
香川県職員連合労働組合 

中央執行委員長 大熊正樹 

女性も男性も健康で安心し

て働き続けられる職場をめ

ざして、運動の前進をはかり

ます。そのためにサービス残

業の一掃と過重労働の縮減

に取組みます。 

香川県職員連合労働組合 

 中讃支部 支部長 宮本 始 

執行委員会等の会議時間の縮小・短縮に努

め、役員のワーク・ライフ・バランスに配慮

し、家庭での家事・育児の任務分担を設け、

妻一人に押し付けることのないようにしま

す。 

 また、３６を遵守しサービス残業を阻止

し、家庭での時間を確保します。 
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坂出市職員組合 

執行委員長 大林貞治 

女性役員の登用を進

め（人数を増やし）、

幅広い意見の集約に

努めます。 

善通寺市職員組合 

子どもを産むことができるのは女性だけである。子どもを産んでか

らの負担も依然として大きい。女性が安心して子どもを産み、育て

られる環境を整えることが今後の日本の人口を増やしていく最大

の課題であると考える。今は離婚も多い時代である。死別すること

も考えられる。シングルマザーになっても働き続けられる環境を

我々公務員が、そして社会全体がそうなるように前進しなければな

らない。 

さぬき市職員連合労働組合 

執行委員長 井出哲夫 

ディーセント・ワークの実現に向け、

男女が共に輝ける職場環境の構築を

めざし取り組んでいきます。 

坂出市教育委員会従業員労働組合 

 執行委員長 林 美模 

セクハラ・マタハラ等の相談窓口・担当者を決め、

女性職員に対してのさまざまな問題解決をはか

るため男女平等推進委員会を設置します。 

観音寺市職員労働組合 

執行委員長 三好長伸 

育児・介護への理解をさ

らに深め、男性も育児休

業・介護休暇等が取れる

職場環境を作ります。 

宇多津町職員組合 

 執行委員長 小西智也 

セクハラ・パワハラ・マタハラ等のハ

ラスメント問題についての勉強会を組

合として年に１回以上開催し、組合員

からのハラスメント相談窓口も設置し

て、問題が大きくなる前に解決できる

ような体制を築きたいです。 

まんのう町職員組合 

執行委員長 藤原道広 

育児・介護への理解を深め、男性も育児休職・

介護休職等が取れる職場環境を作ります。 

自治労香川県本部書記労働組合 

委員長 澁川 学 

権利としての労働を取り戻そう！ 

丸亀市給食センター臨時職員労働組合 

執行委員長 高林裕子 

年次有給休暇の利用促進と処遇改善に

取り組みます。 

清水園職員労働組合 

執行委員長 貴田秀哉 

男女共に働きやすい職場づくりと、年次

有給休暇等の利用促進に向け、一人ひと

りが自覚と責任をもって日々の業務に

取り組みます。 

高松市非常勤職員労働組合 

 委員長 松田典恵 

女性の比率が多い組合なので男性役

員の登用をすすめたり、幅広い意見を

求め、男女が働きやすい職場をめざし

ていきます。 

丸亀市職員労働組合 

執行委員長 毛利珠代 

安心して働き続けられる職場や

社会を作るため、年休等の権利

取得しやすい職場、不払い残業

のない職場づくりをめざしま

す。 

綾川町職員労働組合 

執行委員長 宮脇雅彦 

産別・連合の男女平等等のセミナーや

講演会などに積極的に参加します。 

琴平町役場職員組合 

執行委員長 高畠 豊 

組合活動において学習会などを開催し「男女

平等参画」を意識した取り組みを行います。 



  

