日（水） 田島一成さんへの激励の応援メッセージ 田島一成事務所 

7月26日（火） 

～8月 1日（月） 

持ち回り幹事会 － 

9月 3日（土） 近畿ブロック女性リーダーセミナー WEB開催 

10月19日（水） 近畿ブロック第3回女性代表者会議 連合大阪（WEB併用） 

10月21日（金） 中央女性集会 東京ビッグサイト国際会議

場（WEB併用） 

10月24日（月） 女性委員会第4回幹事会 トラットリア デラメーラ 

 



役 職 名 氏　名 構成組織 単組・支部名

委 員 長 相澤三千代 ＪＡＭ  ダイキン工業労働組合滋賀支部

伊地知美紗 電機連合  オムロン労働組合草津支部

大西久美→
大田香穂

ＵＡゼンセン
 平和堂労働組合→
　　イオンリテールワーカーズユニオン

村井由紀子 自治労  守山市職員労働組合連合会

事務局長
田中節子→
栗本いづみ

日教組  滋賀県教職員組合

丸岡悦子 電機連合
 パナソニックアプライアンスユニオンくらしアプライ
 アンス支部ビューティ・パーソナルケア分会彦根拠点

濱本規子 電機連合  不二電機工業労働組合

林美唯妃 ＵＡゼンセン  東洋紡労働組合堅田支部

平岡幸子 ＵＡゼンセン  綾羽労働組合

山本千佐代→
後藤麻理奈

自治労  竜王町職員組合

河合美貴子→
小森久実

自治労  甲良町職員組合

青山一美 ＪＡＭ  オイレス労働組合滋賀支部

黒部幸子 ＪＰ労組  ＪＰ労組びわこ東支部

太田恵→
上出左也香

日教組  滋賀県教職員組合

澤久美子 電力総連  関西電力労働組合滋賀支部

南祐美 情報労連  ＮＴＴ労働組合関西総支部滋賀分会

北川梨咲 全印刷  全印刷局労働組合彦根支部

 

中村猛利 連合滋賀  連合滋賀副事務局長

宮島大志 連合滋賀  女性委員会担当職員

２０２２年度　連合滋賀女性委員会役員体制

事務局

副委員長

幹　　事



構成組織 委員数 委員名 組合名 委員名 組合名

伊地知 美紗 オムロン労働組合草津支部 松本 有子 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾕﾆｵﾝ草津地区協議会

丸岡 悦子
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾕﾆｵﾝくらしｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ支部
ﾋﾞｭｰﾃｨ・ﾊﾟｰｿﾅﾙｹｱ分会彦根拠点

⻄村 和美
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾕﾆｵﾝくらしｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ支部
ﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｸﾘｰﾅｰ分会八日市拠点

