憲法９条はノーベル平和賞ならず 世界を変えるには…
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年︶︑ 障害種別全国交流集会︵

年 ︶ と︑ 全 国 的 な イ ベ ン ト を 地 元 で 開

社 会 福 祉 研 究 交 流 集 会︵

か月連続で組合員が増え続ける変化が種別をこえて広がって

催してきた福岡地本︒企画がつづいて大変な面もある一方で︑

年︶︑ 全国保育合研︵

12

集まり・学び・伝えあい

として定着してきていま
す︒

新たな職場での加入もつ

労働相談をきっかけに

し︑その後も加入者は４

を重ね︑異動撤回を実現

って要求書の提出や団交

てあきらめず︑組合に入

当な人事異動などに対し

た会で︑組合の意義︑分

分会﹂では９月に開催し

障害者施設の﹁ひかり

めています︒

自らの確信につながり始

加入者との接点や組合員

運営の改善を求め
あきらめず
組合加入

現在で２８４人と︑あと

づいています︒県労連︑

人に増えました︒

法人の不当な

解雇に対し︑裁

判で闘っている

大阪・中津学園

の安東育子さん

は︑解雇理由に

景には︑中央本部が提起

１年間に及ぶ成果の背

成できたことも増勢の要

を求めて２つの分会が結

もとに︑園の運営の改善

どを分担して説明︒分会

月にグループホームの利用

対する反証もほぼ終わり︑

した﹁組織拡大キャンペ

因です︒８月に結成され

組合のある職場でも︑

の実績は単年度でなく︑

者のお金１５０万円を横領

と︑組合に入った理由︑

入ってよかったエピソー

始まるという昨年９月の

朝︑突如として大淀警察に

よって逮捕・勾留されまし

また︑人材派遣会社が

会﹂にチャレンジする変

で伝えあう﹁組合を知る

たちで学んで自分の言葉

盛り上がったのは︑非常

勤化がすすむなかで一番

深みが増しました︒非常

た︑何一つ物的な証拠のな

が一体となってでっち上げ

した﹂という︑法人と警察

た︒理由は﹁２００７年９

指定管理者となって運営

ド︑組合費や共済制度な

まもなく和解のあっせんが

ーン﹂に呼応して︑７年

た晴明保育園分会は︑全

声をかけるだけでなく︑

年表の資料にしたことで

会が勝ち取っ てきたこ

前に福岡地本内に設置し

国のなかまから届いたお

組合の意義や実績を自分

題︑悩みなどの報告や話

いものです︒

組合の力を学び
みんなで
伝えあう

た﹁組織拡大推進会議﹂

祝いメッセージに励まさ

し合いをつづけてきまし

勤の産休保障やボーナス

果がベテラン組合員から

語られたときでした︒

１時間の予定を 分も

オーバーしても﹁時間が

足りなかった﹂と感想が

出されたほど盛況で︑未

加入者３人を含む 人で

交流がすすみました︒会

にむけて内容やチラシ︑

分担などを練る作戦会議

をおこない︑予想以上の

参加と盛り上がりで︑組

合員の成功体験に︒

の不明金が︑解雇撤回裁判

の終盤になって突然持ち出

されたのか︑不自然極まり

なく︑安東さんを陥れよう

との意図しか考えられませ

ん︒ 日以上にわたる勾留

期間中に黙秘を貫き通しま

したが︑検察は不当にも起

訴しました︒

起訴後保釈された安東さ

んは︑現在多くの支援者と

ともに無実を主張し︑裁判

で闘っているところです︒

・９％と他国に比べて異

日本の刑事裁判は有罪率が

に︑確信を地本全体に広

常に高く︑予断は許されま

協力ください︒ ︵金田︶

せん︒裁判所宛の署名にご

ざしていきます︒

げ︑４００人の組織をめ

新たな変化の力も刺激

なぜ今になって６年も前

化も生まれています︒未
た︒

積み上げと
工夫が
実践・共感に
推進会議の積み上げに
よって︑各分会の中堅・
ベテラン組合員のなかに
﹁新しく入ってきた職員
には声をかける﹂という
基本が根づき︑実践する
力となってきました︒
また︑新入組合員を地
本全体で歓迎する﹁スマ
イ ル フ ェ ス タ﹂
︵写真︶
も︑推進会議の論議から
生まれ︑加入の喜びや組

