仕事 と家庭 の両立できる

職場をつくろう

繰り返される子宮からの出

みやすいですが︑周期的に

﹁生理﹂という言葉が馴染

き で す よ ね︒ 一 般 的 に は

私たちにはよくあるつぶや

忙しい毎日を送っている

月経回数は４００回くらい

今日では︑一生に経験する

が遅く︑出産回数が少ない

ルの変化により︑結婚年齢

ます︒女性のライフスタイ

流する説などが言われてい

子宮から卵管へ月経血が逆

だ解明されていませんが︑

理痛などの症状があるのに

の調査では約８割の人が生

占めました︒また︑数年前

ない﹂と答えた人が上位を

化﹂
﹁苦痛でないので必要

﹁人員不足や仕事の多忙

っ て い な い 理 由 と し て︑

の調査では︑生理休暇をと

ていきたいと思います︒月

に与える影響などを掲載し

経のしくみや労働がからだ

だくことになりました︒月

うために連載をさせていた

なぜ大事なのか知ってもら

す︒このたび︑生理休暇が

ない﹂との声もよく聞きま

なく︑大切なその日になる

経がうっとうしいその日で
１割という結果でした︒鎮

対し︑生理休暇の取得率は

継続性を基調としているこ

が︑戦前との歴史・文化の

捨ての根拠となるもので
す︒
他方︑日本国憲法で経済
活動の自由︵ 条︶や財産
権︵ 条︶について明記さ
れた﹁公共の福祉﹂による
制約が︑自民党改憲案では
削除されています︒生存権
保障のため︑資本の横暴に
制約をかける必要性を明ら
かにする規定ですが︑自民
党改憲案は巨大企業への制

エプロン、三角巾（大きいハンカチなど）、手拭きタオ
ル、持ち帰り用の袋

母性保護を考える ①

血のことを﹁月経﹂と言い

で︑昔に比べてかなり増え

次 回 は︑
﹁母性保護っ て

ことを願って⁝︒
して働いている人も少なく

なんだろう﹂を予定してい

痛剤を服用し︑痛みを我慢

ないのではないでしょ う

母性保護講師団︶

︵府職労女性部

ます︒
若い人から﹁生理休暇が

か︒

取りづらい︑取ったことが

基礎的な単位として︑尊重

とからも軽視できません︒

国の公的責任を
家族に押しつけ

●持ち物

連載

女性に子宮内膜症が増えて
人に１人との報

告もあり︑激しい生理痛な

います︒

どの症状を伴い︑不妊症の
原因となることもありま

ます︒あなたの月経は順調

ていることが症状の進行と

条について﹁封建的家

される︒家族は︑互いに助

安倍政権は﹁女性活躍﹂

け合わなければならない﹂
と規定しています︒

す︒個人の自由に対しては

約 を﹁ 否 定 ﹂ す る 態 度 で
﹁家族は︑互いに助け合わ

条に
択的夫婦別姓について﹁わ

自民党は改憲案
が国を根底から覆そうとす

を掲げますが︑自民党は選
定 す る 一 方 で︑
﹁家族﹂ を

﹁個人﹂とその尊厳を否

﹁社会の基礎的単位﹂とあ

強めながら︑巨大企業には

﹁公の秩序﹂による規制を

直径 17㎝のおいしいシフォンケーキを作ります。イベ
ントやご家庭用に、この機会にマスターしませんか？
お子さんもぜひご一緒に♥

生理休暇とってます か ？
月経は健康の
バロメーター
﹁あ〜 うっ とうしいな

ですか？女性にとって月経

す︒はっきりした原因はま

は健康のバロメーターとも
関係しています︒

ぁ︒生理きたわ⁝﹂

言われます︒

ところで︑最近の全労連

減少する
生理休暇取得率
代の若い

近年増える
子宮内膜症
近年︑ 代〜

法

族制度に一大革新を要請す
るもの﹂ と解説していま
す︒

古い価値観を復活

なければならない﹂という

準備の都合上、お申し込みはお早めに。お近くの組合役員か府職労まで。締め切り11月11日（金）

※詳細は互助会ホームページをご覧ください。

女性労働学校のお知らせ
言葉を入れ︑前文で﹁家族

、お知らせいたします。

●内容 母性保護の問題や権利について職場の悩みを出し合いながら交流しま
す。権利の使い方や職場への気兼ねなど感じていることを何でも自由
妊娠出産アンケート
にお話しましょう。

