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残業の上限を法律で規制し、次の勤務までに連続休息時
間（勤務間インターバル）の保障を義務付け
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の
うち「平和安全法制整備法」
「国際平和支援法」を廃止する

避難者の健康管理︑
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熊本県益城町の総合体
育館︵避難所︶へ派遣
大阪府としては︑４月
日より第１班から順次公衆
衛生チームを派遣している
中で第５班として行かせて

１ヶ月経過した時でした︒

もらったので︑地震から約

益城町の公式発表では４

４野党の党首会談での確認事項（５月19日）
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７７６人避難しており︑体

法人税法の改正

育館︑情報交流センター︑
テント︑野外駐車場の中で
避難者が生活されていまし
た︒上下水道は︑体育館周
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性暴力被害者の支援

肉用牛、豚肉の標準的な販売価格が生産コストを下回っ
た場合、農畜産業振興機構が差額を補てん
被害者支援計画の策定の義務付け、「ワンストップ支援
センター」の設置、性暴力被害者支援連絡会議や性暴力
被害者支援会議の設置
資本金 100 億円以上の法人の所得金額と法人税額等を公
示する規定を設ける
畜産経営を支援
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