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寺坂 渉さん

（ 東海地本執行委員長
）
保育士

ながさわ ひと み

長澤 仁美さん

とうございます︒はじめ

司会

食店が閉店して解雇され

を卒業して勤めていた飲

ていたわけでなく︑大学

思いも道もそれぞれに

福祉の仕事に就いたきっかけ

﹁子ども劇場﹂の専従を

時代からかかわっていた

んです︒そのあと︑学生

ラリーマンをやっていた

卒業後には民間企業でサ

宙物理を専攻していて︑

﹁ふ﹂の字も知らずに宇

澤村 大学の頃は福祉の

書記長です︒

役員は２年目で︑いまは

めて４年が過ぎ︑分会の

のパート職員だと時給は

もあるくらいで︒短時間

ずクラスを合同にする園

足りないから︑やむを得

ない状況ですね︒人手が

してもどこもなかなかこ

れる非正規職員は募集を

日常の保育を補佐してく

員は応募がある一方で︑

ています︒ただ︑正規職

定の条件がまだ保障され

維持させてきたので︑一

ました︒介護の仕事を始

に︑自己紹介をかねて福

た時に︑山形県の福祉の

やってから︑結婚して長

福祉・保育現

場からの労働相

談が︑事務所に

いる最中に飛び

込んでくること

が最近つづいて

いる︒福岡県労連の﹁労働

相談センター﹂に寄せられ

た相談も︑保育現場は福祉

保育労へと紹介してもら

い︑応対することが増えて

いる︒

月１日におこなった福

めています︒子どもが好

９月から執行委員長を務

がら︑東海地本で去年の

園の保育士として働きな

名古屋市内で保育

のは好きで︑割と仕事に

す︒もともと人と接する

き始めたのが今の職場で

をとる勉強をしながら働

て︑ヘルパー２級の資格

で

年半働いて︑３年前

て正規職員になり︑通算

保母資格︵当時︶をとっ

職しました︒２年かけて

園にパート職員として転

女がお世話になった保育

あるなかで︑保育には集

い時給の仕事もたくさん

です︒ほかの業種には高

００円より少し高い程度

で︑愛知県の最低賃金８

８７０〜９００円ほど

要性を強調して話している

長に対して処遇の改善の必

きですよ﹂などと市内の園

げてください︒今がそのと

育所指導課長は﹁賃金を上

岡市保育課との交渉で︑保

になる仕事に就きたいと

った地域の人たちのため

護福祉士の資格をとって

非正規で３年がたって介

います︒

部の職員として勤務して

からは福祉保育労中央本

パートの条件の改善を大

まってきません︒臨時・

非正規はさらに厳しく

矛盾と向きあい改善へ

いので随時募集していま

がありますね︒定着しな

集しても特にこない状況

長澤 臨時・パートは募

いきたいです︒

ちをもっと組合に迎えて

事にして︑非正規の人た
正規職員として採用され
園の先生をしていた姉に
﹁保育所の仕事もあるん
だよ﹂と教えてもらって
興味を持ちました︒最初
はおむつのかえ方もわか
らず︑戸惑いばかりで︒

例からはその効果は感じら

労働契約法を守らず雇用

れない︒

期間の途中で解雇通知をう

けて加入につながったケー

スや︑労働基準法が無視さ

れて超過勤務手当がまった

く支払われないなど不満が

渦巻いたなかでの問い合わ

寺坂 名古屋市には公私

すか︒

す︒身近な状況はどうで

くことに経営側も悩んで

て︑人件費がかさんでい

ける︒正規の割合が増え

いから︑正規で募集をか

の強化なしには進まない︒

は︑組合の仲間のつながり

せなど︑あまりに深刻だ︒

格差是正制度︵民間保育

います︒

す︒非正規では応募がな

園の職員の賃金水準を公

それでも︑経験を積むな

司会 職員を募集しても

立並みに保障する補助︶

仕事の重要性を感じて︑
この仕事でよかったと思

応募が⁝

て︑
あらためて思う︒
︵白石︶

相談で実態を聞くにつけ

と声をかけて組織すること

しょにたたかいましょう﹂

﹁あきらめないで︑いっ

えるようになりました︒

集まらない﹁人材不足﹂

ようになり︑生きがいや

初めから高齢者福

という時給では

長澤

があって︑運動でつくり

２面につづく
が社会問題になっていま

最賃より少し高い

と発言していたが︑相談事

もすぐなじめましたね︒

あけましておめで

祉の仕事との出会いを教

人材雇用促進事業を知っ

ますか

マララさんの前で言え
高宮信一･作

きで︑自分を育ててもら

寺坂

えてもらえますか︒

新たな決意と工夫で
スタート ダッシュ！
実情や思いを出しあい︑新年の決意を胸にスタートダッシュをしようと開い
た新春座談会︒通常号の倍・８頁で構成する﹁福祉のなかま﹂１月号の特集と
して企画しました︒組合員が増えつづけている地方組織と︑活動の工夫が実り
つつある分会の役員︑中央本部の澤村書記長の３人から語られた言葉とは⁝︒

