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このニュースは主に都本部各単組執行部に向けて、組合活動への女性参画促進のため、都本部女性部の活動を報告しています。

第24回都本部女性部定期総会
日時：2015.11.28（土）場所：中野サンプラザ

き、来賓として自治労女性部の重黒木部長、都
本部青年部の長妻部長、都本部の宮本委員長か
ら連帯の挨拶がありました。

◎講演会：安倍政権の｢女性の活躍｣と労働法制

佐々木事務局長からの経過報告に続き、三木

中野麻美弁護士

部長から第１号議案「2016年度女性部運動方針

都本部顧問弁護士でもある中野麻美弁護士

案」の提起がありました。運動方針案に対する

から、安倍政権の掲げる「女性の活躍」につい

質疑は６単組６名からありました。①江戸川区

て、法や制度の解釈と今後の方向性、そして意

職労から、戦争法廃止に向けた取り組み強化の

識と現実問題について講演いただきました。地

意見と、単組での平和活動の取組報告、②北区

方自治体が 2016 年３月末までに策定しなけれ

職労から、単組でのこころとからだの健康のた

ばならない特定事業主行動計画（300 名以上の

めの活動と気仙沼復興支援バスツアーの報告、

企業は事業主行動計画）について、策定にあた

③練馬区職労から、単組女性部４０周年記念活

っての課題や非正規労働者の問題、また、資料

動とこれまでの取り組み報告、戦争法反対に関

にはない経験に基づいたさまざまに展開した

する取り組みについて、④中野区職労から、子

話題満載の内容で、中野弁護士が大変エネルギ

ども・子育て新システムの改善を求めた運動と

ッシュにお話しいただいたことで、あっという

戦争法廃止を求める活動報告、⑤中央区職労か

間に時間が過ぎてしまうほどでした。

ら、保育園調理・用務職の現状と現業職の新規
採用獲得までの取り組み報告、⑤八王子市職か
ら、都本部女性部との共催で行った女性対象レ
クリエーションの報告、の発言がそれぞれあり
ました。
これらについての執行部答弁の後、採決に移
り、賛成３６名、反対５名で運動方針は承認さ
れました（出席代議員４１名）
。
次に第２号議案として次期役員体制の提起
が役員選考委員長である見附代議員からあり、

◎女性部総会
議長として、ソルビック・シューリアンさん
（東村山市職労）と富田千代さん（日神サービ
ス労組）を選出、議事運営委員には太田由美子

全体の拍手で承認されました。
総会宣言の提案も全体の拍手で承認され、大
会は終了しました。
今回の役員改選で、新執行体制となりました。

さん（東京競輪労組）
、友純子さん（調布市職）
、

三木女性部長を先頭に、女性部課題について積

見附夏海さん（直属支部）を選出し、第２４回

極的に取り組んでいきますので、新役員ともど

定期総会を開催しました。

も、よろしくお願いいたします。

開催にあたり三木女性部長からの挨拶に続

② 2016 年 2 月 18 日 自治労東京 女性部ニュース

2016･2017年度役員体制と自己紹介
女性部長 三木啓代（立川市職）
引き続き女性部長を務めます。結婚しても
しなくても、家庭的責任があろうとなかろう
と、すべての女性が生き生きと暮らせる社会、
働ける職場をめざしてがんばります。
副部長 佐々木珠（葛飾区職労）
今回、副部長という重責にかなり不安もあ
りますが、さまざまな立場の仲間の声を少し
でも反映できるよう、真摯に取り組みます。
事務局長 岩田みさを（八王子市職）
すべての人が安心して生活できる社会の実
現と真の男女平等社会をめざし、活動してい
きます。また、女性組合員のネットワークを
構築し、あらゆる組織で女性の意見が反映さ
れるよう取り組みます。
事務局次長 丸山トシ子（北区職労）
北区職労の運動を基に、他単組の方々とい
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韓国「ナヌムの家」スタディツアー報告
韓国「ナヌムの家」スタディツアーは、自治
労都庁職保健局支部が 1998 年から実施し、
2007 年度から 2013 年度には都本部と共催、
2014 年度からは福祉保健局支部単独主催に戻
り取り組んできました。都本部傘下の各単組か
らも多くの組合員が参加し運動を広げてきま
したが、残念ながら、単組事情により今回で最
後のツアーとなりました。
今回のナヌムの家スタディツアーは 2015 年
10 月 11 日から 14 日で行われました。
スタディツアーの一番の目的地「ナヌムの家」
には２日目の午後に訪問しました。
「ナヌム（＝
分かち合い）の家」は、元日本軍慰安婦の韓国
人女性が共同生活を送る民間施設で、年間１万
人（その内、日本人は 3000 から 5000 人）の来
館者があります。