 全国一般香川地方労働組合 

 執行委員長 舟越則人 

全国一般香川地方労組の構成は、小売業・製造

業・運輸・サービス業など多種多様で、組合員・

組合役員には圧倒的に男性が多い組織です（男

性組合員８２％）。そこで、まずは女性組合員

の加入拡大を進め、そしてさらに、各種行事へ

の女性参加・取り組みへの参画を進めていきま

す。 

四国電力労働組合 香川県本部 

委員長 榎原一吉 

男女が共に、より多くの組合員の

参加による諸活動を展開し、引き

続き、女性執行委員の積極的な登

用を進めます。また、毎年 1回各

支部において女性集会を開催し、

広く女性組合員の声を聞きます。 

四国計測工業労働組合 

 本部執行委員長 秋山貴史 

・産別、連合の男女平等のセミナー、講演会

などに積極的に参加します。 

・ワーク・ライフ・バランスの推進に努めま

す。 

・女性組合員の意見、意向をひとつ一つ汲み

取り、より良い職場環境の実現をめざします。 

四電エンジニアリング労働組合 

本店支部 執行委員長 濱口裕一 

青年委員会や女性情報交換会を開催

し、相互の立場を理解しあい、職場に

潜在する課題に対して問題意識を持

ち、男女が協調できるワークライフバ

ランスの実現をめざす。 

四電技術コンサルタント労働組合 

 執行委員長 松本幸太郎 

電力総連女性委員会や社内女

性部会との連携を強化し、幅広

い意見を取り入れることによ

り、男性女性共に働きやすい職

場作りに取り組みます。 

坂出ＬＮＧ労働組合 

 執行委員長 保積聖也 

男女平等に関する学習会・

セミナーに積極的に参加

し、様々な意見を取り入れ

ます。 

四電ビジネス労働組合 

本部執行委員長 

 川原邦弘 

組合員一人一人の

それぞれの職場に

おいて、これまで

以上に働きやすい

環境を作る事がで

きるように、幅広

い意見の集約に努

めます。 

四国化成丸亀労働組合 組合長 羽野隆正 

セクハラ・マタハラ等について会社側と協議し

規約を改訂して広く組合員に内容を周知する

だけでなく、職場集会や声掛けを積極的に行う

ことで各組合員の置かれている状況を正しく

認識し、相談に応じれる体制を構築します。 

マルヨシセンターユニオン 

中央執行委員長 犬上正博 

女性執行委員の比率を 50％

を目標に上げる。 

ディノス・セシールユニオン 

執行委員長 石井孝史 

現在、１名の女性執行委員の増員を図る。 

三菱マテリアル直島製錬所労働組合 執行委員長 立石 猛 

香川県総合健診協会労働組合 

        執行委員長 

職場環境の改善、仕事のし

やすい職場づくりのため、

労使協議を進めます。 

善通寺市学校給食センター臨時労働組合 

    執行委員長 秋田大輔 

職場に女性が多いため無理のない職場環境をめざして安全・

安心して働ける職場をめざし、育児・介護休職等を十分に取

得できるように重視し、早出・残業の縮減、重たい物を女性

１人に押し付け無い様に心がけ、一人ひとりの負担がかから

ない様に、助け合いをしたいと思います。又、組合活動も多

様になり、一人ひとり責任を持ち役割分担をし、少しでも「家

庭の時間」が多くできるように取り組んでいきます。 
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四変テック労働組合 執行委員長 

執行委員の組合活動の効率化を図り執行

委員のワーク・ライフ・バランスに配慮

します。 

川崎重工労働組合坂出支部 執行委員長 濵岡光治 

「女性の活躍促進」「仕事と生活の調和」「職場での理解向

上」を目標とし、女性を取り巻く課題をテーマとした座談

会の充実と産別・連合が主催する男女平等に関する行事に

積極的に参加します。 

全ての働く仲間が、イキイキと働ける職場環境を充実させるた

め「育児・介護」や「疾病・メンタルヘルス」などへの対応と、

36協定の遵守による長時間労働を低減させるなど、「働き方改

革」へのステップアップをめざします。 

三菱マテリアル直島製錬所労働組合 執行委員長 立石猛 
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マキタ労働組合 