）
山形地本･とかみ共生苑分会
書記長 介護士

（

12
祉の仕事をしたいと思っ

かで保護者を支えられる

低い賃金

思っていたなかで︑幼稚

20

活動をみんなのものにするヒントがみえてきました︒︵司会 編集部・民谷孝則︶

）
福祉保育労中央本部
書記長

（

直さん
澤村

ただし
さわむら

わたる
てらさか

12月14日におこなわれた第47回衆議院選挙

投票率は戦後最低の前回 59.32％をさらに
は、 自民 291（公示前比−４）、 公明 35（＋

下回る 52.66％で、4922 万人が棄権。４月に
４）、民主 73（＋ 11）、維新 41（−１）、共産

は統一地方選、来夏には参院選が迫るなか、
21（＋ 13）、 次世代２（− 18）、 生活２（−

政治と民主主義、私たちと選挙のかかわりが

３）、社民２（±０）などの結果に。

問われていく。

2015年
１月号
第283号
全国福祉保育労働組合

ほぼ半数が棄権
戦後最低の投票率52.66％

こかの部署で人の手が足

もいて︑慢性的に常にど

も人がこないから正規で

澤村

なりますね︒
非正規で募集して

りていません︒

同じ仕事内容で１日の労

長澤

分短いだけ︒
りに迷惑をかけないよう

す︒休んでしまってまわ

上になることもありま

だけじゃなく︑公休が返

けじゃなく︑国の政策を

賃金の改善には︑職場だ

けないといけないのに︒

員は︑全員正規雇用で働

本来なら配置基準内の職

れる︒大きな矛盾ですよ︒

募集したら経営が圧迫さ

働時間が

に風邪なんかひかないよ

その影響で︑有給休暇

実際には 分は時間外で

うに気にして過ごすの

若い頃は福祉の
﹁ふ﹂
の字も
知らなかったです 澤村さん

前なども覚えて︒把握し

イタケのうまみ成分の名

年になるころ︑卒

保育士として勤め

えてなかったですね︒

する介護は︑家庭では考

の高さも大事ですが︑人
当日を迎えました︒職場

に伝わりにくいことも事

らく︑世間一般にはさら

なか周囲には評価されづ

りあえたとしても︑なか

す︒当事者同士ではわか

いところにあるはずで

は︑何気ない︑さりげな

員をやっていた人が分会

くんです︒過去に実行委

かで︑意識が変わってい

力があるんだと気づくな

きます︒組合にはこんな

とは何かを考えあってい

よね﹂と共感して︑組合

あ い な が ら︑﹁ お か し い

の悩みを出しあい︑聞き

実です︒専門性を自分の
の役員をやったり︑地本

５月に東海地本が開くグリフェス︒支部や
分会による手づくり屋台も好評です！

言葉で具体的に伝えてい
の執行委員になったり︑

とかかわる福祉の専門性

けば︑社会的評価にもつ
つながりと力が広がって

要求だと思えたことで︑

自分で直接かかわって

きています︒

ながっていくはずです︒

﹁組合の力﹂に
気づいて力と

は︑半身が動かない片マ

言えるんだなと︒施設で

ところに応援に入ったん

繍する針仕事をしている

の子どもたちが衣装に刺

園期を迎えた年長クラス
動のなかでどんな工夫を

司会

入組合員を歓迎している

分の１以上が参加して新

寺坂 春には組合員の４

していますか︒

月６日に開いた秋の

んなでつくっています︒

実行委員会を募って︑み

こないます︒数年前から

をめざしています︒活動

体的になれる活動づくり

とりが主人公になって主

あります︒そんな一人ひ

前向きになる姿がそこに

ヒの人の中には車いすを

ですね︒糸がからまって

つながりが広がる

者自身への支援も必要

自分で蹴ってすすむこと

しまったある子は引っ込

ところにあるはず

を受けた時に︑勉強の範

介護をしています︒残存

くらしていて︑主に母が

歳の祖母が要介護状態で

は︑活動の意味︑意義や

組合活動のとらえ方

いですよね︒

目的︑役割に偏りがちで

を呼べなくて︒からみあ
ってからようやく私が呼
ば れ た の で︑﹁ が ん ば り
屋さんだからね︒自分で
直そうと思ったんだね︒
でも困ったら呼んでくれ
ていいんだよ﹂と伝えま
した︒お迎えにきていた
お母さんが︑その様子を

卒園式の日にお母さん

そばで見ていました︒

が﹁私なら︑なんで早く
言わなかったの！と怒っ
てしまったはずなのに︑
思ったことを表現したり
話しかけたりするのが苦
手な子どものことを理解
して接してくれてうれし
かった﹂と話してくれま
した︒経験のなかで意識
しないで対応したことだ
ったのに︒
知識の豊富さやスキル