予定のため、改めて11月以降の宿泊予約について

〜まずは生理休暇から〜
る意識が働いているとしか

また、平成29年度以降の事業者は10月末に決定す

容

イクボスって？

竹中さん（府職労副委員長）
中野さん（保健所支部、母性保護講師団）

●助言者

生休取りにく
いなぁ…

くださいますようお願いいたします。

いつまでも健康で働ける職場を！
えて位置づけ直すことは古

が変更となった場合は、無効となりますのでご留

「使えてる？あなたの権利〜私たちの権利と職場づくり〜」

申し込まれ、予約完了となりましても、委託事業

●内

福利厚生委託業者である（株）リロクラブとの契

第２部 午後１：30〜３：30 研修室

残業申請
どうしてる？

ついては、平成29年４月分の宿泊を平成28年10月

原田さん（府立急性期総合医療センター支部）

成29年度以降の事業者選定を実施しているところ

師

が、平成28年末をもって満了となるため、現在、

●講

※会場付近でおいしい
お店を探しています。

シフォンケーキをつくろう

12：00〜
ランチ交流会
かんたん
おいしい

福利厚生委託業者選定に
関するお知らせ

第１部 午前10：00〜11：30 調理室
互助会からのお知らせ
助会からのお知らせ

11月23日
（祝）10:00〜（受付 9:30〜）
クレオ大阪中央
保育もあります
500円（材料費、ランチ代込）
と き
ところ
参加費

10

立憲主義を否定し︑
個人への規制強化︑
企業には寛大に
内閣法制局発行の﹃新憲
法の解説﹄
︵１９４６年
月３日︶は︑婚姻は両性の
合意のみにもとづいて成立
することや夫婦は同等の権
利を有すること︑家族関係

24

22

30

における個人の尊厳と両性

11

29

20

の本質的平等を規定した憲

24

2016年10月５・19日 ＜２＞

す。

報告します。

＜３＞ 第2047号 （第三種郵便物認可）

青年部・女性部・現評
2017年度役員紹介

古い価値観を復活

るところも多いのではないでしょう
か。みなさんと力を合わせて、適正
な人員配置を実現するためがんばっ
ていきたいと思います。今後ともよ
ろしくお願いします。
副議長 吉岡 美紀代さん

強めながら︑巨大企業には

私の勤務する教育センターは、教
育委員会の出先で、学校の先生が研
修を受ける施設です。私は電話交換
手として仕事をしています。
いま、現業職場では、人員削減・
不補充でたいへんな状況になってい

言葉を入れ︑前文で﹁家族

正夫（府税支部泉南分会）

る意識が働いているとしか

小池

えて位置づけ直すことは古

吉岡美紀代（教委支部教育センター分会）

寛大です︒巨大企業の利益

場所 府職労会議室

や社会全体が互いに助け合

日時 11月18日
（金）18時より

考えられない﹂として頑強

非常勤職員のつどい

い価値観を復活させる危険

非常勤職員のみなさん、
ご参加ください！

する狙いです︒

事務局長

裕子（総務農林支部総務分会）

道州制の導入が狙い

副議長

堀田

地方自治の章では︑経団

現評議長

評

連が﹁究極の構造改革﹂と

現

ていきたいと思っ ています。 そし
て、女性部の活動としても勉強会な
どを開いたりして発信していけたら
と思っています。
女性の問題のみならず、今後の日
本社会が自分や自分たちの子どもに
不利益にならないよう組合活動を続
けていきたいです。
副部長 福田 小百合さん

