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　男女雇用機会均等法の公布日である1985年 6 月 1 日を記念して、厚生労働省は毎年 6月を「男女雇用機会
均等月間」と定めており、連合も2004年より 6月を「男女平等月間」と設定して、その時々の課題をテーマ
に取り組んできた。
　毎年発表される世界各国の男女格差を示した「ジェンダーギャップ指数」で、日本は149ヶ国中110位（2018
年12月発表）で、いまだ低い状況にある。経済、教育、政治、健康の 4つの分野で男女平等度合いを指数化
したものであり、日本が低い順位である主な要因は、経済分野で女性が管理職のポジションに就いている割
合が低いこと、また政治分野で女性議員が少ないことが考えられる。
　連合高知においては、2020年までの第 4次男女平等参画推進計画のもと、様々な取り組みを行っているが
目標達成に至っておらず、さらなる女性の組合参画や課題改善に向けた取り組みの推進が必要である。

【2019年6月男女平等月間の取り組み】

＜誰もが安心していきいきと
働き続けられる就業環境を＞

連合高知フェイスブック連合高知ホームページ
www.rengo-kochi. jp

ホームページ、フェイスブックでも、さまざまな情報を発信しています。是非、ご覧ください。

【女性のための労働相談ホットライン事前告知行動】
　5 月27日夕刻に11産別23名
が参加し、ひろめ市場前にて、
6 月 3 日～ 4 日に行なう全国
一斉集中労働相談「女性のた
めの労働相談ホットライン～
職場で悩むあなたを応援（サ
ポート）します！」の事前告
知行動を行なった。

女性のための労働相談ホットライン事前告知行動

【労働相談事前学習会】
　事前告知行動終了後、女性委
員会役員 13名が参加し、中谷ア
ドバイザーを講師に事前学習会
を行った。労働相談の心構えと
流れ、労働法と相談内容への対
処方法、女性の相談内容と対処
方法など細かく説明を頂いた。

労働相談事前学習会

●執行部
　今回の県議選（高知市選挙区、定数15）におい
ては、最終的に推薦候補者が 3名立候補した。連
合高知としては推薦候補者の全員勝利をめざす観
点から、各組織への事前の聞き取りや政治センター
幹事会等を通じて、それぞれの推薦候補者への支
援に回る組織について割振りを行なった次第であ
る。
　経過として、坂本茂雄氏（無所属、 6位当選）
と田所裕介氏（立憲民主党公認、12位当選）への
支援組織は比較的早く確定できたが、前田強氏（国
民民主党、次点）に対しては時間を要する形となっ
た。今回、前田氏支援に回ったいくつかの組織は、
これまで大石宗氏との連携を密にしてきた経緯が
あり、限られた期間の中で精一杯の取り組みを展
開いただいたが、前田氏支援を組織全体へ浸透さ
せることは非常に難しかったものと受け止めてい
る。

○白木特別地方委員（東地協）
　連合高知専従役員について、
現在副事務局長のうち 1名が東
地協事務局長職を兼務している。
兼務体制を見直し、専任事務局
長の配置を検討していると聞い
ているが、どのようになってい

るか伺いたい。
●執行部
　現在、市川副事務局長が東地協の事務局長を兼
務しているが、業務が多岐に亘りかつ多忙を極め
ている。組織財政検討委員会では、このまま兼務
体制を維持し続けることは難しいことから、兼務

を解いて専任の地協事務局長を配置できないもの
か検討しているところである。財政上（人件費）
の措置が必要となることに加え、各組織からの専
従役員派遣が従来よりも難しい状況にある中で、
どのような人（年齢・経験値ほか）に就いていた
だくか等、丁寧な議論・検討が必要と考えている。