秋には労働組合講座をお

バ ル︶︑ 夏 は 組 合 学 校︑

ス︵グリーンフェスティ

一大イベントのグリフェ

中心に企画をつくって︑

てきた若い組合員たちが

も︑分会から送り出され

労働組合講座にむけて

す︒

くなるものにしたいで

なく︑自分から参加した

は︑お願いするものでは

もも参加ＯＫで︑家族も

要なのでは﹂という発言

強くすることがもっと重

とりの思いをつなぐ絆を

識も大事だけど︑一人ひ

加入の人に働きかける意

大会で︑長澤さんの﹁未

司会 昨年秋の定期全国

しています︒個人で買う

冊をリクエストで購入も

算をつくって︑月２〜３

す︒組合費のなかから予

に置かせてもらっていま

職員がよく通る廊下の隅

て︑本棚を買ってきて︑

験参考書などを持ち寄っ

格試験を受けるための受

おもしろかった小説︑資

文庫です︒自分で読んで

つが︑組合員の持ち寄り

なった大きな企画のひと

組合員も増えてきた

絆を強くすることで

た︒ケーキづくりは子ど

に講演してもらいまし

いて︑ライフプランナー

計︑住宅ローンなどにつ

に 応 え よ う と︑ 人 生 設

また︑子育て世代の関心

室・講座を開きました︒

りなど︑ものづくりの教

のクリスマスリースづく

室︑お花屋さんを招いて

チョコケーキづくり教

エの組合員を講師にして

ンの時期には元パティシ

するために︑バレンタイ

す︒趣味的な活動を充実

ことも見えてきたんで

くて習いごとができない

とると︑時間やお金がな

組合員にアンケートを

かにみんなを巻き込んで

自分だけじゃなく︑い

ことやろうよ﹂と開き直

らえるようにおもしろい

ててよかったと思っても

ければ意味がない︑入っ

だ っ た の で︑
﹁楽しくな

広がりも感じていたとき

かなくって︒組合離れの

で︑みんなで協力するし

ないメンバーになったの

今までのやり方もわから

形だったみたいですが︑

会執行委員長が引っ張る

んですね︒それまでは分

て︑一気に世代交代した

不良などで退任がつづい

長澤

ですか︒

みようと思ったのはなぜ

座︑アンケートをやって

持ち寄り文庫や講

含めて好評でしたね︒

に反響が広がりました︒

には高い専門書や小説な

て︑社会的にも認めても

つくっていけるか︒思い

澤村

大切にしている工夫を教

どをみんなで共有できる

らう︒これは専門性にも

しようよ﹂と
開き直って
長澤 分会で昨年度おこ

て自分の言葉で伝えてい

すが︑その中身を理解し

祉は権利﹂を掲げていま

福祉保育労として﹁福

が多くなっているので︑

ベテランが減って若い人

なと︒地本の執行委員も

がっていくんじゃないか

を広げることで活動も広

分会の役員が体調

えてください︒

あります︒たいへんだけ

つながる話です︒

﹁組合で楽しいこと

ど︑ちいさな要求でいい

長澤

世代交代も含めていっし

経験値が少ない執

ど︑事業所の経営︑数字

るとともに︑福祉とは対

﹁福祉は権利﹂だと訴え

れていっているなかで︑

だから︑バトンゾーンっ

るしく走ってきました︒

く立場になって︑めまぐ

して執行部を動かしてい

いつの間にか書記長と

させて︑もっとアクセス

た︒ホームページも充実

たという成果もありまし

その後の加入につながっ

囲気にふれてもらって︑

どを発注して︑会場で雰

ていない作業所にパンな

スでも︑組合にまだ入っ

てもらえるか︒グリフェ

るか︑いろんな人に知っ

気軽に参加してもらえる

ている多くの人にもっと

じゃなくて︑分会に入っ

ならないとわからないん

えてきます︒執行委員に

とで自分の立ち位置が見

がわかってきて︑話すこ

いる地域や世の中の動き

種の人がいます︒住んで

館などまったくちがう職

県労連にはトラックや旅

み上げていけない現状も

ころもあって︑要求を積

まる機会が減っていると

職場によっては分会で集

ないといけないですね︒

外にも声をあげていっ

る交渉力もつけながら︑

ていく︒対等に話ができ

ら︑自分たちで声をあげ

ずは足元の職場・分会か

な課題となるように︑ま

人材確保が国民的

にしたいですね︒誰もが