執行委員長 大嶋義浩 

運動方針に「男女平等参

画推進」を明記し、組合

運動の中で意識した活動

を行います。 

タダノ労働組合 

  執行委員長 十川淳二 

目まぐるしく変化する雇用環境に対する事と、

男女平等参画は同時に進めなくてはならない。

その為には、労使が明るい職場づくり・職場環

境に共に取り組み、働きやすい職場環境に成る

ように・成れるように頑張ります。 

穴吹工務店労働組合 

 執行委員長 大窪博之 

組合組織における人員比率以上の女性役

員及び職場委員の登用、積極的に組合活動

へ参加しやすい職場環境作りに努め、女性

の意見をより集約しやすい体制をめざし

ます。 

三菱電機労働組合 関西支社支部 四国支社分会 

執行委員長 赤松知則 

育児・介護への理解を深め、男性も育児休職・介

護休職等が取れる職場環境を作ります。 

委員長自ら定時退社に努めるとともに、残業縮減

の労使協議を行います。 

休みの取れる職場の雰囲気づくりを心がけます。 

三菱電機プラントエンジニアリ

ング労働組合丸亀分会 分会長 

時間当たりの生産性を重視し

た業務改善を推進し、ライフ

の充実こそがワークを充実さ

せて最良の労働提供につなが

るといった風土醸成に努めま

す。 

三菱電機エンジニアリングユニオン 

丸亀支部 執行委員長 中西知博 

自分たちの組合でも「男女平等

推進計画」を策定し、女性組合

員を対象とした懇談会等で意見

を吸い上げ、目標を定めて取り

組みを具体化させます。 

全富士通労働組合連合会ＦＳＣＳ労

働組合 執行委員長 岡林将知 

「働き方」の見直しは、ワーク・ラ

イフ・バランスが第一歩！！会社で

決めた一斉退社日は、全社員が一斉

退社できる職場風土の醸成を目標に

労使で取り組みます！ 

パナソニックエコソリューションズ内装建

材労働組合 執行委員長 橋本卓也 

年次有給休暇の利用促進に向け労使協議を

推進し、組合員の労働時間削減に努めると

共に、執行委員会等の会議時間の縮小に努

め、組合役員のワーク・ライフ・バランス

にも配慮します。 

富士通インフォテック労働組合 

 執行委員長 夏秋光司 

女性役員の集める声に耳を傾

け、誰もが安心して働ける職

場を実現します。 

コネクシオ労働組合四国支部 

   支部長 山田 彰 

女性比率の高い職場です。安心

して出産し、育児休暇後もいき

いきと働ける職場作りを男性女

性問わずめざして行きます！ 

ＮＴＴ労総組合香川分会 分会長 明石晶博 

ＮＴＴ労組「第２次男女参画推進計画」に基づき、ＷＬＢ

や女性活躍推進に向け学習会や対話会、啓発活動の強化を

行なう。具体的には、連合の「男女平等月間」と合わせ、

明年６月を「男女平等月間」に設定し積極的に展開する。 

 また、『次世代育成支援対策推進法』および『女性活躍

推進法』における進捗や、育児・介護等の諸制度の取得等、

環境整備に向け積極的な労使間論議を行なう。 

女性参画率の向上は、議決機関や集会・イベント、研修

等の各種取り組みで「参画率 30％」の実行をめざす。 

ＮＴＴ労働組合 

ドコモ四国総分会長 

男女が共に参加・参画

する組合活動の実現

と、いきいきと働き続

けられる職場風土と職

場環境の創造をめざ

し、男女平等参画推進

に積極的に取り組みま

す。また、各種活動に

おいて、男女が共に参

加・参画する組合活動

を実践します。 

三菱電機ビルテクノサービス労働組合四国支部 

執行委員長 井手下恭行 

女性組合員へのサービス向上の為に以下の

事項に取り組みます。 

①女性向けの職場会・セミナーを開催して女

性組合員の意見収集を図ります。 

②業務知識や人脈のある女性を役員に登用

出来る様に取り組みます。 

三菱電機労働組合丸亀支部 

 執行委員長 西川啓二 

労組活動に女性の意見要望

を反映し、男女が活き活き

と働き生活できる環境をめ

ざし、育児・介護への理解

促進に努めワークライフバ

ランスの実現を図ります。 
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女性組合員比率が５％と、低いのですが、女