１日１００円アップの成

する学童保育所では︑不

せいめい

があります︒毎月会議を

月

仲間で
カネに株に、ネオナチに、
」
ン！
ッポ
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つくる「新し
高宮信一･作

れています︒

く状況です︒

続して増えつづけ︑

は︑昨年 月から毎月連

少しで３００人に手が届

地域労連の協力・援助の

福岡地本の組合員数

あと少し

増加 ３００人まで

毎月連続して

います︒その秘訣と力の源泉を探りました︒
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福岡地本のスマイルフェスタで「全員集合！」（８月31日）

か月連続で
組合員増加！

31

スマイルフェスタで新入
組合員を紹介︵８月 日︶

福岡県労連大会で発言する晴明保育園分会の役員（８月17日）

て注目された日本国憲法９条は受賞を逃し
た。 マララさんは昨年７月に国連の演壇で
教育の権利を訴えるパキスタンの女子学生マ

「本とペンを手に取ろう。一人の子ども、先
ララ・ユスフザイさん（17）とインドの児童

生、本とペンが世界を変える」と訴えた。私
労働問題活動家に授与された。有力候補とし

たちも本とペンを手に！
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11月号
第281号
全国福祉保育労働組合

10月10日、ノルウェーのノーベル賞委員会

は2014年のノーベル平和賞を発表した。女子

﹁福マガ﹂︵ニュースマガジン︶
を使って

の 実 情 の 図 解︑ マ ン ガ

福祉の担い手や基盤整備

ましょう︒

分会に持ち寄って共有し

て︑反響を地本・支部や

さっそく﹁これならす
すめられそう﹂という声
も 広 が っ て い ま す︒
﹁福

も掲載し︑ツイッターや

マガ﹂はホームページに

フェイスブックなどでの

拡散すすめよう

﹁福マガ﹂
で対話と

載しています︒

﹁ふくしろう先生﹂を掲

対話をすすめ︑反響を共有しよう
室井佑月さんが
福祉労働者にエール
﹁福祉は権利﹂を一人
ひとりが伝えられるよう
に︑
﹃福祉は権利ニュ ー

一人ひとりの組合員に

拡散も始まっています︒

ス マ ガ ジ ン﹄
︵ 福 マ ガ︶

１部ではなく３部ほど渡

職場の組合掲示板もつか

月に発行しました︒

るようにしています︒職

てくれた特集インタビュ

自分の思いと﹁福祉は権

﹁福マガ﹂をきっかけに

りを通じて手渡しして︑
う︒

ふれるようにしましょ

や思いを伝えることがで
し︑３月の中央行動で国

最終の集約を２月末と

に出勤簿でしか管理を

実態をみると︑いまだ

紹 介 し た い︒ 退 勤 の

方に︑一つの対応策を

労働を強要されている

ドの打刻をして時間外

ケアマネ試験会場前
宣伝︵愛知学院大︶

・

愛知県民集会で

滋賀支部

東海地本

大阪地本

日比谷に3200人
早急な福祉人材確保対策を求めて

いのちまもる・憲法いかす10・23国民集会
厚労大臣宛の要請書1192名分を提出

を
ＴＢＳ﹁金スマ﹂など

場の未加入者や利用者︑
うなど︑多くの人の目に

ーのほか︑現場に働くみ

利﹂を伝えて感想を聞く

ゆ づき

テレビ出演も多い作家の

研修・学校などのつなが

んなのミニレポート︑全

むろ い

者に熱いエールをおくっ

室井佑月さんが福祉労働

国の組合員が自分の思い
〝対話〟にチャレンジし

福祉保育労ホームページ
にも掲載しています！

を掲げて写真に写した
﹁みんなのメッセージ﹂︑

万円低いことが

きるのも署名運動の特徴

していない︑あるいは

れない﹂などのしわ寄

なりました。

みんなの一歩キャンペーン

メッセージを掲載したチ
ラシ︑宣伝行動の経験が
ない分会などのチャレン
ジの後押しとして作成し
た宣伝用のぼり旗︑横断

万円で︑一般平均

福祉労働者の平均月収

幕も活用しましょう︒