たちが集まってくる組合

さらに︑たくさんの人

たいです︒

ていることも伝えていき

澤村

育てていきたいです︒

いっしょにしっかり走っ

てすごく大事だなって︒

恒例のビアガーデン飲み
会で︵２０１４年︶

行部なので︑交渉するス

けるように学んでいくこ

ょにつくっていけたら︒

げていきたいです︒

キルをあげて︑経営側に

また︑憲法が変えられ

とが欠かせないですね︒

ようとしています︒すで

も把握して︑本当の意味

極にある﹁戦争のできる

いっしょに﹂
︒

﹁バトンゾーンを

しっかり主張して迫る力

状況などの思いを訴える

に憲法

で対等になって交渉に臨

国づくり﹂がすすめられ

したくなる情報を掲載す

ようにしていけたらいい

声をあげないと

長澤 地本の執行委員に

にかける思いを︒

が近づいています︒春闘

司会

始まらない

なって１年たって︑保育

寺坂

一人ひとりにできること

にして改善を迫りたい︒

観的に伝えていける武器

や議員に現場の実態を客

きる︒多く集めて経営者

ートは１月末までに集め

を集める春闘要求アンケ

できるとりくみとして声

司会

ら︒

あたたかくしていけた

ね︒そして人の心も懐も

がりを強くしたいです

立体的な形にして︑つな

を︑縦横ななめに編んで

の毛糸につながっ た人

ひつじ年なので︑一本

司会 ２０１５年︑みな

すね︒

とうございました︒

ュしたいですね︒ありが

で春闘へスタートダッシ

ージを︒

﹁つながり﹂つくって
チャレンジする年に！
寺坂 ﹁みんなでつくる
ことを大切に﹂
︒

せください︒

も編集部までお寄

※新春トークの感想

さんのチャレンジメッセ

新たな決意と工夫
をやりきっていきたいで

﹁人を編む﹂
︒

て思いをつないで後継を

る︒人と人の直接的な関

ですね︒
のインターネットも︑両
方のつながりを大切にし
ていく必要がある時代で

や障害者福祉などで働く

２０１５年の春闘

執行委員の話を聞けるよ

くためには要求していか

働き方を守ってい
うになりました︒また︑

すね︒

春闘︱自分たちが

係も︑ホームページなど

澤村

みたいです︒

条が事実上壊さ

こともすごく大事だけ

長澤

をつけていきたい︒生活

ほしいし︑いっしょにあ

から︑声をあげていって

ようにしました︒

役員の世代交代が一気に…
みんなで協力するしかなくなって

精神的に余裕のない

働き方が
つづいています

残って労働時間も同じに

臨時職員は正規と

なることが多いです︒で

専門性を語って福祉労働の
て丸

澤村

で︑話を聞き取りながら

ができる人もいて︑お部

み思案で︑すぐにおとな

囲が広くて驚きました

にと︑メーデーが始まり

間のなかでやるのが組合

す︒ 参 加 し た 実 感 が 持

東海地本では︑活

関係性をつくって︑人生

屋まで自分の力をつかっ

寺坂

ね︒福祉の歴史︑医療の

みんなで知ろう労

ました︒その自由な８時

活動です︒やらされてい

し

を支えることができるよ

て移動してもらうことが

の家庭保育室の事業をお

機能を維持できるように

ダメ
〜未来に続く仲

てはつづかないし︑自分

司会

﹁見える活動﹂に

しゅう

うになってきたかなと実

日常のさりげない

感しています︒

つづけることが難しくな

こなっていて︑地域で認
ほか︑栄養にかかわるシ

福祉労働のなかで

っています︒働き始めて

可園に入れなかった３歳

司会

もすぐに適応できない人

未満の子どもを受け入れ

あります︒私の家には

もいます︒でも︑余裕が

ています︒弱い立場の人

介護福祉士の試験

専門性を実感するのはど

福祉労働の専門性は

て熟知してこその介護福

員、2013年９月から現職。

祉士で︑福祉の専門家と

に。2011年から中央本部職

大切さをアピール

変えることが必要です︒

で︑精神的に余裕がなく

日

も︑臨時職員だと年２回
のボーナスは１回
分︒これも組合活動のな
かで要求して勝ち取った
も の で す が︑﹁ 車 検 代 だ
けでなくなってしまう﹂
﹁貯金なんかできない﹂
という悩みを抱えている
状況にせつなくなりま