濱本 規子 不二電機工業労働組合 大前 叔恵 村田製作所労働組合八日市支部

佐竹 美子 日本電気硝子労働組合能登川支部

平岡 幸子 綾羽労働組合 伊藤 美和子 東レ労働組合滋賀支部

林 美唯妃 東洋紡労働組合堅田支部 ⻄川 貞代 旭化成労働組合関⻄支部

大田 香穂 イオンリテールワーカーズユニオン 大森 智美 滋賀東リ労働組合

洲脇 真琴 呉羽テック労働組合

村井 由紀子 守山市職員労働組合連合会 窪田 早希 多賀町職員組合

後藤 麻理奈 ⻯王町職員組合 木村 優子 滋賀県国⺠健康保険団体連合会職員労組

小森 久実 甲良町職員組合 竹内 由加里 湖南市職員労働組合

⻄堀 好恵 近江八幡市職員労働組合連合会

相澤 三千代 ダイキン工業労働組合滋賀支部 ⻄岡 清美 JAM京滋

⻘山 ⼀美 オイレス労働組合滋賀支部

自動車総連 2 大石 菜月 ダイハツ労働組合⻯王第⼀支部 ⻑岡 絹恵 ダイハツ労働組合⻯王第二支部

ＪＰ労組 2 ⿊部 幸子 JP労組びわこ東支部 田原 香織 JP労組びわこ⻄支部

ＪＥＣ連合 1 中島 由紀 東海ｶｰﾎﾞﾝ労働組合滋賀支部

栗本 いづみ 滋賀県教職員組合 奥 美智子 滋賀県教職員組合甲賀支部

内海 早苗 滋賀県教職員組合 橋本 克美 滋賀県教職員組合高島支部

上出 左也香 滋賀県教職員組合

基幹労連 1 根本 佳歩 MOLDINO労働組合野洲支部

電力総連 2 澤 久美子 関⻄電力労働組合滋賀支部 丈達 由美 きんでん労働組合滋賀支部

私鉄県協 1 押谷 千咲 近江鉄道グループ労働組合連合会

全国競馬 1 岡田 美行 全国競馬労働組合

全電線 1 藤田 由里加 古河AS労働組合

情報労連 2 南 祐美 NTT労働組合関⻄総支部滋賀分会 松元 涼子 NTT労働組合関⻄総支部滋賀分会

全印刷 2 北川 梨咲 全印刷局労働組合彦根支部 ⻄谷 美月 全印刷局労働組合彦根支部

セラミックス連合 1 林 望 TOTO UNION滋賀支部

全労金 1 田岡 文香 近畿労働金庫労働組合滋賀支部

国公総連 1 渡井 愛奈子 全農林滋賀分会

合計 47

ＪＡＭ 3

日教組 5

２０２２年度　連合滋賀女性委員会委員数と氏名登録

7電機連合

ＵＡゼンセン 7

自治労 7



 

これからの労働運動を活性化していくには、労働組合への女性組合員の積極的な参画が不可欠

であり、とりわけ、連合滋賀女性委員会がリーダーシップを発揮し、女性の意見を取り入れた労

働運動を推し進める必要がある。連合滋賀女性委員会の活動を進めるにあたって、①女性委員会

の充実・強化、②労働運動を担う女性リーダーの育成と女性のネットワークづくり、③男女平等

参画社会実現に向けての課題の把握と解決、④政治への参画、の４つの目的意識をもって活動の

企画・運営を進めていく。また、活動にあたっては、ＳＤＧｓの視点を意識して取り組んでいく。 

 

１．女性委員会の充実・強化に向けて 

連合滋賀女性委員会は、あらゆる機会を通じて、女性組合員の組合活動へ積極的な参加を進

めるなど、女性委員会活動の充実・強化を目指していく。 

 

(1)機関会議の開催と充実 

自主的な諸活動の推進と充実を図るため、三役会議・幹事会を定期的に開催する。また、

委員会内での活発な議論を展開するべく、できる限り対面での参加を重視し、組織・役員間

の交流・連帯、相互理解が深められるよう工夫した機関会議を行う。 

(2)各種連合滋賀委員会への参加 

各委員会において、女性委員の立場で意見反映に努める。 

(3)連合本部・近畿ブロックの会議への参加 

連合本部や近畿ブロックで開催するイベントに積極的に参加し、他府県の女性委員会との

交流を図り、情報や意見交換を行う中で相互啓発を行なう。 

 

 

２．労働運動を担う女性リーダーの育成と女性のネットワークづくり 

連合本部や近畿ブロックの会議に積極的に参加し、他府県の女性委員会との交流を図り、情

報や意見交換を行う中で相互啓発を行う。また、あらゆる機会を通じて、女性組合員の組合活

動への参加を促進し、労働運動を担う女性リーダーの育成と女性のネットワークづくりをイベ

ントや学習会、機関会議などを通じて企画・運営していく。 

・女と男のいきいきフォーラム 

・女性組合員交流会 

・連合近畿ブロック女性会議 

・連合近畿ブロック女性リーダーセミナー 

・連合中央女性集会             等 

 

 

 

第１号議案 

２０２３年度 連合滋賀女性委員会活動計画（案）に関する件 



３．男女平等参画社会の実現に向けての課題の把握と解決  

  男女平等参画社会の実現に向けて、必要な情報を共有し、雇用における男女平等と労働 

条件の改善、ワーク・ライフ・バランスの実現などに取り組み、性別に関わらず、すべて 

の働く人が安心して働くことができる環境づくりの促進をはかる。 

 

