（電）第１０期男女参画委員会 第５回三役会会議議事録
◆開催日時：２０１２年４月１１日（水）１０：００～１７：３０
◆開催場所：静岡労働会館 １Ｆ会議室
◆出席者 ：内山、倉田、望月、小林、斎藤顧問、平岩、竹下 （渡井：欠席）
＜司会進行＞倉田 ＜書記＞竹下



内容
１． 報告事項
２． 第三回委員会について（滋賀地協とのやりとり報告）
３． 第三回委員会の会場確認（見学）、内容確認・討議
４． 第三回委員会の内容詳細（時間配分、担当決め等）
５． その他

 議事
１． 報告事項
しずおか仕事と生活の調和連携推進協議会主催シンポジウム報告
テーマ：「起業のｗｉｎ 働き手のｗｉｎワーク・ライフ・バランスをあらためて考える」
実施日：２０１２年２月２１日（火）
開催地：アクトシティ浜松コングレスセンター
内容：【第 1 部】基調講演 講師 静岡労働局長 麻田千穂子氏
【第 2 部】シンポジウム（各社の取組状況）
コーディネーター）浜松学院大学 教授 佐藤克昭氏
パネリスト）遠鉄システムサービス㈱総務部総務企画課長 鈴木智淑氏
㈱お仏壇のやまき 代表取締役社長 浅野秀浩氏
ヤマハ㈱ 人事部女性キャリア開発室長 福原郁恵氏
出席者：内山委員長
【所感】
・ 中小企業と大企業の比較
・ ＷＬＢがどう起業戦略のメリットになっているか、どういう効果があるのか。
・ 大企業の取り組みの真似でなく企業の風土、組織に合わせて各社進めている。
・ 大企業と中小企業とベースが異なるところで、どう見えるのか、見せていくのか。
・ 中小企業の方が効果は出やすいが、大企業では効果が見えにくい。
２． 滋賀地協とのやりとり


工場見学は、三菱電機静岡製作所の見学に決定。（見学の詳細は、滋賀地協と三菱電機労組静
岡で直接取り決める）



４／１２滋賀地協常任幹事会にて承認を得て最終決定となる。本日の三役会で決定した内容を滋
賀地協へ連絡・・・事務局平岩から滋賀地協 男女共生委員会の河村委員長、尾崎事務局長へ



滋賀地協の行程
９：３２静岡着～タクシーにて三菱電機静岡へ
１０：００～工場見学、昼食
１３：００静岡の男女参画委員会に合流



三菱電機静岡着からの詳細日程については、三菱電機労組静岡の大石委員長と滋賀地協 男女
共生委員会の尾崎事務局長の間で詰めていただき、その内容を三役会に連絡･･･竹下

３．第三回委員会について
（１）会議室について
●６／１（金）については、パルシェ７Ｆ会議室を予約していたが、ＡＬＷＦロッキーセンター大会議室（勤
労者総合会館３Ｆ）に変更。
●６／２（土）はパルシェ７Ｆ第 1 会議室を使用。
（但し、人数によっては静岡労働会館１Ｆ会議室利用検討）
●委員会の開催案内には、ＡＬＷＦロッキーセンターの地図を添付する。
（２）グループワーク（前半）について・・・机上打合せ内容
●テーマ：「私にとっての男女参画委員会」
・ 男女参画委員会の意義
・ 魅力
・ 活動実績
・ 今後の取り組み
・ 委員会に参加してのビフォーアフター
・ 委員会で学んだこと（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ、ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ、ｼﾞｪﾝﾀﾞｰなど）
など、後任や周囲の組合員、役員に向けてプレゼンをしてもらう。
 ９期、１０期の活動についてスライドを使って記憶を呼び起こし、振り返る
 その後、振り返りシートを各自で作成してから、グループディスカッションをする
 ＜店頭でセールスマンになったつもりで男女参画委員会を売り込む＞イメージで
 表現方法・ツール（口頭、寸劇、ペーパー、プロジェクター、模造紙）はフリーとする
 ＜店頭で何が効果的か想像し、それぞれのよさを活かすようグループで選択する＞
 書き方例、ひな型などは用意しない
（３）グループワーク報告について
 各グループ１０分（他２グループよりの講評も含む）とする。
 講評は、批判でなく良かった点、気付いた点、アドバイスを述べてもらう。
ex.． ・委員になりたいと思うような内容だった ・分かり易かった ・もう少し大きな声で話した方
がいい ・もう少し短くした方がいい・・・など
 講評するグループについては、司会に任せる
実作業にてシミュレーション･････望月、小林、竹下にて実施
当初立案した「男女参画委員会を売り込む」ためのプレゼン。
① 振り返りシートを個人にて作成
② まずは利点を洗い出し（ポストイットに書き出し）
③ 次に個々のアイテムを区分けし

④ プレゼン内容の柱組をしながらストーリーたて
⑤ 買ってもらうためには「楽しさ」を見せることが必要。その点を前面に出しアピールするため、テレ
ビショッピング調に寸劇にて発表
⑥ 講評
発表後の課題


グループディスカッションを活発にするためネタ出しを充分にする。そのためには「振り返りシー
ト」をもう少し充実させる。



シミュレーションでは、「後任となる委員へのアピール」というテーマだったため、プレゼンを印象
付けようとした結果、「楽しさ」をメリットとして出すことが先行してしまった。アピールポイントが膨
らむ反面、当初意図していたところから離れてしまう可能性がある