は約
より約

律﹂が６月に国会で成立

つまり︑過重労働の

終業のタイムカードを

せをいつまでも受けて

レード！

〜
﹁福祉は権利﹂３か年計画

る署名です︒

﹁いい仕事がしたいのに
人手不足﹂
︱署名活動で

したなか︑保育なども含
会に提出します︒

１件︑支給件数は 件

労災申請をしても４分

うだろう︒自身のいの

いてはだめだ︒健康で

をつける確信を深める機会と
ます。

２年目の
一歩をふみだそう！
変化を力に処遇 改 善 実 現 へ

処遇

改善実現署名︶が始まり

請願署名﹂︵略称

ための処遇改善を求める

思いきって署名 を す す め よ う
﹁福祉の仕事続けたい﹂
そのためにも
処遇改善の実現を
筆・全体で

社会問題になってきてい
ます︒１人
万筆を目標に︑第一次

思いや実態訴えよう
政策の実現にむけた採

処遇改善をおこなうとす

ました︒来年４月までに

る﹁介護・障害福祉従事

﹁全額国庫負担による
処遇改善のしくみをつく
月末︑第二次 月末︑

め︑すべての福祉労働者

です︒経営者・利用者家

にのぼり︑いずれも産

の３の人が認定されて

ちと健康を守るには︑

なければ働き続けるこ

●17日（土） 第51回中央委員会
（東京〜18日）予定

択をめざすなかで︑実態

の賃金水準を大幅に引き
めたすべての福祉労働者
族団体などの代表の賛同

２０１２年度の労災

業別でワーストとなっ

際︑職場の時計を写メ

法令遵守の職場づくり

とはできない︒労働者

集会で幕とのぼりも掲げてパ

10月23日、福祉保育労を含む実行委員会が
主催した国民集会は、
「憲法をいかし、いの
ちと人権が大切にされる社会保障の充実を」
などを掲げ、東京・日比谷野外音楽堂いっぱ
いの約3200人が参加。集会後は、いのちまも
れ！などとパレードしました。

１月

者の処遇改善に関する法

上げること﹂などを求め
の大幅な処遇改善を求め

びかけるとともに︑ 月

︵労働災害︶による精

ている︒さらに着目す

打刻してからも働く状

ールで撮っておく方法

労災として認定され

とともに︑違法・脱法状

情勢を学び、秋の運動に弾み
ットにして訴えを広げていき

10月８日、厚労大臣宛「早急な福祉人材確
保対策を求める要請書」1192人分を、多久和
中央執行委員長など中央役員５人が提出。
「福祉労働者の確保と定着、要請に関する基
本政策（緊急提言）
」
（全文はHP） を記者発
表し、福祉団体を訪問し懇談しました。

●12日（金） 福祉３団体学習会
（東京）

り︑ 介 護 労 働 者 を は じ

る﹁福祉人材確保対策の

学習を深め︑自分の言葉で

・分会で学びあう場をつ

請に関する基本政策︵緊

労働者の確保と定着︑要

神障害の業種別補償状

いない異常な実態だ︒

況が横行している︒

ちがわかることが必

るには︑長時間に及ぶ

態に対する自衛策も考

あと、1000人が参加した県民

10月26日、８月の総会後初の代表者会議を
開催し、山形、群馬、山梨、東海、大阪、福
岡などから10人が出席。
「なつわか。in 兵庫」
を総括し、来年宮城で開く
「まなわか。
（青年
」
労働組合講座）にむけて企画論議などをおこ
ないました。来年もオリジナルＴシャツを制
作することを確認したほか、学習コーナーで
は一人ひとりの１日の労働時間、実際の休憩
時間と過ごし方を、一言で書いて見せ合うス
タイル
（パネルトーク）で交流しました。
（写
真：会場上の展望台から後景はスカイツリー）
10月22日、秋田地本では第29回定期大会を
開催。高齢者介護施設や保育所などの現場の
厳しさと、変化にむけた動きを実感する節目
となりました。太平荘分会が中心的な役割を
果たして３月に開いた介護のつどいには未加
入者が10人参加。こばと保育園分会も新たな
制度にむけて秋田市への要望などを重ねてい
ます。
「労働者の権利を守ることが福祉を必
要とする人たちの権利を守ることにつなが
る」ことを確認し合い、12月からは地本執行
委員会の際に学習企画を開いていきます。