【その他】
○現在、連合高知結成30周年記念行事を順次開催
している。
　（1）「記念講演」については、当初この地方委員
会の後に、高知ファイティングドッグス駒田監督
による講演を予定していたが、各組織においては
選挙取り組みの直後であり、動員面でも支障があ
ると判断して延期することとした。その後、駒田
監督の退団発表があったことから講演依頼はゼロ
クリアとし、別途の日程・講師で調整を進めている。
　（2）「親子ふれあい社会見学バスツアー」につい
ては、8月21日～24日に行うこととしている。昨日、
募集を締め切ったところであるが、親子80組程度、
約200名の申込みを頂いており、各組織の協力に感
謝申し上げる。
　受入先と調整した結果、応募された方は、全員
第 1希望どおりのコースに参加いただけるよう対
応する。なお、現時点でＢコース（とさでん＆四
国電力）については、まだ若干の空きがあるので
引き続き応募を受け付ける。
　（3）「ボウリング大会」については、 8月24日開
催予定であり、こちらも親子参加型であるので是
非周知ならびに積極的な参加をお願いする。

元日本代表 加地　亮 ( かじ　あきら ) と
高知ユナイテッド SCによるサッカー教室
○と　き：2019年10月 5日（土）　13：00～ 16：00
○ところ：高知市総合運動場多目的ドーム（よさこいドーム）
　　　　　　　高知市大原町158番地
○定　員：100名
○対　象：男女問わず小学生以上
　　　　　　＊詳細は、後日発送のチラシを参照

ファミリーフェスタ2019
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高知労働局　雇用環境・均等室への要請行動・意見交換

連合高知2019年男女平等参画推進フォーラム
　今年の男女平等参画推進フォーラムは、こうち男女共同参画センター「ソーレ」、高知県経営者協会
と共催で開催した。
　アイスランド大使エーリン・フリーゲンリング氏を講師に招き、『アイスランド男女平等への社会と
道のり』と題して講演して頂いた。エーリン大使は冒頭、ジェンダー平等は、複合的な問題が交じり合っ
ており‘人権’課題であることを訴えた。アイスランドは、ジェンダーギャップ指数10年連続で１位
を取り続けている。アイスランドで男女平等が大きく進むきっかけになったのは、歴史的な背景があ
ることを説明頂いた。そして、女性の社会参加が数字に顕著に現れており、企業代表者の44％が女性、
また国会議員の48％は女性が占めている。今後さらに真の男女平等社会を推し進めるため、まずはワー
クライフ・バランスに取り組むこととし、現大統領は、5人の父親であり育児休暇取得の推進を行なっ
ており、現在、男性の育児休暇取得率は90％にもなっている。また、あらゆるハラスメントや性暴力
に対する政府からの対処やサポート、LGBTへの差別撤廃などまだまだ課題は多くあると述べられた。

　6月25日高知労働局の雇用環境・均等室に対して、女性委員会四役が参加し、雇用における男女平
等に関する要請行動および意見交換を行なった。昨今、ドメスティックバイオレンス（DV）を含む
仕事の世界における暴力とハラスメントや性的指向・性自認（SOGI）に関わる差別が社会問題とし
て浮上しており様々な人々がいきいきと働ける就業環境の整備・改善は一層重要な課題となっている。
今後も、労働局と緊密な連携をはかり、ジェンダー平等の実現に向けて、すべての労働者の就業環境
の整備と待遇改善に努めていきたい。

～職場で悩むあなたを応援（サポート）します！
　6月 3～ 4日連合事務局にて、「女性のための労働相談ホットライン～職場で悩むあなた
を応援（サポート）します！」をテーマとし、電話相談員として女性委員会役員も 2日間対
応した。相談件数は、6月 3日に 5件、6月 4日に 1件、内容は退職に関すること 3件、残
業に関すること 1件、その他 2件であり相談者は全て女性からであった。

【男女平等参画推進委員会による産別訪問】
　今年の男女平等参画推進委員会からの産別訪問は、6 月13日ヤンマー農機製造労組
（JAM）、14日ＪＲ四国労組（JR連合）を訪問した。今年行なった連合高知第 4次男女平
等参画推進計画「進捗状況調査」をもとに、各単組の女性参画状況、青年女性の取り組み状
況や課題など、様々な意見交換ができ有意義なものとなった。

