
連合「第4次男女平等参画推進計画」と
進捗状況
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2020年5月

日本労働組合総連合会（連合）
ジェンダー平等・多様性推進局



連合がめざす男女平等参画社会

■働く現場では、働く女性の半数が不安定で低賃金のいわゆる
非正規雇用

■長時間労働にも歯止めがかかっておらず、男女ともに仕事
生活の両立は困難は極めている

■少子高齢化により労働力人口が減少する中、持続可能な社会
をめざすうえでも、女性の社会・経済参画は不可欠である

■男女が対等・平等で人権が尊重された社会の構成員として、
様々な分野への参画の機会が保障され、役割と責任を分かち
合う「男女平等参画社会」を実現していくことが必要！

■労働組合自ら男女平等参画を進め、性別や年齢、雇用形態等
にかかわらず、多様な仲間が集う魅力と活力ある組織となっ
て運動を推進していくことが必要！
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連合のこれまでの「男女平等参画」の歩み

●1989年 連合結成時の基本文書「連合の進路」
→労働運動をはじめ、あらゆる分野に女性の積極的な参加を進め、

男女平等な社会の実現をはかる

●1991年 第1次男女平等参画推進計画（～2000年）
→どこよりも先んじて、女性の参加促進を宣言し、取り組みをスタート

●2000年 第2次男女平等参画推進計画（～2006年）
→第１次の反省を踏まえ、男女平等の重要性に加え、「ワーク・ライフ・バランス」

や「労働組合自らの改革と組織拡大」を掲げる

●2006年 第3次男女平等参画推進計画（～2013年）
統一目標 行動目標「運動方針へ男女平等参画を明記」

数値目標「女性組合員比率の女性役員を選出」
「女性役員ゼロをなくす」

●2013年 第4次男女平等参画推進計画（～2020年）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
連合は１９８９年結成当時から、あらゆる分野に女性の積極的な参加を進めてきました。推進計画は、１９９１年に第１次が策定され、当時はどこよりも先んじて女性参画を宣言してスタートしました。２０００年には２次計画を策定、第３次の時には「運動方針へ男女平等参画を明記」すること「女性組合員比率の女性役員を選出」し女性役員ゼロをなくすことを統一目標として掲げました。しかし達成には至らず、これまでの反省や評価を行い現在の第４次が策定され構成組織、地方連合会が取り組みをしているところです。



連合「第4次男女平等参画推進計画」【概要】

＜目標１＞働きがいのある人間らしい仕事（ディーセント・ワーク）

の実現と女性の活躍の促進

＜目標２＞仕事と生活の調和

＜目標３＞多様な仲間の結集と労働運動の活性化

（１）雇用における男女平等の実現
（２）女性の参画を阻む構造的問題の解消
（３）働きやすく、働き続けられる職場づくり
（４）性やライフスタイルに中立な税・社会保障の確立

（１）仕事と生活の両立支援制度などの拡充
（２）職場における両立支援制度の定着
（３）働き方の見直しと多様な働き方の整備
（４）地域・家庭における役割・責任の分担

（１）組織拡大の取り組み強化
（２）男女が参加・活躍できる活動づくり
（３）女性が意思決定に参画できるしくみの整備
（４）男女平等推進委員会と女性委員会の設置・強化
（５）組合活動と仕事や生活の調和

「3つの目標」の達成度をはかるために
設定した「3つの数値目標」

連合がめざす「男女が対等・平等で人権が尊重された社会の構成員として、様々な分野への参画の機会が保障
され、役割と責任を分かち合う社会」を実現するために以下の取り組みを推進（2013年10月～2020年9月）
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「3つの目標」



 両委員会とも男女平等の実現のために重要です。必ずどちらも設置しましょう。
 機能・役割が備わっていれば、両委員会とも柔軟な名称、運営が可能です。
 女性委員会などの意見が組織決定に反映される仕組みを確立するとともに、両委
員会の取り組みの一部を共有するなど、連携を強化しましょう。

 両委員会の活動や運営にあたっては、構成組織と単組、地方連合会と地協との間
で連携をはかりましょう！
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
また、男女平等参画委員会と女性委員会の役割を明確化して、両委員会が取り組みの一部を共有するなど連携を強化し、男女平等の実現のために取り組むとしています。推進委員会の役割は計画の策定、進捗管理環境整備、人材育成組織の中でどうやって男女平等を実現させるのかを論議するところ。女性委員会の役割は女性の課題やニーズの集約や議論、知識、経験交流、人材育成、ネットワークづくりによって積極的に参画する意識を高め、エンパワーメント発揮するところです



運動方針への「男女平等参画推進」の明記 → 未達成
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出所：「構成組織、地方連合会における女性の労働組合への参画に関する調査報告書」（2019年実施）

連合「第４次男女平等参画推進計画」の進捗状況

明記していない
構成組織4組織

2015年
までに

運動方針への
明記

100％

数値目標

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

構成組織・％ 58.5 55.6 59.3 63.6 66.0 70.6 84.6 78.0 80.4 85.7 89.4 91.5

（明記している組織数） (31) (30) (32) (35) (35) (36) (44) (39) (41) (42) (42) (43)

地方連合会・％ 95.7 95.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

（明記している組織数） (45) (45) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47)
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運動方針への「男女平等参画推進」の明記



 構成組織では、女性執行委員ゼロ組織が徐々に減少する傾向
➡2019年調査では最小の14組織に

 地方連合会では、全組織で女性執行委員を選出

女性執行委員の選出状況
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年

2019

年

構成組織・％ 55.0 50.0 50.9 53.7 44.4 47.3 47.2 45.1 42.3 41.2 37.3 34.7 31.9 29.8

（ゼロの構成組織の数） (34) (27) (27) (29) (24) (26) (25) (23) (22) (21) (19) (17) (15) (14)