12月

ます

青年部・代表者会議
秋田地本・定期大会

●10日（月） 福祉保育労中央行動
●14日（金） 児童養護種別全国交流集会
（東京〜15日）
●15日（土） 障害種別全国交流集会
（兵庫〜16日）
●22日（土） 高齢種別全国交流集会
（神奈川〜23日）
●29日（土） 安倍内閣早期退陣を求め
る国民大行動（日比谷）
●30日（日） 福祉保育労春闘討論集会
（東京）

を開催。28人が参加し、福祉
祉のなかま」などを配布した
な い ま し た。10 月 下 旬 か ら

新体制でスタート！１年を展望して
権利の学習・なかまとのつながりを重視して
11月（５日〜）

村中央書記長を招いて学習会
日はケアマネ試験会場で「福
堺支部も、堺市役所前でおこ

語る力を身につけよう
理解して確信を深め︑

同時に︑昨年秋に策定

に発表し配布した﹁福祉

した﹁福祉は権利﹂ビジ

くることが重要です︒

いく力の源は学習活動で

自ら語って署名を広げて

す︒処遇改善実現署名の
ョンの学習を引き続きよ

急提言︶﹂は︑福祉保育労

意義や内容を地本・支部

が関係団体などといっし
ょに実現をめざしていく
処遇改善の道筋を示した
ものとして︑理解を深め

況︵厚生労働省資料を
べきは全産業の請求に

これでは働けなくなっ

ていきましょう︒

東京地本で計算︶によ
対する支給決定の割合

％と圧倒的に低い︒

ると︑医療・福祉分野

た本人もその家族も救

撮影した日に

・８％であること

だ︵注

が

みなさんの職場はど

からの請求件数が２０

要︶︒組合で法令遵守を
強く求めることが大前

時間外労働の実態や心

提だが︑﹁欠員が解消さ

低い︒別のデータで過

理的な負荷が大きいこ

が働けなくなるという

われない︒

重労働による脳や心臓

えなければならない実

ことは重大問題だとし

に対して︑医療・福祉分

疾患の労災補償請求に

となどが証明できるこ

態なのかもしれない︒

・９％と異常に

対する支給決定率も︑

とが原則的に必要とな

野は

・１％に対

っかりと意識しよう︒

全産業で

10

対策の行方は！」と題し、澤
ままで♪」宣伝を実施。最終
大阪地本のよびかけに応えた

12

門性が危ない！国の処遇改善
実現署名と保育部会「ありの

20

10 月 28 日、
「福祉労働の専
10月20日〜26日、処遇改善
９月、大阪府庁前で処遇改

10

21

そこで︑タイムカー

は、大阪府にあてた署名もセ

郵便振替口座 00110-1-45713 全国福祉保育労働組合
（
「みんなの一歩賛同金」
と明記してください）

始まって
話
対
・
学習・宣伝
一歩
みんなで
26

11 20

る︒しかし福祉施設の

画・ニムラ

80

52
25

善を求める宣伝行動を実施。

「福祉は権利ニュースマガジン」の発行や宣伝用の
ぼり旗、横断幕の作成など、「福祉は権利」をみん
なの一歩で展開していくための費用を賛同金として
集めています。分会・支部に１口3000円・年間複数
口のご協力をお願いしています。

10・23東海地本宣伝行動（金山駅）

して福祉施設などは

40

10

ンペーン」
「みんなの一歩キャ
！
賛同金にご協力を
目標 1000万円

昨年秋から「みんなの一歩キャンペーン〜『福祉は権
利』３か年計画」をスタートさせ、この秋で２年目に。
学習を積み上げ、共同を広げ、2016年の国政選挙で「福
祉は権利」を選挙の争点にさせるなど、要求を実現させ
ていく運動です。各地でみんなの一歩をふみだしましょ
う！

