
 

 

 

 

 

2022 連合兵庫女性委員会 

 

男女共同参画研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 6 月 18 日（土）14：00 

ラッセホール：ルージュローズ 



2022連合兵庫女性委員会 男女共同参画研修会 

 

 

14：00 開  会 女性委員会副事務局長 福山 香織 

 主 催 者あいさつ 女性委員会委員長   安樂 雅枝 

 

 

 

連合兵庫あいさつ 

 

 

ジェンダー平等・多様性推進委員会 

委員長 村山 周平（連合兵庫副会長） 

 

   

14：15 

 

 

 

講  演 

 

ー 休憩 ー 

 

『男性中心組織の弱点』 
 

講師 谷口真由美さん 

 

 

   

15：45 質疑応答  

16：00 閉  会 女性委員会事務局長  日下部まき 

 

 



講演『男性中心組織の弱点』 

 

 

 
 

講 師 

 

■1975 年大阪市生まれ。法学者。大阪芸術大学客員准教授。専門は国際人権法、ジェ

ンダー法など。「全日本おばちゃん党」を立ち上げ、テレビやラジオのコメンテータ

ーとしても活躍。 

■2019 年 6 月、日本ラグビーフットボール協会理事に就任。2020 年 1 月にラグビー

新リーグ法人準備室長に就任。その後新リーグ審査委員長も兼任するが、2021 年 2

月に法人準備室長を退任。6 月に協会理事、新リーグ審査委員長も退任。 

■著書に 2022 年 2 月 1 日発売『おっさんの掟「大阪のおばちゃん」が見た日本ラグ

ビー協会「失敗の本質」（小学館）、『日本国憲法大阪おばちゃん語訳』（文藝春秋）、

『憲法ってどこにあるの？』（集英社）ほか。 
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№ 組織名 氏　名 単組・支部名 WEB 備　考

41 北川　優花 ＪＡＭ山陽兵庫県連絡会

42 フード連合 村山　周平 キッコーマン労組高砂工場支部  ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ平等･多様性推進委員会委員長

43 福井　信二 白鶴酒造労組

44 橋本　真治 オイシス労組

45 満生　真由 全森永労組神戸支部 WEB

46 電力総連 西野　貴弥 電力総連 WEB

47 林野　幸司 電力総連 WEB

48 柴田　裕矢 電力総連 WEB

49 重松香会子 電力総連

50 松本　成悟 電力総連

51 情報労連 寺島　修一 ＮＴＴ労組兵庫分会

52 西網　康治 ＮＴＴ労組兵庫分会

53 入江　勝美 ＮＴＴ労組兵庫分会

54 岩藤　幸夫 ＮＴＴ労組兵庫分会

55 西風　辰昭 ＮＴＴ労組兵庫分会

56 ゴム連合 佐久間貴樹 東洋ゴム工業労働組合 WEB  ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ平等･多様性推進委員会委員

57 梶谷　智美 東洋ゴム工業労働組合伊丹支部

58 北畠 　浩二 住友ゴム労働組合

59 南　　温子 ニチリン労働組合 WEB

60 ＪＲ連合 須原　和也 ＪＲ西労組神戸地方本部 WEB

61 住岡　耕治 ＪＲ西労組神戸地方本部 WEB

62 西川　弘美 ＪＲ西労組神戸地方本部 WEB

63 全労金 敏森　昌宏 近畿労金労組兵庫支部 WEB

64 渡邊　優樹 近畿労金労組兵庫支部 WEB

65 神戸地協 長谷川孝之 神戸地協 WEB

66 田尻　陽一 神戸地協

67 山口　康志 神戸地協

68 宇髙　康弘 神戸地協

69 東部地協 浅居　繁樹 三菱電機労働組合三田支部

70 吉田　浩一 連合兵庫東部地域協議会

71 西馬　由華 芦屋市教職員組合

72 小林　直美 関西電力労働組合三田支部

73 小木野智沙 川西川辺教職員組合

74 清田　和美 阪神公営競走労働組合

75 中南部地協 山口　光一 連合兵庫中南部地域協議会

76 古町　俊一 日工労働組合

77 早川　正浩 日工労働組合

78 西部地協 三輪　明洋 ＩＨＩ労連相生支部

79 橋本　匤基 帝国電機労組

80 牛尾　幸一 連合兵庫西部地域協議会
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 参加者名簿＜女性委員会＞

№ 組織名 氏　名 単組・支部名 WEB 備　考

81 委員長 安樂　雅枝 ＵＡゼンセン兵庫県支部  ＵＡゼンセン

82 副委員長 福山　香織 兵庫県教職員組合  兵教協

83 雪井　裕美 ＪＡＭ山陽兵庫県連絡会  ＪＡＭ

84 事務局長 日下部まき ＮＴＴ労働組合兵庫分会  情報労連

85 幹　事 永野　敦子  三菱重工ｸﾞﾙｰﾌﾟ労働組合連合会神船地区本部  基幹労連

86 田原恵美子  神戸製鋼所労働組合神戸支部  基幹労連

87 山雄　育美 全神栄労働組合  ＵＡゼンセン

88 森岡　典子 たつの市自治団体労働組合連合会  自治労

89 福永　祥子 三菱電機労働組合姫路支部  電機連合

90 阿曽江里奈 ウシオ電機労働組合  電機連合

91 小川美奈子 兵庫高等学校教職員組合  兵教協

92 樽本佐知子 ナミコ―労働組合  自動車総連

93 志磨　慶子 昭和産業労働組合神戸支部  フード連合

94 藤本　佳苗 きんでん労働組合姫路支部  電力総連

95 角畑　理香 ＮＴＴ労働組合兵庫分会  情報労連

96 飯塚裕梨子 多木化学労働組合 WEB  ＪＥＣ連合

97 寺谷　真莉 近畿労働金庫労働組合兵庫支部  全労金

98 事務局 西田　浩樹 連合兵庫副事務局長  自治労

99 髙見映理子 連合兵庫女性委員会担当

100 田中　良幸 連合兵庫青年委員会担当

会 場参加　　  70名

WEB参加　　  30名

合　 　計 　  100名

※ 個人情報保護法の理念に基づき、次のことを禁止いたします。ご協力お願いします。

① この名簿を本研修会出席者以外の者に提供すること。

② この名簿を複製・印刷すること。

③ その他、本研修会の目的以外に名簿を利用すること。
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本日の配布資料 

 

 

 

 ２０２２連合兵庫女性委員会男女共同参画研修会レジメ 

 連合兵庫構成組織・地域協議会トップリーダー宣言２０２２ 

 ２０２２春季生活闘争アクションリーフ（ＧＥＮＤＥＲ２０２２） 

 ６月は男女平等月間です（２種類：育休、政治） 

 ２０２２年度 連合｢男女平等月間｣（６月） 

 ポケットティッシュ（政治分野における男女共同参画の重要性） 

 連合兵庫ＬＩＮＥ公式アカウント友だち募集中 

 アンケート（回収） 
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日本労働組合総連合会兵庫県連合会 

＜連合兵庫＞ 

〒650-0011 

神戸市中央区下山手通 6 丁目 3 番 30 号 

                   （一財）兵庫勤労福祉センター３Ｆ 

                   ＴＥＬ：０７８－３６１－０５０５ 

                   ＦＡＸ：０７８－３７１－６００５ 
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