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2013北海道ブロック女性会議開催
年間スローガン「すすめよう　組織をともに担う　平等参画」

　「2013北海道ブロック女性会議」は、1月19日、10

産別・6地協（地区連合）29名、連合本部から3名の参

加によって札幌市内で開催された。

　この会議は、連合本部が1月～2月にかけて全国10

ブロックで「春季生活闘争における男女平等参画推

進課題」を中心に、学習と意見交換を目的としてい

る。

　はじめに、連合北海道女性委員会の山田委員長か

ら「昨年1年間、男女平等参画の共通目標を掲げ取り

組んできた結果、着実に進んでいる面となかなか進ま

ない面がある。組織の中に女性が参画することは、交

渉や意志決定の場に女性の意見が生かせることであ

る。今日は本部からの提起を受け、産別や地協との情

報交換をして組織に持ち帰り平等参画推進の力にし

てほしい」と挨拶があった。

　その後、連合本部より三点について提起があった。

まず、曾根崎男女平等局長から「春季生活闘争のポ

イントについて」。今春闘のミニマム課題、特に非正

規労働者の労働条件改善と職場における男女平等の

実現について提起された。次に、高橋副事務局長から

「連合第4次男女平等推進計画」の策定について、連

合が目指す男女平等の理念や労働運動における男女

平等参画の意義、具体的な数値目標などの提起が

あった。最後に、鈴木男女平等局次長から「女性の活

躍推進による経済活性化行動計画」や「労働契約法」

一部改正など、最近の女性関連法・制度の動きについ

て説明を受けた。

　本部提起後、連合北海道の渡辺副事務局長（男女

平等局長）から北海道の春季生活闘争方針及び女性

参画の取り組みなどについて提起があり、制度改善を

実現するためには、政治闘争も大きな課題であること

も訴えられた。

　意見交換では、UAゼンセン、情報労連、自治労、札

幌地区連合、小樽地区連合から報告を受けた。交流

や意見交換を通して他組織の実践に学ぶとともに、

課題の共有化や新たな課題の発見、取り組みに活か

していることなどが話された。特に、小・中学校にお

ける「混合名簿」「混合列（並び方）」の報告から相

互討論に発展し、「男女別だけではなく、個々の人権

を根底に据えて考え合うことが大切」との意見でまと

まった。母性保護の視点から、生理休暇、業務や諸休

暇のあり方などにも意見が広がり、予定された1時間

を超える意見交換会となった。

　最後に、本部高橋副事務局長から①女性の役員



〈この記事のアドレス〉http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/etc/

2013012301_towel_mayday.html

比率があがってきていなくても下部組織では女性の

組織率、参画率が上がってきていること②非正規・高

齢者等も含め、多様な仲間を組織化していく取り組

みが必要なこと③女性組織の活動を通じて女性のエ

ンパワメントを進め、女性組合員へも参画を促すこと

④他産別の取り組みに学ぶ実践は有効であり、各種

学習会には連合本部やNPOからの講師も可能なこと等

のコメントを頂いた。

　今回の女性会議は、コンパクトながら中身の濃い

提案事項と、活発な意見交換となり充実した会議と

なった。「連合第4次男女平等参画推進計画」は、2月

中に産別・地域段階で意見集約を行い、5月の中央委

員会で決定することとなっている。今後、討議資料も

配付されるので、多くの意見を寄せて頂くようお願い

する。

※ご注意　上記内容で記載もれが1つでもあれば、審査対象

　　　　　となりません。

（4）送付方法　郵送または宅配便

（5）送付先および問い合わせ先

　 〒060-8616

　 札幌市中央区北4条西12丁目　ほくろうビル6階

　 連合北海道　道民運動局　気付

　 第84回全道メーデー実行委員会

　 TEL011-210-0050　FAX011-272-2255

5．選考　第1回実行委員会

6．入選　最優秀賞　1点
　　　　　 優秀賞　3点
※最優秀作品は第84回全道メーデー手ぬぐい図案に使用する。

7．その他
（1）応募作品は返却しません。

（2）作品の版権は第84回全道メーデー実行委員会が

　 所有します。

〈この記事のアドレス〉http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/report/

2013011901_joseikaigi.html

「メーデー手ぬぐい」のデザインを募集します

　道内の各メーデーにおいてご利用いただいております「メーデー手ぬぐい」のデザイン

を今年度も下記の要領で募集いたしますので、多数のご応募をお待ちします。

記

1．図案　“元気、連帯”をイメージするもの
＜作成に当たっての留意事項＞

（1）図案には、“祝 第84回全道メーデー”の文字を必ず

　 入れてください。

（2）イラストだけではなく、“元気、連帯”をイメージする

　 文字を必ず入れてください。

＜参考＞

第83回メーデーメインスローガン（昨年）を下記のとおり

記載しておりますので、ご参考にしてください。

　※メインスローガン

　日本全体でつながり・支えあおう！

　すべての働く者の連帯で働くことを軸とする安心

　社会を実現しよう！

2．募集対象　連合北海道組合員とその家族

3．募集締切　2013年2月28日（木）当日必着

4．応募要領
（1）用紙は、A4サイズ・ヨコ（画用紙またはケント紙）

（2）1人1点に限る。

　（1点以上応募した場合は、応募無効となります）

（3）用紙の裏側に氏名、自宅住所・電話番号、所属の労

　 働組合名・電話番号、上部（産別）組織名を必ず記入

　 のこと。直加盟の場合は地協・地区連合名を記入の

　 こと。

前回の最優秀賞作品



(第12回 中央執行委員会決定 2012・9・21)