原点に戻り今回の委員会のテーマ「委員を経験して（ワーク・ライフ・バランスを勉強して）発見・
吸収・実践、さらに拡大させていくこと」に絞込み、各単組の委員長・会社・一般組合員に対し、
自己の成長をアピールするような内容とする。



「職場委員会（支部委員会）の場で 2 年間の男女参画委員会の成果を発表してください」と説明
段階で明確化する。

振り返りシート修正（内容確認含む）
 「基礎項目調査」
基礎項目調査の意義は？・・・今後の委員に対し配慮すべき項目を調査するために必要


職種：１．製造系 ２．事務系 ３．開発・技術系 ４．営業系 ５．その他に変更



配偶者：「２．無」の場合は※を付けて「世帯の就業」、「子供の有無」の質問を省略する。



７．世帯の（就業の）様子は、「子の有無」も追加する



８．パソコンの利用頻度は「地協のＨＰ閲覧状況」に変更する

 「２年間の活動の振り返り」


①「委員会に参加して「良かった」ものはなんですか？（複数回答可（３つまで）、優先順位を
つけて選んでください）」



②「他に委員会の中でやってみたかったことはどんなことですか？」



③「もっと学習したかったことは何ですか？」



④「実際に行動できたことは何ですか？」



⑤「ずばり！委員会を通して貴方の成長度は？委員会を始める前と今の自分とを比較して
ください。」（選択肢）



⑥「静岡地協男女参画委員会は貴方にとってどんな存在でしたか？」（自由記述）



⑦「今後、（自分の労組で）行動したいことは何ですか？」

（４）アイスブレーキングについて
滋賀地協メンバーがグループに合流していることを考慮して、
「自己紹介が入るもの」「グループ内で実施・完結できるもの」とする。
① いろいろな題材（事前にテーマ決定）で自己紹介の順番を決める

② 自分を漢字一文字に例えて自己紹介をする
③ （ニックネームを呼び合いながらキャッチボールをする）ネームトス
（５）滋賀地協を迎えてのグループワーク
 滋賀地協メンバーに、静岡地協のスタンスを伝えておく・・・倉田事務局長
 それぞれの活動報告の後なので、お互いのエッセンス、＋＠をいただくつもりでいろいろと聞き
出してもらう。
 三役はグループ内に一緒に座り、聞く。但し、井戸端会議的な流れ、違う方向に行きそうな場合
は修正、話題を持ちかける。
 グループ数に対し三役が不足した場合は、滋賀三役にも協力を願う。
（現在の三役出席者、５名。グループ数は参加人数による）
（６）全体パネルディスカッションについて
 冨高中執に参加いただき、当日、または２年間の委員会活動のまとめの内容を講評いただく。
（日程調整済み）
 狙いとしては、電機連合本部へのボトムアップ。
 たたき台については、倉田事務局長作成。
＜提案＞
パネラーを用意し、パネルディスカッション形式にする。パネラーは、冨高中執（電機本部）と河村委
員長（滋賀男女共生委員会）、内山委員長（静岡男女参画委員会）。この立場の違う３名の代表者を
前に、倉田がコーディネーターを務め討議を行なう。場が乗ってきたら、後半は全ての委員さんも交え
て全員でディスカッションを行う。
提案については、倉田事務局長へ回答、次回再考。
４．第三回委員会のタイムスケジュール、及び役割分担
時間

内容

8:50

三役集合

静岡駅在来線改札前
勤労者総合会館３Ｆ会議室、机･椅子・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等

9:00～

9:20

20

会場到着・準備

9:20～

9:30

10

受付

9:30

備考

開会

担当

竹下

9:30～

9:40

10

挨拶（斎藤顧問･内山委員長）

9:40～

9:45

5

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（流れ説明）

竹下

9:45～

9:50

5

活動報告

竹下

9:50～

10:00

10

作業説明

竹下

10:00～

10:15

15

活動振り返り

10:15～

10:20

5

休憩

10:20～

12:00

100

グループワーク①

個人作業含む

12:00～

13:00

60

昼食

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸの進み具合をみて調整

13:00

ｽﾗｲﾄﾞ＆補足説明

滋賀地協受入

13:00～

13:30

30

滋賀地協委員会・活動報告

滋賀地協にて進行

13:30～

14:30

60

グループワーク①報告

講評含め 10 分/Ｇ、発表方法はフリー

渡井

14:30～

14:45

15

移動／休憩

滋賀ﾒﾝﾊﾞｰグループ内へ合流

14:45～

15:15

30

アイスブレーキング

自己紹介を兼ねる

15:15～

16:00

45

グループワーク②

滋賀地協合同、三役も着席（調整役）

16:00～

16:40

40

パネルディスカッション

再考（上記案）

16:40～

16:50

10

総括

16:50～

17:00

10

アンケート記入

17:00～

17:15

15

閉会挨拶／片付け／移動

17:30～

懇親会

望月

倉田

望月

５． その他
（１）他地協との情報交流会
「東奥羽地協」は地協事務局長間にて日程調整
→東奥羽・小松事務局長と成立、６／２９（金）に決定
その後は望月副委員長が先方と調整
（２）次回三役会
５／１７（水）１０：００～１７：００ 静岡労働会館１Ｆ会議室にて
以上