府職労

まだまだ新米で分からないことも
たくさんありますが、女性部の会議
で先輩方から教わりながら自分にで
きることを少しずつ取り組んでいき
たいです。今、組合活動をさせてい
ただく中で女性の権利についてしっ
かり勉強して理解した上で、自分に
活かせることや女性のみなさんに活
かしていただけることが何かを考え

位置づける﹁道州制﹂の導

草野さゆり（保健所支部守口分会）

古い価値観と企業利益優

書記長

典子（総合医療センター支部９西分会）

入を可能としています︒

竹内

先の新自由主義が混在し︑

福田小百合（健康福祉支部障がい者センター分会）

す︒

副部長

改革﹂を進める﹁憲法﹂に

西田結実子（保健所支部守口分会）

これらは︑国民がまず自

福田佐代美（土木現場支部寝屋川水系分会）

定しています︒

部

個人を規制し︑

女性部長

性

83

企業への制約なくす

女

国集会in茨城つくば」に青年部から
３名が参加しました。全国それぞれ
の自治体が抱える問題や今後の展望
について分科会などを通じて学習
し、学んだことを今度は府政に活か
していけるよう、精力的に自治研活
動を行っていこうと考えています。
青年が本当の意味で働きやすい職場
に出来るよう、青年部一同頑張って
参りますので、応援とご協力をよろ
しくお願いします！
青年部長 塚元 寛貴さん

消費税増税や社会保障切り

10月１日より青年部は新体制とな
りました。４名の内３名を採用２年
目の職員で構成し、１年間をこのメ
ンバーでやっていく気持ちを固めた
ところです。 私も採用２年目職員
で、青年部長としてどれだけ貢献出
来るかわかりませんが、青年の労働
条件向上に向けて一丸となって取り
組む決意です。本年度の青年部は自
治研活動に力を入れたいと考えてお
り、早速10月１日から２日にかけて
茨城県で行われた「地方自治研究全

戦 前 の﹁ 家 ﹂ 制 度 の も

ら 助 け︵ 自 助 ︶︑ 次 に 家 族

貴大（土木現場支部八尾土木分会）

最優先の新自由主義﹁構造

や社会関係で互いに助け

中森

って国家を形成する﹂と規

は財産の管理権も相続権も

︵ 共 助 ︶︑ 国 の 社 会 保 障 に

書記長

に反対しています︒

認められず︑契約締結の能

対する責任はその不足を補

（呼吸器・アレルギー医療センター支部１Ａ分会）

があります︒自民党改憲案

力も否定されていました︒

高野恵理子

と︑結婚は家長︵戸主︶の

家長によっ て統率される

うものへと大きく変質させ

同意なしに認められず︑家

﹁家﹂を単位に︑全ての臣

るものです︒

と家との関係でした︒妻に

民を天皇中心の国家体制に

動員する仕組みでした︒こ

うした古い﹁家﹂制度と男

24

尊女卑を否定し︑家族関係

条でし

一見︑支離滅裂な改憲案で

24

を革新する規定が

財政の章では﹁財政の健

た︒

す が︑
﹁個人の尊厳﹂ を否

誠大（保健所支部岸和田分会）

全性の確保﹂ 規定を新設

加藤

ところが自民党改憲案は

寛貴（総務農林支部財産活用分会）

定する点では一貫していま

塚元

条２項︶しています︒

副部長

部

「自民党改憲草案」
を考える ⑥

︵

青年部長

年

変えるのか

条に新たに１項を新設し

青

憲法を いかすのか
﹁家族は︑社会の自然かつ

９月29日に各専門部の役員選挙が行われ、すべての候補者が信任されました。
信任された役員を紹介します。

の本質的平等を規定した憲

連載

互助会
互助会から

福
関
福利
約が、
平成29
です。
つい

職場で日ごろ感じ
ていること、疑問
に思うこと、なん
でも自由に交流し
ましょう

に申し
者が変
意くだ
また
る予定

＊軽食を用意します。
○申し込み・問い合わせは
お近くの組合役員か府職労まで

は、お
※