地方連合会・％ 6.3 4.2 2.1 2.1 4.3 2.1 2.1 0.0 2.1 4.3 2.1 0.0 0.0 0.0

（ゼロの地方連合会の数） (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1)
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女性執行委員「ゼロ」組織の割合と「ゼロ」組織数
選出していない
構成組織14組織

連合「第４次男女平等参画推進計画」の進捗状況

出所：「構成組織、地方連合会における女性の労働組合への参画に関する調査報告書」（2019年実施）



 女性組合員比率は2019年調査で36.1％
 女性執行委員比率は、構成組織・地方連合会ともに2018年調査とほぼ同水準
 女性組合員比率との乖離は大きい

女性組合員比率・女性執行委員比率は上昇傾向
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数値目標
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連合「第４次男女平等参画推進計画」の進捗状況

出所：「構成組織、地方連合会における女性の労働組合への参画に関する調査報告書」（2019年実施）
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トップリーダーによるメッセージ発信

 2割強（11組織）の構成組織、 1割強（6組織）の地方連合会のリーダーが発信していない
 構成組織においては、女性組合員比率が10％以上の組織では「発信している」が7割以上

リーダーによる男女平等参画実現についてのメッセージ発信の有無

トップリーダーの発信は重要！

連合「第４次男女平等参画推進計画」の進捗状況

出所：「構成組織、地方連合会における女性の労働組合への参画に関する調査報告書」（2019年実施）



女性執行委員選出による変化

具体的意見（一部抜粋）

女性組合員の参画  女性執行委員からの声かけにより、女性組合員の各種集会への参加率が高くな
りつつある。

 女性代議員の人数も増加傾向にあり、各種組合活動に参加する女性が増えた。

女性組合員からの
意見集約

 仕事と家庭の両立について検討する際など、より深い議論ができ、女性組合員
からの意見集約が積極的になった。

 生理休暇の取得運用など、男性執行委員には言いにくいこと、気づかないこと
が意見として出されるようになった。

組合の活動スタイル
の見直し

 昼休み時間を利用するなど、会議時間の見直しをした。また、会議途中で軽食
を入れるようにして、会議後の懇談会を廃止した。

 中央主催の会議体については、終了予定時間を事前に伝え、時間内で収まるよ
うな進行を心がけるようになった。

労働組合における
男女平等参画の進展

 単組全体で男女共同参画の意識が少しずつ高まっている。
 これまで女性部の課題とされてきた子育て・介護の課題が全体の課題として位

置づけられるようになった。
 マイノリティーに対する不平等に気づけるようになった。

女性役員の選出  ロールモデルがいるので、次期候補者の役員登用が比較的容易になった。
 女性が委員長を務めることにより、執行委員、職場委員の女性参画が増えた。

他組織との連携  他単組の女性執行委員とのつながりが生まれ、連携の幅が広がった。

職場環境の改善、
労使による取り組み

活性化

 女性組合員が多い職場の実態が見えて、より当局への要求課題が明確になった。
 出産・育休関連規定が拡充した。

10出所：「女性の労働組合活動への参画に関する調査報告書」（2019年実施）※単組調査

連合「第４次男女平等参画推進計画」の進捗状況
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 女性執行委員が複数いる、また、女性専従がいる組織は、多くの項目で取り組み比
率が高まる

 2～4人選出組織に比べて5人以上選出組織でより多くの取り組みが行われている

女性執行委員が活動に与える影響

出所：「構成組織、地方連合会における女性の労働組合への参画に関する調査報告書」（2019年実施）

連合「第４次男女平等参画推進計画」の進捗状況



2020年9月に向けた連合本部の取り組み

第4次男女平等参画推進ＰＴ
 「連合第４男女平等参画推進計画」の「3つの目標」の取り組みに関する進

捗管理項目を設定する
 「3つの目標」「3つの数値目標」の実施状況の点検・分析・評価を行う
 これらをジェンダー平等・多様性推進委員会に報告する

連合の役員・機関会議の女性参画率30％達成に向けた取り組み
 第16回定期大会において、女性の副会長1名、副事務局長1名選出
 女性中央執行委員を12名選出
 女性の常任中央執行委員は4名から3名に減少

連合本部の女性比率（2017）
56名中19名

33.9％

連合本部の女性役員比率（2019）
56名中17名

30.3％

クオータ制の導入に向けて
 2013年の第13回定期大会以降、女性代議員・傍聴者の参画率を算出
 第15回以降の定期大会では、代議員登録において女性組合員比率から算

出した女性代議員数の目安を示し、周知
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なぜ、指導的地位に占める女性の割合が３０％なのか？

○量的変化が質的変化に転じる境目のこと。ある数値を超えると、
急速に変化が生じると考えられる。

○議会や政策に一定の変化をもたらすために必要な女性議員の割合は、

概ね３割程度とされる。
○それ以下の場合、女性が連携を取りづらかったり、女性であることの
デメリットを感じやすかったりすると言われる。

○女性が少なければ、女性自身が男性規範を身につけてしまいやすく、
組織文化を変革することは難しい。

○女性登用の意義は、組織文化の変革にある。

○いわゆる「異文化」を取り込むことで、組織の活性化につながる。

クリティカル・マス（決定的多数）

国際的にはすでに2030年までに
50％が目標とされているんだよ！
日本もがんばらないとね。 13



女性の参画が新しい扉を開きます！

2020年ゴールめざして
みんなでがんばろう！

【3.8国際女性デー 】（前列左から）井上総合局長、芳野副会長、林陽子弁護士、
岡田美和子自動車総連組織局部長【イクボス宣言！神津会長とファザーリングジャパン・安藤理事】

14

【3.8国際女性デーでの初めての試み デジタル集会】
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