(1)連合滋賀「ジェンダー平等推進計画」フェーズⅠ（2021 年 12 月～2024 年 11 月）について女

性委員会として積極的に携わるとともに、男女平等推進委員会や青年委員会と連携し、相互に

協力し合えるよう連携を強化していく。 

 

(2)滋賀県に対する「政策・制度要求と提言」に女性委員会の意見を反映させる。また、滋賀労働

局に対し、雇用における男女平等に関する要請行動を主体的に進める。 

 

(3)３．８国際女性デーや春季生活闘争、男女平等クロスワードクイズの取り組みなどの機会を通

じて、社会的メッセージを発信し、女性参画の必要性を組織内外に対して世論喚起をする。 

 

(4)連合「女性のための全国一斉労働相談」の取り組みに、女性アドバイザーとして参画する。 

 

 

４．総合生活向上のための取り組み（政治活動） 

単組や構成組織だけでは解決できない課題に対応するには、国政選挙や県下の首長選挙およ

び各級選挙において、私たちの働く仲間を政治の場に送り出す必要がある。政治意識の啓発と

政治参加について、女性委員会独自の取り組みを検討する。また、政治課題の一例として、①

女性議員が少ない、②若者の投票率が低い、③政治に興味がない、などの課題について議論し

ていく。 



役 職 名 氏　名 構成組織 単組・支部名

委 員 長 相澤
あいざわ

　三千代
み ち よ

ＪＡＭ  ダイキン工業労働組合滋賀支部

伊地知
いじち

 美紗
みさ

電機連合  オムロン労働組合草津支部

大田
おおた

　香
か

穂
ほ

ＵＡゼンセン  イオンリテールワーカーズユニオン

高本　孝子
たかもと　たかこ

自治労  甲賀市職員組合

事務局長 栗本
くりもと

　いづみ 日教組  滋賀県教職員組合

加藤
かとう

　千恵
ちえ

電機連合
 パナソニックアプライアンスユニオンくらしアプライ
 アンス支部ビューティ・パーソナルケア分会彦根拠点

垣谷
かきたに

　裕子
ゆうこ

電機連合  パナソニックホームズ労働組合湖東支部

堤
つつみ

　砂
さおり

織 ＵＡゼンセン  綾羽労働組合

吉木
よしき

　朋
とも

ＵＡゼンセン  東洋紡労働組合堅田支部

白水
しろうず

　桂子
けいこ

自治労  東近江市職員組合

井口
いぐち

　綾香
あやか

自治労  愛荘町職員組合

村田
むらた

　里
さと

世
よ

ＪＡＭ ダイキン工業労働組合滋賀支部

黒部
くろべ

　幸子
さちこ

ＪＰ労組  ＪＰ労組びわこ東支部

上
かみ

出
で

　左
さ

也
や

香
か

日教組  滋賀県教職員組合

澤
さわ

　久美子
くみこ

電力総連  関西電力労働組合滋賀支部

南
みなみ

　祐美
ゆみ

情報労連  ＮＴＴ労働組合関西総支部滋賀分会

北川
きたがわ

　梨咲
　り　さ

全印刷  全印刷局労働組合彦根支部

 

池内
いけうち

　正博
まさひろ

連合滋賀  連合滋賀事務局長

宮島
みやじま

　大志
ひろし

連合滋賀  女性委員会担当職員

　　第２号議案

　　２０２３年度　連合滋賀女性委員会役員体制（案）

事務局

副委員長

幹　　事



構成組織 委員数 委員名 組合名 委員名 組合名

伊地知美紗 オムロン労働組合草津支部 松本 有子 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾕﾆｵﾝ草津地区協議会

加藤 千恵
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾕﾆｵﾝくらしｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ支部
ﾋﾞｭｰﾃｨ・ﾊﾟｰｿﾅﾙｹｱ分会彦根拠点

⻄村 和美
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾕﾆｵﾝくらしｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ支部
ﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｸﾘｰﾅｰ分会八日市拠点