法令を遵守する職場づくりと
違法 脱･法状態に対する自衛策を考えよう

37

25

案・タミヤ

10

10・26東海地本ケアマネ試験
会場前宣伝（同朋大学）
９・25大阪地本堺支部
の堺市役所前での宣伝

②
2014年11月号

福祉のなかま
第281号

③

福祉のなかま

第281号

かま だ
ひろ ふみ

この仕事をつづける上

さん

今の職場に勤めて２年

で組合の存在も大きな支

望さん

女性蔑視の自民党議員にはホントに腹が立
ちます。平気であんなことが言えちゃう人間
性を疑います。2015年４月には、人間くさい
人に私たちの政治を任せたいと強く強く思い
ます。

黙っていては何にもならないから
兵庫地本・はとのさと分会 大脇

良介さん

兵庫の福祉４団体の署名に、分会としても
とりくんでいます。消費税の増税分が本当に
福祉予算の増額につながるのか疑問ですが、
黙っていては何にもならないので、少しでも
多くの署名を集めたいです。

友だちと集まって定期的にバスケ
やバレーなど、スポーツを楽しんで
います。身体を動かして心も身体も
リフレッシュできています。

㉗自転車を置く⁝⁝場

㉖解決の⁝⁝がつく

㉔激しい攻撃で再起⁝⁝に

９月号︶の答えと当選者

２７９号︵２０１４年８・

㉕⁝を天にまかす

園庭に秋の味覚が大豊作！
京都地本・たかつかさ保育園分会 王野

⑬アンデス山脈がある国
⑬七五三の縁起物

針

⑯⁝⁝象︒⁝⁝リンゴ

2015年７月からのスムーズな切替、
2015年１月からの新規加入をめざします。

⑮鳥の羽などを巻いた釣り

⑰電車やタクシーの最低料

共済の制度が新しくなります！

⑭柔 道 で こ れ が で き な い

⑯マーケット︒魚⁝⁝

と︑けがをします

⑰六角形の巣を作ります

⑲緯度の反対語

金区間︒⁝⁝運賃

㉑新しい方法を⁝⁝する

⑱渡る⁝⁝は鬼ばかり？

⑳道理に合わない屁⁝⁝

㉓⁝⁝も八丁手も八丁

㉒好んでよく読む本︒⁝⁝

書

人でした︒

答えは﹁イワシグモ﹂で

した︒応募は

抽選により︑次の方々に図

︻解き方︼二重ワクの文字

■タテのカギ

①秋の味覚を味わう絶好の
15

を︑Ａ〜Ｅの順に並べてで

きる言葉はなに？

■ヨコのカギ

書カードを送ります︒

︵東京地本

小林 真弓さん

⁝⁝です

②⁝⁝算段して資金調達

①﹁ばれいしょ﹂とも言い

③目の病気を診療します

大脇 良介さん

せたがや小鳥の森保育園分会︶

④仙台は⁝⁝の都

竹元 絵美さん

︵兵庫地本

ます

⑤秋の次に来ます

⑤⁝⁝の致すところ
はとのさと分会︶

⑦首の長いアフリカの動物

⑥ジェットコースターが人

冬が始まります

︵京都地本 蜂ヶ岡保育園分会︶

⑧ 暦の上では︑この日から

気です

⑨洪水で⁝⁝が切れる

答えとあなたの近況や「福祉のなかま」への感
想など、一言を添えてはがきかＦＡＸ、メールで
送付ください（地方組織 ・ 分会、氏名、住所明
記）。紙面やＨＰ等に掲載させていただくことが
ありますので、ご了承ください。
締切▶12月15日
発表▶2015年１月号
賞品▶正解者の中から３人の方に
図書カード（1000円）進呈
宛先▶「福祉のなかま」編集部

