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男女平等に関する要請書を佐賀労働局雇用・環境均等室長へ提出
〜2017年度

連合「男女平等月間」
（ 6月）の取り組み〜
連合佐賀は6月19日（月）、男女平等月間の取り組みの一

つである佐賀労働局への要請行動として、雇用環境・均等
室長に対し「雇用における男女平等に関する要請」書（①

仕事と育児・介護が両立できる就業環境整備、②非正規雇

用労働者が働き続けられる環境整備、③あらゆるハラスメ
ントの一元的な対応推進、④女性活躍推進法に基づく行

動 計 画の積 極的な実 施・推 進など８項目）を提出しまし
た。
△要請書を原田室長へ提出
（左より、原田室長、原口委員長、塚本委員長）

要請にあたっては、男女平等参画推 進委員会の原口委

員長（副会長・JP労組）、女性委員会の塚本委員長（執行

委員・電力総連）と事務局の3名が出席し、要請書手交後、

双方の代表挨拶を行い要請事項に関して意見交換を行いました。

意見交換では、今年１月に施行された「改正育児・介護休業法」が1年を経たず10月に改正されるこ

とへの対応や2016年 4月に施行された「女性活躍推進法」に基づく300人以下の企業への行動計画
（300人以下は努力義務）策定に向けた理解活動と推進、また、
くるみん認定・プラチナくるみん認定の

周知や労働相談の実態を踏まえた女性のハラスメントへの相談窓口の周知強化や相談対応の充実等
について行いました。

女性活躍推進法に基づく行動計画策定に関しては、義務化されている301人以上の企業（佐賀県内

70社）については100％提出されているものの、300人以下の企業については、県内6社程度と昨年同
時期と比べても同水準となっていて、企業における理解が得られていない実態から、個別対応を含め
経営者トップへの理解活動を精力的に推進していくとの考
えが示されました。また、労働局に寄せられる労働相談は

28年度の集約において、4年連続でいじめや嫌がらせ（パ

ワハラ）がトップとなっている実態を踏まえ、今後、相談窓口
の周知や個別紛争に対する斡旋等、引き続き、丁寧かつ精
力的に対応していきたいとの思いが示されました。

最後に、男女平等やワーク・ライフ・バランスに関わる課

題と取り組みは、働き方改革と密接な関係にあり、両輪とし
て取り組むことが重要との認識を共有化し、今後も連合佐

賀と連携しながら精力的に取り組んでいくことを確認し合
いました。

連合佐賀ホームページ

△男女平等に関わる佐賀県の実態や課題、
今後の対応策について意見交換

http://www.rengo-saga.jp/
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法改正の背景を踏まえた組合役員の理解浸透と今後の取組課題を共有
〜「2017男女平等推進セミナー」開催〜
連合佐賀は6月24日（土）、自治労会館会議室において男
女平等参画推進委員会主催のもと、
「2017男女平等推進セ
ミナー」を開催しました。
今年のセミナーは、連合2017年度「男女平等月間」
（6月）
の目的を踏まえ、2016年4月に施行された女性活躍推進法
や2017年1月施行の改正育児・介護休業法（2017/10/1一部
改正）等に対する役員の理解浸透と労働組合として今後取り
組むべく運動を共有することを趣旨に開催し、連合佐賀、地
域協議会及び構成組織の役員を対象とし30名に参加いただ
きました。
△主催者を代表し原口委員長より挨拶
開催にあたり主催者である原口委員長（連合佐賀副会
長）は、冒頭、連合の取り組みに関し、2004年6月を「男女平等月間」に設定し、今年は４つのテーマを掲
げ取り組んでいること、また、連合佐賀の取り組み状況を説明し、今回開催しているセミナーの趣旨につい
て参加者へ伝え、
「労働組合の取り組みだけでなく、法改正や働き方改革などの社会の変化に対応しつ
つ、積極的に経営側男女平等参画推進の必要性を訴えてほしい」との思いを述べ、現在実施している男
女平等参画調査への理解・協力を求められました。更に、
「男女平等参画の推進は労使では解決できな
い課題もあることから、連合の目指す「働くことを軸とする安心社会の実現」に向け、来る衆議院議員選
挙における佐賀選挙区の2名（1区：原口一博、2区：大串博志）への支援、また地方自治体選挙での連合
佐賀推薦候補予定者の必勝、地方から働く者の声を、働く者の代表を議会に送り出しましょう」と、政治活
動への理解・協力を求められました。
Study １

「連合『第4次男女平等参画推進計画』の概要と構成組織・地方連合会の役割」
（講師）連合 総合男女平等局 男女平等局 局長 冨高裕子 様
①なぜ男女平等、働き方改革なのか、②私たちを取り巻く環境、③男女平等に関す