濱本 規子 不二電機工業労働組合 田中 美子 日本電気硝子労働組合能登川支部

垣谷 裕子 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾎｰﾑｽﾞ労働組合湖東支部

大田 香穂 イオンリテールワーカーズユニオン 伊藤 美和子 東レ労働組合滋賀支部

吉木 朋 東洋紡労働組合堅田支部 ⻄川 貞代 旭化成労働組合関⻄支部

堤 砂織 綾羽労働組合 大森 智美 滋賀東リ労働組合

洲脇 真琴 呉羽テック労働組合

村井 由紀子 守山市職員労働組合連合会 白水 桂子 東近江市職員組合

髙本 孝子 甲賀市職員組合 井口 綾香 愛荘町職員組合

後藤 麻理奈 ⻯王町職員組合 ⻄堀 好恵 近江八幡市職員労働組合連合会

宇野 裕子 野洲市職員労働組合

相澤 三千代 ダイキン工業労働組合滋賀支部 ⻄岡 清美 JAM京滋

村田 里世 ダイキン工業労働組合滋賀支部

自動車総連 2 丸井なつみ ダイハツ労働組合⻯王第⼀支部 小松 友紀 ダイハツ労働組合⻯王第二支部

ＪＰ労組 2 ⿊部 幸子 JP労組びわこ東支部 田原 香織 JP労組びわこ⻄支部

ＪＥＣ連合 1 中島 由紀 東海カーボン労働組合滋賀支部

栗本いづみ 滋賀県教職員組合 三大寺径子 滋賀県教職員組合

上出左也香 滋賀県教職員組合 奥 美智子 滋賀県教職員組合

⻘木真奈美 滋賀県教職員組合

基幹労連 1 高橋 恭子 MOLDINO労働組合野洲支部

電力総連 2 澤 久美子 関⻄電力労働組合滋賀支部 丈達 由美 きんでん労働組合滋賀支部

私鉄県協 1 上田奈津美 近江鉄道グループ労働組合連合会

全国競馬 1 岡田 美行 全国競馬労働組合

全電線 1 ⿊木 光 住友電工ウィンテック労働組合信楽支部

情報労連 2 南 祐美 NTT労働組合関⻄総支部滋賀分会 山崎 ひさみ NTT労働組合関⻄総支部滋賀分会

全印刷 2 北川 梨咲 全印刷局労働組合彦根支部 ⻄谷 美⽉ 全印刷局労働組合彦根支部

セラミックス連合 1 林 望 TOTO UNION滋賀支部

全労金 1 鍋野 千絵 近畿労働金庫労働組合滋賀支部

国公総連 1 渡井 愛奈子 全農林滋賀分会

合計 47

ＪＡＭ 3

日教組 5

２０２３年度　連合滋賀女性委員会委員数と氏名登録

7電機連合

ＵＡゼンセン 7

自治労 7



第 １ 条　（規約との関係）

第 ２ 条　（名称と事務局）

第 ３ 条　（目　的）

第 ４ 条　（位置づけ）

第 ５ 条　（構　成）

第 ６ 条　（役　員）

第 ７ 条　（運　営）

第 ８ 条　（財　政）

連 合 滋 賀 女 性 委 員 会 運 営 規 則

この規則は、日本労働組合総連合会滋賀県連合会（以下、連合滋賀という）規約第25条に
もとづいて定める。

この委員会は、日本労働組合総連合会滋賀県連合会女性委員会と称し、略称を「連合滋
賀女性委員会」といい、事務局は連合滋賀事務局に置く。

この委員会は、「連合の進路」のもと、女性の参加と連帯を促進し、女性に関する政策・制
度の改善と、男女平等の社会づくりを進めることを目的に、女性の意見をまとめ連合滋賀執
行委員会に反映させるとともに、機関決定にもとづきその実践活動に取り組む。

この委員会は、連合滋賀の執行委員会のもとの委員会とする。

この委員会は、連合滋賀構成組織の女性組合員で組織する。この委員会の活動は構成
組織を通じて実践するとともに、その円滑な推進を図るために連合滋賀執行委員会で確認
された一定数の構成組織から選出される構成組織女性代表委員で委員会を構成する。