⑩ 土地などを一定の基準で

応 募 方 法

寛史

目になります︒子どもが

えとなっています︒園で

⑪空き地とも言います

Ｅ

区切ること︒⁝⁝整理

⑫英語で言うとデスク

Ｄ

鎌田

好きで身体を動かすこと

ひとりの男性保育士です

答え

Ｃ

１９８９年生まれ

も好きだった私は︑自然

が︑組合の仲間があたた

島根支部・ひまわり第２保育園分会

と保育士の仕事に興味を

園では身体をつかった

かく迎えてくれたこと

あそびや︑自然とのふれ

持ち︑保育士をめざすよ

ることもたくさんありま

あいを大切にしていま

で︑安心して仕事にとり

すが︑毎日子どもたちの

す︒男性保育士の良さが

くむことができていま

笑顔に元気をもらいがん

活かせるよう︑これから

専門職としての知識や

ばっています︒日々成長

も多くのことを学んで成

うになりました︒

する子どもたちの手助け

す︒

ができることに大きなや

長していきたいです︒

経験はまだまだで失敗す

りがいを感じています︒

東海地本・第二めいほく分会 小林

組合の存在も大きな支えに

Ｂ

宮子さん

保育園の園庭に柿 ・ くり ・ ざくろ ・ あけ
び、秋の味覚が大豊作です。自然の中でゆっ
くりのんびり保育したい。現実はきびしいけ
ど、がんばるよ！

「福祉のなかま」を読んで私も自分の一歩を
京都地本・みつばち菜の花分会 今村

裕美さん

定期全国大会の議案のポイントがわかりや
すかったです。私も自分の一歩を踏み出そう
と思いました。

全国の福祉のなかまといっしょに
東京地本･せたがや小鳥の森保育園分会 小林 真弓さん

いつも「福祉のなかま」 を読んでいます
が、初めて応募しました。全国の福祉で働く
みなさんのがんばっている様子を読んで、私
もがんばりたいです！

った!!
か
良
て
て
っ
入
医療共済

制度改正②
「個人共済はどう変わるの？」

秋の共済加入促進特典
期間中（10月〜12月）に
個人共済（医療・生命・火災）へ新規加入すると…
♪加入者にクオカード500円分をプレゼント
♪紹介者として分会に3,000円をプレゼント

◎加入条件の変更により分会に組織共済がなく
ても加入できるようになります。また、職場を
退職しても継続して加入することができるよう
になりました。以前から要望の多かった、加入
上限年齢の引き上げや、入院や休業の給付対象
日数の引き下げにより、これまで以上に組合員
の生活を厚くサポートしていきます。

◎現行制度と新制度の大きくかわる点
現行制度

新 制 度

加入条件

分会全員で組織
共済への加入が
必要

加入上限
年齢

65歳未満

組合員なら誰でもワン
コイン共済への加入
し、保障を自由に設計
80歳未満
（65歳以上給付に条件
あり）
１日目から
連続５日以上

◆ 年金共済〈秋期〉募集中
〈秋期申込締切は加入・増口ともに11月15日です〉

◆年末調整◆

④

人間くさい人に政治を任せたい

園で唯一の男性保育士

A

2014年11月号

掛金の税金控除について

●生命共済・医療共済・火災共済
⇒自主共済のため控除対象になりません。
●年金共済・がん保険⇒控除対象になります。
※年金共済の保険料控除証明は、毎年11月頃に幹事
会社の「大同生命株式会社」の名前で、加入者の
ご自宅に送付されます。

病気入院
休業
健康給付
（10年間給付
なし）
給付先

連続７日以上
連続10日以上
なし

10,000円の給付

分会口座

個人口座または分会
口座

自転車から
転落して入院・通院
共済のありがたさを
実感しました

万が一のためにと入った医療共済。自分が病
気や、ましてケガをするなどと思っていません
でした。ところが昨夏、趣味の自転車に乗って
いて転落。１か月あまりの入院と４か月ほどの
通院が必要でした。思いのほか、費用がかかっ
たため、共済からでたお金は、ほんとうにあり
がたかったです。ほんの少しの掛金で安心して
入院や通院ができます。もちろん、ケガや病気
にならない方がいいですが、いざという時のた
めにもみなさんも共済に加入してください。
（大阪府・豊里学園班共済会
寺内 一裕さん）

