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元気！元気！で旗びらき−東京地本

広島支部では10年以上毎年、組織拡大とし
て福祉士試験（介護・社会・精神保健）会場
へ出向き応援オルグを行っています。この活
動により労働相談にもつながっており、大事
な活動になっています。１月26日も介護福祉
士試験会場前で「がんばってください。いっ
てらっ しゃ い！」 と受験者に声をかけまし
た。ティッシュを渡し、
「紙のご加護」を！
１月 20 日、東京地本旗びらきが 141 人の参
加で元気に行われました。今年の旗びらきの
テーマは「元気！元気！東京地本」
。厳しい
職場実態のなかで、がんばっている私たち。
なかまの存在を実感し、思いを共有すること
をめざし、地本執行委員が準備しました。
東京地本の旗びらきといえば、各支部対抗
の３分間パフォーマンス。今年も世相や流行
語、福祉をめぐる情勢などを織り交ぜた寸劇
などで楽しみました。
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山梨社会福祉労の旗びらきを１月10日に行
いました。中央から澤村書記長を招き、年代
別に４グループに分かれて、職場の不満を出
しあいました。給料が安い、
休憩が取れない、
仕事量にみあっ た残業代を出してほしい等
々、わいわいしゃべりあうことで時間もあっ
という間に過ぎていきました。がまんや無理
をしての働き方は違法なんだ！とみんなで確
認し、運動を進めていく決意を新たにしまし
た。
「国や理事会に〝みぃしみた〟案をだし
ていこう！」
（甲州弁−しっかりとした、本
格的な）
運動の理解を広げ、大きく
展開していくための必要経費として協力
（団体１口3000円、年間1000口以上目標）
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春闘を迎え、職場の状況を見つめ直す時期です。給与表や手
当、労働時間、休暇などを法令や基準に照らして、あらためて
チェックしてみましょう。毎年改訂して発行している特集冊子
はさまざまな地方組織や分会で活用され、好評です。チェック
ポイントなどを項目別に整理し、根拠も示した手引きです。ぜ
ひご活用を。
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学習･交流･情報誌
福祉労働と運動の明日をつくる

利用者に対し、憲法25条にもとづく「福祉は権利」を
各職場で保障するためにも、私たち福祉労働者が「人間
らしく働くことのできる労働条件」をつくることが必要
です。各職場では、要求討議・要求書提出・回答引き出
し・団体交渉・確認書締結という「原則的な活動」を重
視します。
賃金の大幅引き上げ・労働時間等の法令遵守の徹底・
必要な職員の増員など、職場改善の要求をすべての分会
から提出し、14春闘を元気にとりくみましょう！
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