性の貴重な意見を吸い上げて活かす為に、 

・女性組合員の声を直接聞く場の設定と継続 

・来期女性執行委員の擁立 

の実現に向け取り組みを進めます。 

ＪＲ四国労働組合香川支部 

高松車掌区分会 分会長 安藤正春 

よりより職場の雰囲気づくりを心がけます。 

契約社員の意見を集約し、契約社員の処遇改

善に取り組みます。 

セクハラ・マタハラ等の勉強会を開催すると

ともに、男女平等の学習会を開催します。 

男性も育児休職・休暇等が取れる職場環境を

作ります。 

神島化学労働組合 

 執行委員長 臼杵良浩 

営業・営業事務を含めた組合員化を進めま

す。営業事務は殆ど女性です。女性の比率が

少しでも増える事により、女性の考え・意見

を日々の組合活動に反映させて「男女平等推

進」に取り組みます。 

関西化学工業労働組合 

執行委員長 森下直哉 

産別・連合の男女平等などのセミナ

ー・講演会に積極的に参加し、問題意

識を持って日々の活動に運用してい

きます。 

アサヒビール労働組合四国支部 

 書記長 鍬崎真吾 

アサヒビール労働組合四国支部は長時間

労働の縮減とワークライフバランスの推

進に取り組みます。具体的には安全衛生

委員会で長時間労働者を確認し、該当者

へ声かけを行う。組合員へ年休取得の働

きかけを行います。 

全日通労働組合四国支部高松地域協議会 

議長 守田 亮 

男社会と思われがちな労働組合の活動に積

極的に女性の意見を取り入れ、新しい視点で

の働きやすい職場環境作りに努めます。 

全日本たばこ産業労働組合 

香川県協議会 議長 林 泰宏 

①育児・介護に関わる制度

の周知・活用推進にとりく

みます。 

②ワークライフバランス充

実のため、現在試行してい

る弾力勤務・フレックスタ

イム・テレワークなどの「働

き方改革」を推進していき

ます。 

JR 連合 

 香川県協議会 

副議長 林 広章 

女性役員の登用を

進め幅広い意見を

集約し、男女ともに

働きやすい職場づ

くりをすすめます。 

味の素冷凍食品労働組合 

 中央執行委員長 川田幸司 

総実労働時間削減を最重要取組テーマと

位置付け、時間生産性向上に向けた職場懇

談会、労使協議により業務の効率化を図り

ます。 

また、36協定の正しい運用の為の啓蒙活動

を展開します。 

四国ヤマトホームコンビニエンス労働組合 執行委員長 

①委員長自ら定時退社に努めるとともに、残業縮減の労

使協議を行います。 

②休みの取れる職場の雰囲気づくりを心がけます。 

③産別・連合の男女平等等のセミナー・講演会に積極的

に参加します。 

四国ヤマト運輸労組 香川県支部委員長 野口大介 

①平等参画を組織全体の重要課題とするため「職場委員会・執行

委員会」の中で、計画実現のための環境整備などに取り組みます。 

②支部定期大会や本定期大会などの機関会議へ女性代議委員が参

加できるよう取り組みを進めます。また、女性の参加率を向上さ

せるために、各種イベントなど女性参加者のインセンティブにつ

いて検討します。 

③支部定期大会の運動方針に『男女平等参画』を明記します。 

④男女平等に関連する労働法改正への周知徹底を図ります。 

家庭責任男女平等参画は日本社

会全体の問題です。男性・女性

を問わず各職場で働く方の意見

を多く聞き制度改善・職場環境

改善に向け取り組みます。 

ＪＲ四国労働組合香川支部 高松運転所 

    分会長 曽川賢二 

心身の健康維持のためのワーク・ライフ・バランスを

維持していくことは、企業の持続的な発展のための重

要な課題だと認識しています。そのためには、社員一

人ひとりが生産性向上を図り、労働時間を削減する必

要があることを踏まえ、労使にて取り決めた労働時間

の削減、年次有給休暇の取得促進をめざした活動に取

り組んで行かなければなりません。 

ジェイテクト労働組合香川支部 

支部長 末沢章伸 
JR 連合 香川県協議会 

議長 石野達也 



 

 