っしょに女性が健康で安心して働き続けられ
る職場作り、ワーク・ライフ・バランスに向
けた取り組みを行っていきます。
常任委員 成田由佳理（練馬区立図書館専門員組合）
臨時・非常勤協議会からの選出となります。
大多数が女性である臨時・非常勤職員の処遇
改善につながるよう取り組んでいきます。
常任委員 井出ゆかり（清瀬市職）
清瀬市職員組合で、執行委員をしています

敷地内に併設されている「慰安婦歴史館」は

井出ゆかりです。清瀬市の保育園で保育士を

改装中のため見学できませんでしたが、お二人

しています。不規則な勤務などで迷惑をかけ

のハルモニ（＝おばあさん）に会うことができ

たり、力になれるか不安だらけですがよろし

ました。以前にお会いしたハルモニが昨年お亡

くお願いします。

くなりになられており、彼女たちには本当に時
間がないと改めて実感させられました。

2016 年度第１回女性部単組代表委員会
日時 2016 年３月９日（水）
場所 都本部会議室
議題 女性部年間計画 他
学習交流会「女性活躍推進法特定事業主行動計
画について各単組の進捗状況」
参加される単組は特定事業主行動計画の原
案等がありましたらお持ちください。
なお、女性部単組代表者会議の出席者を登録
します。今年から男性も可能としますので都本
部からの発文の通り、各単組で登録をお願いし
ます。

３日目午後は「戦争と女性の人権博物館」へ
行き、慰安婦たちの被害体験を文章や写真・映
像、再現された慰安所内部などで学んできまし
た。
ツアー最終日には、日本大使館前で行われて
いる水曜集会に参加しました。
水曜集会は 1992
年１月８日に開始されましたが、今回ちょうど
2000 回目の集会に参加することになり、多く
の参加者と共に日本軍慰安婦問題の解決を訴
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にも韓国外務省高官が訪れました。日本側は駐