る法改正〜女性活躍推進法〜、④連合がめざす男女平等参画、の４つのテーマについ
て、日本の労働情勢等や働き方改革実現会議の概要を踏まえた連合の評価、育児・介

護における男性女性の意識や制度取得の現状、また法改正の動向について触れられ、
この現状を踏まえ策定された「連合『第４次男女平等参画推進計画』の概要」とこれ
△連合 総合男女平等局 男女平等局
冨高裕子局長

Study

から構成組織や単組において取り組むべき課題・ポイントを伝え構成組織における好
事例を交えアドバイスをいただきました。

2 「改正育児・介護休業法等について」
（講師）佐賀労働局 雇用環境･均等室長 原田すず枝 様
前段は佐賀県内の女性労働者を取り巻く現状をデータ的に説明いただき、その後、改

正育児・介護休業法（H29.1.1に改正された概要とH29.10.1にスタートする内容）の概

要に関し改正された背景や趣旨等について説明いただきました。また、ハラスメントに関

する相談状況や働き方改革実現会議における９つのテーマについては全てがダイバーシ
ティの考え（多様な働き方）が基本となっている旨の考えを伝えられました。
△佐賀労働局 雇用環境･均等室
原田すず枝室長

〈連合佐賀男女平等参画推進の取り組み〉

連合佐賀における第４次男女平等参画推進計画の概要や取り組みへの理解を求める

とともに、第２ステップとなる数値目標の達成時期（2017年）を踏まえた男女平等参画調査への理解協力、さらに2017〜
2018年度政策・制度要求に関する実績と考えを伝え、男女平等の課題と政策制度要求の関係について共有しました。

2

「働き方改革」に対する国の動向を共有し行方を学ぶ！
〜連合佐賀議員懇談会「2017夏季研修会」開催〜
連合 佐 賀議 員懇 談 会（略 称：連合 議 員懇）は7月2 2日
（土）、自治労会館大会議室において「2017夏季研修会」を
開催し、連合議員懇会員および連合佐賀・構成組織の役員
を中心に43名に参加いただきました。
開会にあたり主催者を代表し徳光会長は、冒頭、九州北
部豪雨による死傷者へのご冥福とお見舞い、早期復旧をお
祈りされ、佐賀県の予算に触れられ「人を大切にするところ
に予算を使うことが求められている。」との思いを伝えられ、
その後、政権の現状に関し、安倍総理の言動等について「怒
りを通り越し情けない。あきれかえるが、私たち野党の力不足
△主催者を代表し挨拶を行う徳光会長
でもある。１年後には必ず衆議院選挙が行われる。野党が
しっかり連携しながら安倍政権にストップをかけていきたい。」と決意を述べられました。
その上で地方からできることとして「現在、連合議員懇の会員は20名（民進党11名、社民党8名、無所
属1名）である。今後予定されている地方議会議員選挙で連合とともに歩める議員を一人でも多く作りあ
げていきたい。産別のみなさんのご協力をお願いしたい。」と述べられ、来る地方議会選挙（佐賀市、鳥
栖市、小城市、多久市）への支援と協力を求められました。最後に、連合議員懇研修会の位置づけを踏ま
え「しっかり政策を勉強し、住みやすい地域づくり、地域となるよう努力していきたい。」との思いを伝え挨
拶されました。
今年度の夏季研修会では、民進党「石橋みちひろ参議院議員」
（全国比例、情報労連組織内国会議
員）を招き、
「『働き方改革』の行方 〜誰のため、何のための働き方改革か〜」と題し、①働く者の現状
と労働法制上の課題、②民主党政権以降の労働法制改革、②「働き方改革」の主要論点と展望、④めざ
すべき労働法制の姿、の４点の視点から講演いただきました。
石橋参議院議員曰く、働き方改革の課題は、
「今、政治がやるべきは『まっとうな雇用』と『安心の社会
保障』の創り直し！」であると。また「働く者のためになる『働き方改革』なら支持、ならないなら断固戦って
いきます！」との決意と思いが伝えられました。
【講演PPTより一部紹介】

実現すべき法改正＝民進党案
①長時間労働規制法案
②同一価値労働同一賃金（均等待遇）法案
③パワーハラスメント規制法案←現在規制する法律がない
④ワークルール教育基本法案
⑤公務・公共部門における長時間労働規制法案
⑥公契約基本法案
⑦フリーランサー等、新形態の労働者保護法案

