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誕生日 2021/3/２0

緊急集会 「官製ワーキングプアの女性たち コロナ後の
リアル」開催準備に当たった実行委員メンバーが、ホーム
ページ開設と共に立ち上げた

【会の名称】 当初「仮称「非正規労働者／女性連帯の会」

非正規公務員の約8割が女性であり、2019年のシンポ
名称に「女性」を冠したことで、 「安心して発言していい
場所」と認知されたことなどから、あえて「女性」を入れた。
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4/5第1回運営員会で「公務非正規女性全国ネットワーク（はむねっと）」
と改称



緊急集会
「官製ワーキングプアの女性たち
コロナ後のリアル」開催

公務非正規女性全国ネットワーク（はむねっと）活動年表1

2021 年

3 月 4 月 5 月

ホームページ開設
https://nrwwu.com/
Non Regular Worker/Women United
（非正規労働者／女性連帯）の頭文字
「NRWWU」

仮称「非正規労働者／女性連帯の
会」活動スタート

会の名称を
「公務非正規女性全国ネットワーク
（はむねっと）」と改称
／第1回運営委員会開催

ツイッターアカウント取得
https://twitter.com/hamu_net

はむねっと立ち上げのお知らせを
運営メンバーに発信

緊急要望書「非正規公務員の統
計から性別集計の表示をなくさない
でください」を内閣人事局国家公務
員制度担当大臣及び総務大臣へ
送付（6/14電話回答）

プレスリリース
はむねっと立ちあげ発表

第1回語り場開催
小学校学校司書
会計年度任用職員

ゆうちょ口座開設

hamu-net
（はむねっとＭＬ）スタート

2021はむねっと総会開催

「非正規公務労働従事者への緊
急アンケート」実施

第2回語り場開催
ハローワーク期間業務職員

「公務非正規労働従事者への
緊急アンケート結果」記者会見

オンライン開催！「公務非正規
労働従事者への緊急Web
アンケート」の調査結果報告

要望書「メンタルヘルス調査対象に
非正規公務員を加えてください」を
総務省に送付（9/2文書回答）

「公務非正規労働従事者への追
加インタビュー」実施

第13回なくそう！官製ワーキングプア
集会＠東京

要望書「女性の非正規職問題の対
象に、公務部門の非正規職も入れ
てください」を男女共同参画・女性活
躍大臣に提出（2022/2/9メール
回答：男女共同参画局）

要望書「会計年度任用職員制度を
見直してください」を内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣に送付
（2022/1/21電話回答：厚生労
働省、1/25文書回答：総務省）

国立女性教育会館（NWEC）
「男女共同参画推進フォーラム」ワー
クショップ参加

要望書「令和３年度の職員の期
末・勤勉手当に関する減額勧告に
ついて、会計年度任用職員を対象
としないでください」を全国69の人事
委員会に送付（2022/2/1までに、
全ての人事委員会から文書回答）

第3回語り場開催
：国施設の元期間業務職員
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まず、公務非正規で働く私たちのことを調べてみよう

◆公務非正規労働従事
者への緊急アンケート
2021 （調査期間：
2021/5/30～6/4）

◆「集める。伝える。届
けるプロジェクト～あな
たの声を集め、社会へ
伝え、国と自治体へ届
けます！」2022調査
（2022/5/2～6/4）
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もっと、私たちのことを語りたい 語り場
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回次 日時 語る人

１ 2021/5/15 学校司書 会計年度任用職員

２ 2021/7/4 ハローワーク 期間業務職員

３ 2021/12/18 国の施設 元期間業務職員

４ 2022/5/28 元婦人相談員 非常勤職員



はむねっと発足2周年集会 開催

厚生労働省担当者と懇談

緊急院内対話集会「会計年度
任用職員制度」開始３年目 目
前に迫る雇止め／公募。それじゃな
い！ いま、必要な公共の担い手を
支える制度のあり方を考えよう！
開催