正規であればつづ

経 て、 群 馬 県 内 の 保 育 園

長澤

ないから現場としては即

評で︑ベテラン組合員の

働条件

ないなんてダメよ〜ダメ

間のために﹂という名前

澤村

て︑気持ちが動く活動に

でしたし︵笑︶︒

ね︒ 労 働 運 動 の 歴 史 で
のお金と時間を使うなら
していかないと︒

共通しています

は︑８時間働き８時間寝
楽しさもないと広がらな

ゃないでしょうか︒

い人たちも心が動くんじ

助ける︒そんな姿勢に若

て︑残りの８時間は自由

﹁バトンを渡して終わり﹂
じゃ
なく︑いっしょに走って

﹁見える組合活動﹂
を

という組合への要望や提

大切にしたい

ンはいっしょに走りつづ

案はありませんか︒

しょうか︒
中堅︑ベテランの

もっとこうしたら

けますよね︒いっしょに

寺坂

ゃ困ります︒バトンゾー

走りながら引き継ぐ︒口

することがすごく大事だ

若い人を信頼して

司会

に︑転んでも見守って︑

や手はなるべく出さず

と思います︒発信して外

任せてほしい

活動につなげていく上

いのちにかかわるケガの

の人にいかに見てもらえ

参加実感が持てる

で︑どんなことが必要で

ときだけ手を差し伸べて

澤村
人に言いたいのは︑まず
﹁任せてほしい﹂という
こと︒活動を若い世代に
引き継いでいくとすれ
ば︑最後まで役割を任せ
て︑信頼しつづけてもら

12

す︒
司会

介護の仕事は昔よ

けられていますか︒
長澤

りも求められているもの

子ども劇場運動の専従者を

んなときですか︒

戦力で働いてもらうこと
たちの状況は深刻で︑ひ

が複雑で︑正規でも働き

になります︒うちの職場
とり親でがんばっている

園では一時預かり

に限らずだと思います
人もいます︒そんな保護

多い職場で若い臨時・パ

気ではなく気軽に話せる
ものとして参加が広がっ

続いて職場過半数の組合

て︑非正規職員の加入が

になりました︒ 月 の 地

こえていこうと︑とかみ

組合文庫の﹁Ｂｕｎ Ｂｕｎ 庫﹂
︒本の購入
希望は所定の﹃涙のリクエストシート﹄に
記入して提出！

が︑年度途中に辞める人

介護福祉士の試験範囲の
広さに驚きました 長澤さん

ったんです︒その後︑工

ートの職員を誘おうと︑

員も
んです︒

ネーミングも
工夫してるんです
とかみ共生苑分会

本 の 労 働 講 座 も︑﹁ 知 ら

組合員の人数が

のニュースは︑ネーミン

司会

かたくるしい名前や雰囲

人近く増えてきた

試験にも挑戦中！

グもおもしろいですね︒
長澤
人ちょっとなので︑今を
ときめくＡＫＢの 人を

共生苑分会の頭文字の
﹁ＴＫＢ﹂を打ち出した
ニュースを発行していま
す︒組合文庫も﹁Ｂｕｎ
Ｂ ｕ ｎ 庫 ﹂︵ ぶ ん ぶ ん
こ ︶︑ 執 行 部 の 役 割 も︑
通信 ・ 書籍管理の係は
﹁ か み 部 ﹂︑ 飲 み 会 企 画
担 当 は﹁ コ ン 部 ﹂︑ 学 習

会やモノづくりは﹁まな

部﹂だったり︒親しみや

そうそう！東海地

すい愛称も必要な工夫で

すね︒
寺坂
本でも︑たとえば組合を
知る企画では︑内容も各
分会でつけるネーミング
も︑﹁ Ｋ Ｕ Ｍ Ｉ Ａ Ｉ ラ イ
ブツアー追加公演﹂など
個性的なものが多いで
す︒ゆたか支部︵障害者
施設︶の﹁パートでパ〜
ッと話そう会﹂は特に好

1959年生まれ。民間企業、

組合活動も﹁やらされて﹂いてはつづかない︒
楽しくないと広がらない︒気持ちが動く活動にしたい

東海地本・秋闘労働組合講座「模擬団交」（2014年12月）

士資格を取り、社会福祉士

いたい︒だからと言って

25

自分が直接かかわって「これが要求だ」と
思えるから、前向きになれる

30 30

夫した活動のなかで組合

40

14

17

48

12

何もやらないんじゃ な

15

2014年８月のとかみ共生苑分会大会で
４歳の子育て真っ最中！

〇24時間の入所施設なので、みんなが集まることが
難しく、さらに子育てや親の介護などで夜の集ま
りに出られない人も多くて…。
〇職場近くの焼肉屋さんで「食場会」 を年２回開
催。ランチを予約して、個人負担はワンコイン、
不足分は分会で負担。連続３日間のどこかに参加
してもらうようにして、食べながら日頃の思いや
要求を出しあえる場になっています。それらをま
とめて春と秋、 理事会へ要求書を提出していま
す。
〇ほかにもビアガーデン飲み会などをおこなってい
ます。