産別訪問　ヤンマー農機製造労組 産別訪問　JR連合

高知労働局雇用・均等室長への手交 高知労働局雇用・均等室への要請行動・意見交換

2019年男女平等参画推進フォーラム

　７月26日（金）高知会館にて連合高知第60回地
方委員会を開催した。冒頭、挨拶にたった折田会
長は、『2019春季生活闘争、第19回統一地方選挙闘
争、第25回参議院議員選挙闘争に全力を挙げて取
り組んでいただいたことに感謝申し上げる。2019
春季生活闘争については、規模間・地域間格差に
歯止めをかける成果が今年も継続し、一部では、
格差是正も少なからず進んでいる。政治闘争につ
いて、統一地方選挙では、私たち働く者の政治勢
力がギリギリ踏みとどまることができた。参議院
選挙は、投票率（全国）が48.8％と過去 2番目の深
刻な低水準となるなか、立憲民主党17議席、国民
民主党 6議席の獲得にとどまった。また、比例代
表の組織内候補者は、10名中 8名の当選で全員勝
利とはならなかった。全体としては、一強政治に
歯止めをかけることができず、引き続き安倍政権
の続投を許す形となり極めて残念である。最後に、
働く人一人一人が希望を持って、いきいきと働き
安心して暮らしていける社会をつくりあげていく

役割を連合が果たしていかねばならない』と強く
訴えた。
　続いて、来賓として出席された広田一衆議院議
員、立憲民主党高知県連合：近藤強代表代行、国
民民主党高知県総支部連合会：田村隆彦政調会長、
社会民主党高知県連合：久保耕次郎代表からそれ
ぞれ連帯のあいさつを頂いた。　
　議案では、第 1号議案「2019春季生活闘争の中
間総括」、第 2号議案「第19回統一地方選挙の総括」
を事務局から一括提案し、それぞれ質疑・討論を
行い、すべての議案を採択した。

【出された意見など】
○山岡地方委員（情報労連）
　第19回統一地方選挙の総括に
ついて、「組織割振りについて
は、結果が二分された形となっ
た」とあるが、もう少し具体的
に伺いたい。

【第60回地方委員会】
2019春季生活闘争と第19回統一地方選挙を総括する！

【女性のための労働相談ホットライン】

折田会長あいさつ アピール採択　楠瀬地方委員
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を取り続けている。アイスランドで男女平等が大きく進むきっかけになったのは、歴史的な背景があ
ることを説明頂いた。そして、女性の社会参加が数字に顕著に現れており、企業代表者の44％が女性、
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　6月 3～ 4日連合事務局にて、「女性のための労働相談ホットライン～職場で悩むあなた
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均等月間」と定めており、連合も2004年より 6月を「男女平等月間」と設定して、その時々の課題をテーマ
に取り組んできた。
　毎年発表される世界各国の男女格差を示した「ジェンダーギャップ指数」で、日本は149ヶ国中110位（2018
年12月発表）で、いまだ低い状況にある。経済、教育、政治、健康の 4つの分野で男女平等度合いを指数化
したものであり、日本が低い順位である主な要因は、経済分野で女性が管理職のポジションに就いている割
合が低いこと、また政治分野で女性議員が少ないことが考えられる。
　連合高知においては、2020年までの第 4次男女平等参画推進計画のもと、様々な取り組みを行っているが
目標達成に至っておらず、さらなる女性の組合参画や課題改善に向けた取り組みの推進が必要である。

【2019年6月男女平等月間の取り組み】

＜誰もが安心していきいきと
働き続けられる就業環境を＞

連合高知フェイスブック連合高知ホームページ
www.rengo-kochi. jp

ホームページ、フェイスブックでも、さまざまな情報を発信しています。是非、ご覧ください。

【女性のための労働相談ホットライン事前告知行動】
　5 月27日夕刻に11産別23名
が参加し、ひろめ市場前にて、
6 月 3 日～ 4 日に行なう全国
一斉集中労働相談「女性のた
めの労働相談ホットライン～
職場で悩むあなたを応援（サ
ポート）します！」の事前告
知行動を行なった。