組合の委員長等に男女平等やワ

ーク・ライフ・バランス等の取

り組みに関わるトップ宣言をし

ていただきました。 

職場での取り組みの更なる前進

を期待しています。 

香川県水道労働組合 

執行委員長 細田剛志 

年次有給休暇の利用促

進に向け労使協議を進

め、気兼ねなく休みの

取れる職場環境 

（人員増や業務量の見

直しを含める）及び雰

囲気づくりを心がけま

す。 

坂出水道労働組合 

執行委員長北山貴彦 

われわれは，お

互いの性別を尊

重し男性ができ

る仕事、女性が

できる仕事をお

互いに理解した

うえで、相互協

力しあって明る

い働きやすい職

場を築くととも

に、将来にもつ

なげていく取り

組みをする。 

気兼ねなく休暇

取得できる職場

環境づくりを心

掛けます。 丸亀水道労働組合 執行委員長 

年次有給休暇の利用促進に向け労使協議をします。 

女性役員の登用を進め（人数を増やし）、幅広い意

見の集約に努めます。 

学校教育全体を通してジェンダーの視点を位置づけたカリキュラ

ムづくりを進めます。 

ＬＧＢＴの子どもたちや教職員がすごしやすい学校を作ります。 

四国国税労働組合 

執行委員長 泉雅之 

多度津水道労働組合 執行委員長 

休みの取れる職場の雰囲気づくりを心がけます。 

香川県農団労 執行委員長 丸岡勇介 

セクハラ・マタハラ等のハラスメントを

一掃し、女性がいきいきと働ける職場作

りをめざすために女性役員の登用を進

め、幅広い意見の集約に努めます。 

全財務労働組合高松支部長 山本隆一 

高松琴平電鉄労働組合執行委員長 廣瀬 透 

私鉄バスの職場、特に運転業務においても女性労働者を見かけるようになりました。

一方、低賃金・長時間労働はいまなお常態化しており、ワークライフバランスのとれ

る職場環境の実現は喫緊の課題です。女性のみならず誰もが働きやすい環境整備に努

力します。 

男女ともに職業生活と家庭生活の両立

を図ることができるよう当局が策定し

た諸施策について、着実に推進されるよ

う当局に対し適切な運用を求めます。 

全農林労働組合 香川分会委員長 坂井桂二 

全組合員が男女平等参画への意識を高め、組織運

営に男女がともに参画し易い条件を整備し、男女

平等の職場環境の実現に取り組みます。 

日教組香川教職員組合 中央執行委員長 嶋村太伸 

三ッ星ベルト労働組合 四国支部 支部長 竹原一貴 

年次有給休暇取得の目標達成に向けて、会社側と継続的に協議を

していきます。 

全国林野関連労働組合 

 香川分会 執行委員長 

青年女性委員会に、組合執行部から

も役員を参加させて、青年女性委員

会の活性化をめざします。 

四国労働金庫労働組合 執行委員長 土居純二 

四国労働金庫労働組合は、家族的責任のある組合員でも労

働組合活動に参加しやすくなるよう、会議日程や時間の調

整や、託児設置の工夫をはじめ、「四国労金労組・第２次

男女平等参画推進計画」の目標達成に向けた取り組みを進

めます。 

国土交通省職員組合四国地方本部 

執行委員長 瀨川晋士 

公務の職場において、女性職員の「ワ

ーク・ライフ・バランス」の実現に

向けて、積極的に職場内で声を上げ

ていきます。 

ＨＬＵ 副執行委員長 

組合員に労働組合の

活動に対しての理

解・認識を深め、新

入組合員に対しては

引き続き研修をおこ

なうなど、将来の役

員体制も含め組織と

しての強化をしてい

くことを心がけま

す。 

 

単組 
委員長等の 
男女平等 
トップ宣言 

№５ 

日本郵政グループ労働組合 香川連絡協議会 

 議長 宮本久雄 

・男女共同参画に向けて、女性組合員との意見交換会

や女性役員セミナーを開催し、男女共同参画の推進に

向けた論議を行います。 

・支部役員から男女共同参画推進担当者を設定し、男

女がともに安心して働き、暮らし続けられる男女共同

参画の推進に向けて、役割と責任を分かち合い、男女

が共に尊重された運動を推進する組織づくりをめざし

ます。 