そのほかにも、１日目は江華島（カンファド） ソウル日本大使館前の少女像の撤去を求めて
にて不平等条約が結ばれた歴史を学び、２日目

いますが、元慰安婦たちはこれを拒否しており

午前はベトナムへ車椅子を届ける運動をして

韓国メディアによると国民の 66.3％が撤去に、

いるハンボック財団を訪問し、３日目午前は在

反対と報道されています。
「安倍首相が直接、

韓米軍基地のある平沢へ行き米軍基地村慰安

法的に間違っていたと正式に謝罪したわけで

婦問題について学び、最終日午前はパゴタ公園

はない」と批判しているハルモニもいます。個

にて三・一独立運動のレリーフの見学など、新

人的には戦時制性暴力の防止のために今後も

たな問題も学習した盛りだくさんの内容でし

歴史教育が必要と考えています。

た。
慰安婦問題は昨年 12 月末に解決に向けて日

元慰安婦のハルモニ達に残された時間はわ
ずかです。彼女達が本当に納得する解決に早期

韓合意をし、その説明のために「ナヌムの家」 に至ってほしいものです。

都本部女性部では、男女平等が推進されてい

た。数年ぶりの開催でしたが、和気あいあいと

る中でも、女性同士の情報交換やコミュニケー

した雰囲気の中、リズムに合わせてステップを

ションの場つくり、学習会などが必要と思って

踏んだり、タオルを使った体操などを約 1 時間

います。近年、女性部のない単組が増え、女性

半行い、気持ちのいい汗をかきました。その後、

同士の情報交換や学習の機会が減っています。 軽食を取りながら自己紹介し、職場や家庭や体
そこで、都本部女性部では学習会やセミナーを

の悩みなどをざっくばらんに話し、情報交換な

共催で開催することを単組に呼びかけていま

どしました。

す。

女性同士で話すことで、職場の状況や課題な

八王子市職では単組女性部の解散以降、女性

どがたくさん出てきます。すぐに解決できなく

対象のセミナーや学習会等の開催はなくなっ

ても、話ができる場や聞いてくれる場があるだ

ていました。今回、都本部女性部の呼びかけを

けでも日々の生活が違ってきます。これをきっ

受けて、10 月 27 日（火）18：00 から「健康体

かけに、女性が気兼ねなく情報交換できる場を

操教室」を開催しました。参加者は 15 名でし

作っていきたいと思います。

仕事が終わってから、
母と娘と参加しまし
た。とても簡単なポー
ズから難しいポーズ
まであり、汗も出てと
ても爽快だったので、
また健康体操をして
いただきたいなぁと
思います。先生のご指
導もとても楽しかっ
たです。
A さん

久しぶりの体操で、背
筋が伸びた感じがしま
した。リズムに合わせて
体を動かすのは気持ち
いいですね。女性同士で
情報交換できたので、職
場のことなどを気兼ね
なく話せました。
休暇制度や体に関す
る学習会など女性同士
でないと聞きにくい学
習会なども計画してほ
しいです。
I さん

④ 2016 年 2 月 18 日 自治労東京 女性部ニュース

No.74

2016 年度都本部女性部年間計画（案）
自治労都本部女性

自治労都本部、自治

自治労中央本部、平

部

労関東甲地連

和フォーラム

連合東京

2015 年 12 月

基本組織単代出席
12/21

2016 年 1 月

基本組織単代出席
1/19

基本組織単代出席
2/9
2016 年 2 月
常任委員会 2/4
女性部ニュース発行
単組代表者会議 3/9
2016 年 3 月 基本組織単代出席
常任委員会

2016 年 4 月

基本組織単代出席
常任委員会

基本組織単代出席
2016 年 5 月 常任委員会
平和フィールドワーク

基本組織単代出席
2016 年 6 月 常任委員会

女性部ニュース発行
2016 年 7 月 基本組織単代出席
常任委員会

関東甲地連青年女
性春闘中央討論集
会 12/19-20
都本部旗開き 1/7
都本部春闘討論集
会 1/30

連合東京女性委員会総会 12/5
連合三多摩女性委員会

拡大女性部長会議
1/12

都本部青年女性合
同会議

連合三多摩女性委
員会総会＆職場報
告会 1/22
女性委員会幹事会
2/2

都本部青年部定期
総会 3/1
関東甲地連青年女
性協議会女性集会
＆定期総会 3/7

座長養成講座・音楽
活動家養成講座

都本部青年女性合
同会議

はたらく女性の集会

都本部移転
4/30-5/1 頃

憲法フォーラム
沖縄平和行進 5/15
前後

女性委員会幹事会

男女平等推進闘争

男女平等推進闘争
女性部長会議

男女平等月間
女性リーダー養成基礎講座
男女平等セミナー
東京都産業労働局との女性労働
情勢懇談会
連合三多摩女性委員会（宿泊研
修）

都本部中央交流集
会結団式

中央大交流集会
7/29-31
女性労働学校後期

女性委員会幹事会

原水禁広島大会
8/4-6
女性部定期総会（栃
木）8/22-23

連合三多摩女性委
員会

単組代表者会議
2016 年 8 月 基本組織単代出席
常任委員会

基本組織単代出席
単組代表者会議
2016 年 11 月
常任委員会
定期総会
３月９日開催の女性部単組代表者会議にて決定

連合三多摩女性委
員会
メーデー4/29

基本組織単代出席
常任委員会
2016 年 9 月
単組と共催のレクリエ
ーション
女性部ニュース発行
2016 年 10 月 基本組織単代出席
常任委員会

国際女性デー中央
集会、女性委員会幹
事会 3/8

女性委員会幹事会

連合三多摩女性委
員会「女性セミナ
ー」
女性部長会議
女性部労働学校前
期

連合三多摩女性委
員会＆職場見学会
連合中央女性集会
女性委員会幹事会
女性委員会＆各種公的審議会
派遣女性委員会議
連合三多摩女性委員会「女性組
合員対象レクレーション」