日本外国特派員協会でプレス発
表はむねっとメールの運用ルール決定

公務非正規女性全国ネットワーク（はむねっと）活動年表2

2022 年

1 月 4 月 5 月

Facebookページ作成
https://www.facebook.com/nrwwu

一周年集会前夜・ツイッター連帯
ナイト（ツイッターデモ）

「はむねっと発足１周年ハイブリッド
集会 あきらめずに声をあげよう！公
務非正規から問う。このままでよいは
ずがない私たちの社会」開催

参議院選挙に向け政党アンケート
の送付（6/11公表）

第4回語り場開催
元婦人相談員

「集める。伝える。届けるプロジェクト
～あなたの声を集め、社会へ伝え、
国と自治体へ届けます！」2022調
査実施

2022調査速報版公表
（7/10の参議院選挙前に公表）

はむねっと2022調査記者会見及
び公表

はむねっと2022調査を衆参議員に
届ける
送付済み議員は衆議院議員127人、
参議院議員64人

総務省・厚労省・内閣府男女共
同参画局の担当者と懇談（官製
ワーキングプア東京集会実行委員会
の有志で構成する懇談会）

ILO(国際労働機関)専門家委員
会への情報提供について記者会見
参加

第14回なくそう！官製ワーキングプ
ア集会＠東京

院内集会事前ロビー活動
全議員に院内集会への案内配布

国立女性教育会館（NWEC）
「男女共同参画推進フォーラム」
ワークショップ参加

1789プロジェクト
要望書封入作業

1789プロジェクト反響について随時
更新中
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日本図書館協会非正規雇用職員
セミナー「図書館で働く女性非正規
雇用職員」（共催）

3/28

5/2 6/4~

6 月

7/27 8/1

10/2110/17 10/19

院内集会直前
オンライン当事者集会

11/5

11/9

2023 年

1 月 2 月 3 月

~

3/19
滝本アサさんの署名を総務省、

文部科学省に手交

11/7

2022はむねっと総会開催
6/12

10月8月



◆2021/11/9 緊急院内対話集会 開催

◆1789プロジェクト

2022/12/21～2023/3/17まで134自治体（首長部局15、議会事務局114、
公平委員会4、議員4）から反応

・文書回答あり 11（石狩市,山形県大石田町,つくば市等公平委員会,三鷹市,青梅市,
多治見市,泉大津市,大東市,宝塚市,丹波篠山市,名護市）

・全議員に、要望書を配布 41

・意見書（案）送付 13（黒石市,男鹿市,秋田県井川町,福島県川俣町,埼玉県杉戸町,
いすみ市,新潟県関川村,長野県南相木村,愛知県東栄町,和歌山県那智勝浦町,高知
県東洋町,沖縄県,沖縄県伊平屋村）

・議員が議会質問 3（福島県南会津町3/16,埼玉県吉見町3/2,岐阜県恵那市）
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私たちの要望を、国と自治体に届ける



① 当事者アンケートを取り、実態を把握 →アンケート（はむねっと／2021.2022年）・ヒアリング
② 集会の開催 →本日の集会も！
③ 学習会・研究会の開催 →市民、そして研究者への働きかけも！
④ 協働 →労働組合・NPO・市民団体等
⑤ 国会議員・自治体議員への働きかけ →院内集会で訴求／意見書採択へ
⑥ 自治体への働きかけ →全国の自治体等へ要望書を送付「1789プロジェクト」／続々と回答あり
⑦ 関連省庁への働きかけ →厚労省ヒアリング／「大量離職通知」提出義務あり
⑧ メディアへの働きかけ →記者会見および情報提供／取材多数
⑨ 法・制度の活用 →「住民監査請求」（会計年度任用職員本人ではなく、住民として、広義の当事者が請求者になる
想定？）

「労働協約の地域的拡張適用」（一部の労組と結んだ協約が、一定の地域全体に適用される！）の可能性あり
⑩ 「憲法は、民間労働者と公務員が、 自らの労働を提供して得た賃金によって生活する『勤労者』としての側面にお
いて共通する

との立場に立っている」（西谷 敏『労働法』日本評論社、2020 年）

山の登りか
た

「勤労者」
／「労働
者」

ジェンダー平等



http://nrwwu.com/
「はむねっと」ホームページへ、ぜひ★

「つながる」ために！

連帯には、原因がある。
３％の共有から！

未来をつくるために、連帯
する。

http://nrwwu.com/
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