み共生苑に入職。介護福祉

く︑いっしょに伴走して
ほしい︒

今では︑
保育士の仕事で
寺坂さん

月から執行委員長に。
現在、

思いを出しあう「食場会」も

に山形市の特養ホームとか

組合活動をリレーにた

よかったと思っています

委員などを経て、2014年９

しょく ば か い

などを経験した後、2010年

とえるなら︑バトンを渡

の保育園に勤務。地本執行

山形・とかみ共生苑分会では

1979年生まれ。飲食店店員

してすぐ走り終わるんじ

1982年生まれ。名古屋市内

10

バレンタインのケーキ
づくり︵２０１４年︶

90

②
2015年１月号

福祉のなかま
福祉のなかま
第283号

③

﹁人を呼ぶ﹂﹁人とつながる﹂

活動を積み重ねて

を表します︒

がんばりに︑心から敬意

創るための福祉現場での

の幸せと豊かなくらしを

守る運動と︑利用者さん

日頃からの公的福祉を

応に︑社会福祉法人のお

貧困など社会問題への対

は公的責任でされるべき

のさらなる参入と︑本来

ッシングの中︑営利企業

います︒社会福祉法人バ

者への権利侵害がおきて

ど︑まさに利用者・労働

者の労働条件の厳しさな

られ︑利用負担増や働く

に変えられようと仕向け

で﹁変えていく力﹂をつ

はたす︑活動の積み重ね

者・地域が求める役割を

自覚と責任をもち︑利用

前線で働く私たちがその

うな意味では︑福祉の最

家 ・ 湯浅誠氏︶
︒ そのよ

か に し ま す ﹂︵ 社 会 活 動

その積み重ねが社会を豊

ることがたくさんある︑

主権者︑私たちにはでき

たち︑なぜなら私たちが

ならない︒ヒーローは私

ります︒社会の有り様も

とで霧が晴れることもあ

か︒立ち位置がわかるこ

るということでしょ う

社会進歩の道程の中で見

るとは固定概念で見ずに

どうするのか︑現実を見

いか︑両方上げるために

が下がる︑そう考えてな

ん︒片方を上げたら片方

対立概念ではありませ

利用者と労働者の人権は

という議論があります︒

変えていく力をつけよう

総選挙の結果︑憲法を

金と人を使うための制度

じゅうりん

希望の光が

﹁暴走政治﹂の中に

蹂 躙し暴走し続ける安倍

改正も進んでいます︒
人のくらしも福祉実践の

内閣は︑さらなる牙をむ

けなければならないので
あり方も︑大きく変わっ

くことが予想されます︒
一方で︑沖縄のたたかい
しょう︒

生きるための困難があふ

問題など︑人が人として

震災復興や雇用・貧困

ちんと見る︑利用者の権

待します︒まず現実をき

自戒も込め皆さんに期

風にむかって歩いている

の時代︑私たちは向かい

ほしいと思います︒激動

新的な活動を生みだして

私たちができることを

れる中で︑これ以上黙っ

利を守ろうという時に

や真に今の政権と対決す
る勢力の伸長は私たちに

て は い ら れ ま せ ん︒﹁ ヒ

ようなものです︒ともに

ています︒ぜひ﹁人を呼

希望を与えました︒福祉

ーローを待っても世界は
﹁じゃあ労働者の権利は
帆をはり進みましょう︒

ぶ﹂
﹁人とつながる﹂ 革

現場では権利としての福

変わらない︒誰かを悪者
守られなくていいのか﹂

利用者と労働者の権利を

祉が慈善や金儲けの道具

に仕立てても世界はよく

の﹂と訴え︑その保障を

権利を﹁譲り渡せないも

す︒結成以来︑障害者の

問題など︑権利保障どこ

題や精神病院の病棟転換

らず︑﹁介護保険優先﹂問

利規定﹂が明記されてお

法・制度のすべてに﹁権

保障関係者はもちろん︑
すべての国民の当面する
最重点課題となっていま
す︒

共によびかけます
﹁福祉は権利！﹂と

いく息子の姿をうれしく
思います︒しかし︑待機
児童問題が深刻になる中
で︑ゆたかな保育を受け
られる子どもが限られて
しまっている現状を心苦

なってきています︒

求められているのは
安心できる保育所
信頼できる保育士
福祉保育労のみなさん

に⁝︒保育を必要として

２１５５人が入所不承諾

した︒しかし︑そのうち

所への入所を申し込みま

０００人以上が認可保育

２０１４年４月入所で５

ました︒さいたま市では

設を求める運動をはじめ

とともに認可保育所の増

一昨年から子育て仲間

４月からは﹁子ども・

いけないと強く思います︒

す環境に格差があっては

から︑子どもたちの過ご

た︒２人の子どものこと

が亡くなっ たあとでし

かったと知ったのは︑娘

の環境や保育内容がひど

なりました︒その保育室

のときに保育事故で亡く

認定保育室で１歳７か月

り︑やっとみつけた市の

に入れず待機児童にな

私の娘は︑認可保育所

育士さんたちです︒その

所であり︑信頼できる保

もを預けられる認可保育

いるのは︑安心して子ど

可欠です︒必要とされて

がきちんといることが不

を持った保育士さんたち

き届く環境に知識と経験

は︑一人ひとりに目が行

ちを支えるための保育に

どもたちの命を守り︑育

ていってほしいです︒子

し︑たくさんの人に広げ

ていくべきことを発信

っていることや︑改善し

には︑保育の現場で起こ

いるのに受けられない子

子育て支援新制度﹂がは

しく思っています︒

どもは増える一方です︒

もと︑信頼できる保育士

びのびと過ごせる環境の

育所に通っています︒の

の息子は︑市内の認可保

もうすぐ３歳になる私