女性のための労働相談ホットライン事前告知行動

【労働相談事前学習会】
　事前告知行動終了後、女性委
員会役員 13名が参加し、中谷ア
ドバイザーを講師に事前学習会
を行った。労働相談の心構えと
流れ、労働法と相談内容への対
処方法、女性の相談内容と対処
方法など細かく説明を頂いた。

労働相談事前学習会

●執行部
　今回の県議選（高知市選挙区、定数15）におい
ては、最終的に推薦候補者が 3名立候補した。連
合高知としては推薦候補者の全員勝利をめざす観
点から、各組織への事前の聞き取りや政治センター
幹事会等を通じて、それぞれの推薦候補者への支
援に回る組織について割振りを行なった次第であ
る。
　経過として、坂本茂雄氏（無所属、 6位当選）
と田所裕介氏（立憲民主党公認、12位当選）への
支援組織は比較的早く確定できたが、前田強氏（国
民民主党、次点）に対しては時間を要する形となっ
た。今回、前田氏支援に回ったいくつかの組織は、
これまで大石宗氏との連携を密にしてきた経緯が
あり、限られた期間の中で精一杯の取り組みを展
開いただいたが、前田氏支援を組織全体へ浸透さ
せることは非常に難しかったものと受け止めてい
る。

○白木特別地方委員（東地協）
　連合高知専従役員について、
現在副事務局長のうち 1名が東
地協事務局長職を兼務している。
兼務体制を見直し、専任事務局
長の配置を検討していると聞い
ているが、どのようになってい

るか伺いたい。
●執行部
　現在、市川副事務局長が東地協の事務局長を兼
務しているが、業務が多岐に亘りかつ多忙を極め
ている。組織財政検討委員会では、このまま兼務
体制を維持し続けることは難しいことから、兼務

を解いて専任の地協事務局長を配置できないもの
か検討しているところである。財政上（人件費）
の措置が必要となることに加え、各組織からの専
従役員派遣が従来よりも難しい状況にある中で、
どのような人（年齢・経験値ほか）に就いていた
だくか等、丁寧な議論・検討が必要と考えている。

【その他】
○現在、連合高知結成30周年記念行事を順次開催
している。
　（1）「記念講演」については、当初この地方委員
会の後に、高知ファイティングドッグス駒田監督
による講演を予定していたが、各組織においては
選挙取り組みの直後であり、動員面でも支障があ
ると判断して延期することとした。その後、駒田
監督の退団発表があったことから講演依頼はゼロ
クリアとし、別途の日程・講師で調整を進めている。
　（2）「親子ふれあい社会見学バスツアー」につい
ては、8月21日～24日に行うこととしている。昨日、
募集を締め切ったところであるが、親子80組程度、
約200名の申込みを頂いており、各組織の協力に感
謝申し上げる。
　受入先と調整した結果、応募された方は、全員
第 1希望どおりのコースに参加いただけるよう対
応する。なお、現時点でＢコース（とさでん＆四
国電力）については、まだ若干の空きがあるので
引き続き応募を受け付ける。
　（3）「ボウリング大会」については、 8月24日開
催予定であり、こちらも親子参加型であるので是
非周知ならびに積極的な参加をお願いする。

元日本代表 加地　亮 ( かじ　あきら ) と
高知ユナイテッド SCによるサッカー教室
○と　き：2019年10月 5日（土）　13：00～ 16：00
○ところ：高知市総合運動場多目的ドーム（よさこいドーム）
　　　　　　　高知市大原町158番地
○定　員：100名
○対　象：男女問わず小学生以上
　　　　　　＊詳細は、後日発送のチラシを参照

ファミリーフェスタ2019