第23回 参議院比例代表選挙第23回 参議院比例代表選挙 連合組織内候補者一覧連合組織内候補者一覧
※50音順

自治労

力をあわせて、
暮らしを守っていこう。

あいはら くみこ
現職  65歳［女］

現職  参議院議員［1期］

全力で聞く。全力で届ける。
こころ豊かな未来への挑戦

石上 としお
新人  50歳［男］

現職  東芝グループ連合副会長

仲間の思い、
  かたちにしたい

いそざき 哲史
新人  43歳［男］

現職  自動車総連特別中央執行委員

　　  日産労連特別中央執行委員

子どもに
  夢と希望を！

神本 みえ子
現職  64歳［女］

現職  参議院議員［2期］

職場が原点！
実現します  安心社会！

かわい たかのり
現職  48歳［男］

現職  参議院議員［1期］

電機連合

自動車総連

日教組

UAゼンセン

まっすぐ力強く！
  働く仲間のために

浜野 よしふみ
新人  51歳［男］

現職  全国電力関連産業労働組合

　　  総連合会長代理

電力総連

希望と安心の
ネットワークを創造

さだみつ 克之
新人  53歳［男］

現職  日本郵政グループ労働組合

　　　特別中央執行委員

JP労組

人が主役の
  社会をつくる

とどろき 利治
現職  52歳［男］

現職  参議院議員［1期］

基幹労組

人との出会いが
力です

吉川 さおり
現職  35歳［女］

現職  参議院議員［1期］

情報労連

働くことを軸とする安心社会の実現に向けて

連合組織一丸となって頑張ろう！

希望と安心の

 社会作り

つながろう

NIPPON
連合北海道

支持者紹介運動実施中支持者紹介運動実施中



■豊かな教育の実現を目指す全道集会
2日（土）10:00／ポールスター
■ボランティアサポートセンター学習会
6日（水）18:00／さっぽろ芸文館
■労働なんでも相談
7日（木）〜9日（土）
■第2回中小パート労働条件委員会
8日（金）10:00／連合北海道会議室
■第17回中央執行委員会
15日（金）13:30／連合会館
■第3回男女平等参画推進委員会
19日（火）13:30／連合北海道会議室
■政治センター代表幹事会
22日（金）12:00／グランドホテル
■第43回政治センター拡大幹事会
25日（月）13:30／ガーデンパレス
■第5回執行委員会
27日（水）10:00／連合北海道会議室
■第4回地協事務局長会議
27日（水）13:30／連合北海道会議室
■第1回政策委員会
28日（木）10:00／ポールスター

各地協春闘討論集会
●檜山地協
1日（金）16:30／ホテルニューえさし
●留萌地協
2日（土）13:00／苫前ふわっと
●十勝地協
2日（土）13:00／ホテル大平原
●空知地協
2日（土）13:30／岩見沢市民会館
●胆振地協
2日（土）14:00／登別グランドホテル
●上川地協
2日（土）15:00／旭川トーヨーホテル
●釧根地協
16日（土）13:00／アクアーベル
●後志地協
16日（土）13:30／ホテル第一会館
●日高地協
16日（土）13:30／新ひだか町
●宗谷地協
23日（土）13:30／ホテル豊富

北海道労働金庫が

「生活応￥大作戦」を実施します。

北海道労働金庫が

「生活応￥大作戦」を実施します。

え  ん

詳しいお問い合わせは――

北海道労働金庫（理事長 髙柳　薫／以下ろうきん）では、2013年2月１日（金）より「生活応￥大作戦（無担

保融資3商品の金利引下げキャンペーン）」を実施いたします。内容は下記のとおりです。

今後とも＜ろうきん＞は、皆さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めて参ります。

1．キャンペーン名称

2．キャンペーン期間

3．キャンペーン対象商品

4．キャンペーン内容

「生活応￥大作戦」

2013年2月1日（金）～2013年7月5日（金）

轟ローン・教育ローン・無担保住宅ローン   

キャンペーン期間中に上記の変動金利商品をお申込され、2013年

9月30日（月）までにお借入される方全員に金利を軽減いたします。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
概
要

えん

えん

商品名 キャンペーン期間中の適用金利 基準金利

轟ローン（変動金利） 年1.7%～1.9%（お取引条件によって異なります） 年2.6%

教育ローン（変動金利） 年1.7%～2.3%（お取引条件によって異なります） 年2.7%

年2.7%無担保住宅ローン（変動金利） 年1.7%～2.3%（お取引条件によって異なります）

保証料別途／年0.7%～1.2％（日本労信協保証の場合）】※金利に上乗せされます。

冬休み版

スキー場など道内のアミューズメ

ント、またホテルなどが特別価格

で利用できま

す。これから

のシーズンに

ぜひお役立て

ください。

毎回大好評の組合員
特別優待クーポン誌

好評 
配布中！

お問い合わせはお気軽に〈ろうきん〉店舗、またはフリーダイヤルへ
ゴー トーク トゥローキン