導入など︑保育士不足を

の基準や子育て支援員の

ます︒小規模保育事業で

かにも不安が広がってい

題点もあり︑保護者のな

ら明らかになってきた問

込みがはじまってみてか

じまります︒実際に申し

めに︑いっしょにがんば

りよいものにしていくた

思いを共有し︑保育をよ

す︒私たち保護者もその

改善につながると思いま

安心や安全︑保育環境の

むことが︑子どもたちの

改善などの運動にとりく

ことに確信を持ち︑処遇

環境に格差が

さんやたくさんの友だち
理由に保育の専門性を軽
りたいです︒

あってはならない

のなかで︑日々の保育や
視するような動きも強く

連帯の力を広げて問題の
根源と解決への道筋を共有して

他方で︑沖縄の四つの

は幻想と消えました︒

３極﹂は安倍右翼の前で

への個別支援施策に期待

策には異を唱えず貧困層

は︑政府の国防・経済政

党 が 伸 び ま し た︒ こ れ

いとされる公明党と共産

ている層での支持者が多

で︑社会福祉を必要とし

ことになるでしょう︒

自覚を呼び覚ましていく

策は様々な分野で国民の

に提起し実行してくる政

自公与党が︑２０１５年

議席では多数を維持した

の支持にすぎないのに︑

絶対票数では３割程度

用の人たちと共に働く福

合い︑増大する非正規雇

困格差にあえぐ人と向き

社会福祉の現場で︑貧

必至です︒

される動きが強まるのは

る介護保険の動向に象徴

スにゆだねていこうとす

ィアや安価な企業サービ

小選挙区で辺野古新基地

する層が公明党を支持

広がりつつあります︒

建設に反対する候補が当

格差・貧困が広がる中

選し︑沖縄県民の多数の

私たちは︑くらしと平

挙はどのような政治的力

まず自公両党で三分の

求めていることが示され

意思が基地のない沖縄を

い別の道をのぞむ層は共

し︑消費税を必要としな

２０１４年 月の総選

ろか権利侵害の深刻な実
しには生きられません︒

産党を支持した票の増大

よびかける福祉労働者と

け︑﹁ 福 祉 は 権 利 ！ ﹂ と

痛感しています︒とりわ

していくことの重要性を

的な共同に積極的に参加

関係の変化を示したので

読み解けば

の共同・連帯は︑もっと

国 会 で﹁ 障 害 者 権 利 条
態が今もつくり出されて

にあらわれたとみること

いる福祉労働者だから
﹁連帯﹂を広げられる

ての認識を共有し︑来る

根源と解決の道筋につい

連帯の力を広げ︑問題の

祉保育労のみなさんが︑

も身近で重要な課題と考

約﹂の批准が承認され︑

日米軍拡勢力の壁となり

選挙戦への力を蓄えられ

ました︒また共産党は沖

社会保障・社会福祉の

ることを大いに期待しま

二を超える議席を確保し

分野では︑医療削減の受

す︒

自らの政策を通す数を維

ができます︒

け皿として介護保険を位

者の確保・定着︑そして

研究者の間でも︑消費

置づけ︑重度に特化して

その支援を担う福祉労働

縄の小選挙区での当選を

税の増税やむなし論か

平和・民主主義への総攻

持しました︒これは︑解

含め

ら︑大企業・富裕層の税

撃 を 企 ん で い ま す︒﹁ 戦
養成は私たち障害者・家

躍 進︒﹁ 景 気 回 復︑ こ の

います︒それゆえに︑権

争ができる国づくり﹂

散権を行使した安倍首相

道 し か な い︒﹂ と の 自 民

利条約にふさわしい施策

約国となりました︒
実現をめざす運動の引き

の思惑でもありました

権利を主張すれば﹁左

族の課題でもあり︑権利

が︑その内実は自民党の

助﹂を基本とする社会保

革﹂
︒ 消 費 税 増 税 と﹁ 自

よびかけ︑諸要求実現に

﹁福祉は権利！﹂を共に

で固く手を取り合って︑

全国各地︑地域の隅々

唱える﹁次世代﹂が議席

た︒憲法改正や新保守を

でカバー したものでし

議席減を公明党の議席増

る人が︑短期間に大幅に

らない別の道﹂に共鳴す

された﹁消費税増税に頼

党ポスターの主張に対置

逃れを問題にする議論が

軽度者は地域のボランテ

議席に

﹁企業が儲かる国づく

もあります︒

条約を実行させる課題で

障﹁改革﹂は︑憲法・障

増えたことが示され︑今

議席増の

続きの前進が求められま
り ﹂︑ そ れ と 連 動 し た

翼﹂とレッテルを貼られ

﹁社会保障 ・ 税一体改

す︒

害者権利条約に逆行する

を激減させ︑維新も１議

利の主体者は︑私たち

重要な意味を持つ︒権

で︑利用者︵国民︶の

を養成し確保すること

な教育を受けた労働者

図ること︒及び専門的

総選挙によって長期政

奮闘しましょう︒

費税の引き上げも原発

福祉労働者だけでな

ものであり︑これとどう

再稼働も憲法﹁改正﹂

く︑ 子 ど も︑ 障 害 児

権化をとりあえず果たし

対決するために

逆行する安倍政権と

憲法 障･害者権利条約に

ていた時代を考えると︑
国際的・国内的な運動の
前進と私たちの運動の正
当性を実感します︒

権利条約にふさわしい
施策の実現を

後の期待を残しました︒

21
席減らし︑最右翼の﹁第

ところで︑昨年末の

もそれらを求める世論

対決していくのか︑社会

総選挙結果を安倍政権

は過半数に及ばない︒

祉の改悪に反対し︑福

が︑社会保障や社会福

の実現を意味する︒

安心してくらせる社会

の理念に則り︑健康で