この委員会の役員は、委員長・１名、副委員長・若干名、事務局長・１名、幹事・若干名とし、
この委員会より連合滋賀の副事務局長１名と執行委員３名を選出する。

この委員会の運営は、連合滋賀執行委員会で確認された各構成組織から選出される構成
組織女性代表委員で運営する。但し、必要に応じて委員会の中に幹事会を設けることがで
きる。

この委員会の財政は、連合滋賀の定める予算をあてる。
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抽選で２０名様に
３,０００円賞品券プレゼント
※５月に連合滋賀女性委員会にて抽選いたします。

　 当選者については、 ホームページにて発表いたします。

男女平等クロスワードクイズ

【送付先】 連合滋賀
〒520-0807　大津市松本 2丁目 10-6
TEL ： 077-523-0500 ／ FAX ： 077-523-5600
E-mail ： info@shiga.jtuc-rengo.jp　
ホームページ ： https://rengo-shiga.jp

クロスワードパズル

締め切り

２０２２年

氏　名：

応募申し込み

必ず、氏名・組合名を記載してください。（当選された方へ商品券を送付する際には組合へ送らせていただきます。）

キーワードの答えだけでなくクロスワード内の答えも記載ください。送付はＦＡＸ、メール、ＬＩＮＥ＠、Googleフォームにてご応募ください。

連合滋賀女性委員会では、 みなさんに少しでも 「男女平等」 について考えてもらえるよう

クロスワードパズルを作りました！

男女平等に関するワードを散りばめてます！ぜひ解いてみてください！

の文字を並べかえると…

タテのカギ

パワハラ、セクハラ、マタハラ、SOGIハラ。ハラは何の略？

２０２２年４月１日より、パワー〇〇〇〇〇〇防止措置が、中小事業主

においても義務となる。

２０２１年に流行、動画配信サービス「Netflix（ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ）」で配信さ

れている韓国のサバイバルドラマ「〇〇ゲーム」

空気を入れて、膨らませます。割れたら怖い～！

新しいものをつくり出すこと。

「すべての人が性別にかかわらず平等な機会と権利を持ち得ること」を

意味する〇〇〇〇〇平等は、ＳＤＧｓ・持続可能な開発目標の１つ。

日本の達成度は、国会での女性議員数、賃金格差など最低ランクに

分類されている。

ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手が今期、アメリカ・リーグの

MVPを受賞。１つの試合で「指名打者・先発」として出場。「〇〇〇二

刀流」！！として話題になっている。

イヌ、サル、キジときびだんごをもって鬼退治。「〇〇太郎」

構成組織：

※連合滋賀加盟組織組合員に限ります。

「親が単身赴任中」というと、父親を想像する（母親を想像しない）」な

ど、無意識の思い込みや偏見のこと。「アンコンシャス・〇〇〇〇」無意

識のうちに相手を傷つけたり、苦しめたりしないためにも、誰もが知って

おいたほうがよいと思われる概念として、近年注目をあびている。

仕事と生活との調和を図る「ワーク・〇〇〇・バランス」。実現により、心

身の健康維持、家族との時間の増加など働く人にとっても、生産性の

向上、優秀な人材の確保など企業にとってもメリットは大きい。

制服はズボンか〇〇〇〇、性別に関係なく好きな方を選べたらいいね。

性的指向と性自認のこと。LGBTがレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、ト

ランスジェンダーという「誰」を指すのに対し、「どんな性別を好きになる

か」「自分自身をどういう性だと認識しているか」という「状態」を指すの

で、私たち全員が含まれる。

三角形の〇〇〇〇は、底辺×高さ÷２で求められる。

「育児・介護休業法」の改正で、「男性版〇〇休」が、２０２２年４月から

開始。性別にかかわらず誰もが、生活と仕事を両立しながら、いきいき

と働ける社会にしていこう！

２０２１年１０月、連合の会長に女性として初めて就任した「芳野〇〇子

さん」連合のあらゆる活動に「ジェンダー平等」の視点を入れていくと話

している。

調理器具の一つで、網状に結った、まるく、くぼんだ器。水切りや粉末

状のものをおとすことなどに使う。
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ヨコのカギ
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安心社会へ新たなチャレンジ
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組合名：
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～すべての働く仲間とともに

「必ずそばにいる ソ ン ザ イ
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