△講演いただいた石橋みちひろ参議院議員

国政報告後は、市政報告として、唐津市議会・伊藤かずゆき議員、武雄市議会・池田ひろき議員の2名
より市政の状況と課題等について報告いただき参加者と共有しました。最後に、現在、連合佐賀が既に推
薦決定した地方議会選挙（佐賀市6名、鳥栖市1名）候補予定者より挨拶（出席議員2名）と事務局より紹
介し全日程を終了しました。
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佐賀会場で43名がワークルール検定にチャレンジ
〜ワークルール検定2017・春（初級）開催〜
一般社団法人日本ワークルール検定協会主催による「ワークルール検
定2017・春」
（初級）が6月11日（日）、自治労会館大会議室（佐賀会
場）で開催されました。連合佐賀は佐賀県労福協の協力のもと運営委
員会として参画しました。
佐賀で開催された初級コースには、佐賀県内で働く労働者を中心に
43名（47名申込み、当日欠席4名）にチャレンジしていただきました。
受検前段は、福岡大学法学部の所 浩代（ところ ひろよ）准教授を講 △検定前に開催されたワークルール講習
（講師／福岡大学法学部 所 浩代 准教授）
師として、ワークルール講習が開催され、講習の位置づけや就業規則お
よび労働時間をめぐる法律問題を学び、その後、45分間の検定が実施されました。
ワークルール検定は2013年よりスタートし、全国で5,000人以上が受検しています。この実績を受け、昨年、厚生
労働省と日本生産性本部よりワークルール検定に対して後援をいただいています。初級検定合格者は、中級の検定
が可能となります。

青年委員会・女性委員会のイベントご案内
2017ユース21

［開催目的］
連合佐賀に集う組合経験の浅い若手組合員
（青年新入組
合員）
を対象に、組合活動への興味や産別・単組の枠を超えた交流、
ま
た青年・女性活動への理解促進等を目的とする。
［開催日時］
2017年9月30日
（土）
13時30分〜10月1日
（日）
11時30分
［開催場所］
吉野ヶ里歴史公園ほか
〔宿泊予定〕
吉野ヶ里温泉ホテル
［参加対象］
組合加入後、概ね5年以内の青年組合員
［参加規模］
70名程度
［内
容］
①講座
「良いストレスと付き合おう 〜こころの力の活かし方講座〜」
講師/NPO法人 おせっかい工房 咲風里
②研修
「吉野ヶ里遺跡現地研修」
など

2017女性集会

［開催目的］産別・単組間の枠を超えた女性組合員相互の交流と、連
合女性活動の充実・活性化に向けた課題を共有化し、今後の連合佐
賀女性委員会の活動に活かす。
2017年9月2日
（土）
10時30分〜15時00分
［開催日時］
［開催場所］
嬉野市
「ホテル桜」
［参加規模］
70名程度
［内
容］
①課題提起
「連合佐賀女性委員会の活動と課題
（仮題）
」
②グループディスカッション
③ランチミーティング
④記念講演
「平和講演」
講師/高校生平和大使 第20代(佐賀県第6代) 藤田裕佳さん
（武雄高校）

連合佐賀「第15回定期大会」
（公示）

連合佐賀規約第16条（定期大会）に基づき、第15回
定期大会を以下の通り開催します。
［開催日時］ 2017年10月21日
（土）13時30分〜18時00分
［開催場所］ 佐賀市「ホテル龍登園」2階 翠嵐（すいらん）
［議
題］ 【経過報告】
2017年度 一般活動経過報告
2017年度 決算報告
2017年度 会計監査報告

【議
案】
第1号議案 2018〜2019年度運動方針に関する件
第2号議案 2017年度剰余金処分および2018年度一般
会計予算に関する件
第3号議案 規約・規則の改正に関する件
※付議の是非判断
第4号議案 役員選出に関する件
第5号議案 表彰に関する件

「ユニオニオン」
ゆるキャラグランプリ2017へ！
連合公式キャラクター「ユニオニオン」が「ゆる
キャラグランプリ2017」へ出展します。みなさまの
応援をよろしくお願いします。

インターネットによる
投票期間・方法

編集後記

［投票期間］2017年8月1日（火）10時 〜 11月10日（金）18時
［投票方法］パソコン・スマホ・携帯電話等でID登録後、１日１票の投票が可能
詳しくは、オフィシャルウェブサイトをご覧ください ➡ http://www.yurugp.jp/

連合は7月上旬、2017春季生活闘争の集約結果を公表し、連合佐賀も最終集約を行った。結果、妥結額の水準は別としても、
全国・佐賀ともに、
「底上げ・底支え」
がはかられ、特に300人未満の中小組合は昨年同時期を上回る結果を引き出した。2016春
季生活闘争から提起してきた
「大手追従・大手準拠などの構造を転換」
する運動が浸透してきたものであり、賃金水準の規模間格
差是正に向けた取り組みが前進した。今後まとめを行うが、課題もある。要求・妥結の報告方法や他の要求事項の集約・分析方法
である。いや、
「報告方法」
というよりも
「報告要領」
である。中小地場の支援充実・強化にあたっては、
この
「報告要領」
の勉強会も
地方連合会の大切な取り組みである。
（Ｍ）
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