の中身を大いに語り合

地域で﹁福祉は権利﹂

そ の よ う な 中︑
﹁福

上げを通じて福祉専門

と職員配置基準の引き

の賃金及び処遇の改善

同時に﹁福祉労働者

と健康を守るとりくみ

で福祉労働者のくらし

賃上げと労働条件改善

ら︑学習を力に︑大幅

82

た安倍政権は︑くらしと

今年の干支である羊

の﹁圧勝﹂とする評価

﹁投票しても世の中は

祉労働者の抜本的な処

闘のスタート︒職場で

変わらない﹂ とする

遇改善を求め︑国民世

クスが国民に受け入れ

祉は権利﹂を求める運

を進めよう︒

い︑ 共 感 し 合 い な が
﹁諦め﹂感︑無力感は

論を喚起したい︒

られたわけでは決して

労働者の確保︑定着を

画・ニムラ
案・タミヤ

締約国となった日本の

は︑﹁ 祥 ﹂ に 通 じ︑ 群

はあまりに一面的では

求める福祉ニーズに応

れをなすところから

者︑高齢者など﹁福祉

える﹂
︵福祉労働者の

﹁家族の安泰﹂を表す

１月中旬からの通常

の対象者﹂ も含まれ

確保と定着︑養成に関

ないだろうか？

国会で︑新たな政治勢

る︒そして︑憲法 条

と さ れ︑ い つ ま で も
マスコミの事前の世

力による審議が始まる

さあ︑いよいよ 春

粋︶視点も重要である︒

する基本政策より抜

論調査結果を踏まえ︑

﹁福祉は権利﹂
をスローガンに
春闘にとりくもう！

15

戦後最低の投票率に示

25

﹁平和﹂にくらすこと

社会福祉の
﹁現場﹂に

しょうか︒

和・民主主義を守る国民

一美さん

えます︒障害者は支援な

総選挙の結果を

さいたま市
保育園保護者

行事をとおして成長して

﹁福祉は権利﹂
の実現へ

課題は山積しています︒

求めて運動し続けてきま

立命館大学産業社会学部教授
総合社会福祉研究所理事長

阿部

範宏さん

みん
力
を
あ
わ
せ
よ
う
なで

私たち障全協は︑もう

した︒２０１３年 月︑

すぐ結成

社会福祉施設経営者
同友会会長

動スローガンがとても

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）

各職場で共同を広げていきましょう。

を意味している︒

13

「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。

への期待のメッセージを寄稿していただきました。つづられた思いに応えて、各地・

茨木

福祉労働者と障害者の
共同・連帯の力で！

されている︒アベノミ

15

ない︒その証左に︑消

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

「福祉は権利」を掲げ、運動をさらに広げていく2015年がスタートしました。経営

現場の実情や改善すべきことの発信を
保護者も思いを共有してよりよい保育へ
康次さん
石倉

仁さん
白沢
なによりも︑障害者関係

障害者の生活と権利を
守る全国連絡協議会
事務局長

年を迎えま

！
福祉保育労 のみなさんに 期待します
翌年１月に日本政府は締

12

12

50

年
5
1
0
2
者団体、障害者団体の役員、保育園の保護者、研究者、４人のみなさんに福祉保育労

④
2015年１月号

福祉のなかま
第283号

⑤

権利のもとに

法が最低限の働くルール

に入れました︒労働基準

さまざまな職場・産業の労働組合
が賃金の引き上げや労働時間の短
縮、社会保障の充実などの課題を含
む国民的な要求を掲げて実現を迫る

営 ﹂︵注 ２︶と い う 提 言 を

年に﹁新時代の日本的経

本経団連︶は︑１９９５

が広がっ ていっ たので

争と分断︑人件費の削減

がすすみ︑全体として競

雇用でも成果主義の導入

が増えてきました︒正規

をさせて安くつかうこと

かえて︑正規と同じ仕事

たところを非正規に置き

した︒正規で雇用してい

よって対象が拡大されま

労働者派遣法﹁改正﹂に

られていた派遣労働も︑

って一時的な場合に認め

までは専門的な業種に限

組合が連絡会をつくって

で︑福祉にかかわる労働

成や活動がつづくなか

保育所労働組合などの結

です︒地方を単位にした

善などを求めていったの

職員配置の最低基準の改

公務員並みの引き上げや

賃金実態などに対して︑

れ︑日雇い労働者以下の

織のひとつ︶ が結成さ

合︵福祉保育労の前身組

には日本社会事業職員組

すみました︒１９５３年

組合の結成が少しずつす

で福祉労働者の大幅な処

し︑人材確保運動のなか

とで人材不足が深刻化

人件費の抑制がすすむも

福祉分野をめぐっても︑

問題になってきました︒

ぐる矛盾が広がり︑社会

業﹂など日本の雇用をめ

グ プ ア﹂
﹁ブラック企

こ こ 数 年 ︑﹁ ワ ー キ ン

ました︒

祉保育労結成につながり

引き上げ﹂

﹁当面１万円

福祉分野でも

︵１９７０

枠をこえて、要求の前進にむけて幅
広い運動にとりくむ。労働組合全体
の組織率が低くなっているなかで、
見える形で多くの人の共感を得なが
らアピールしていくことが求められ
ている。

福祉労働者の大幅な

処遇改善にむけて

遇改善が必要だという世

組合の結成と

論が広がってきました︒

年︶などを統

ました︒いっしょにたた

す︒

発表し︑終身雇用と年功

賃金︵勤務年数に応じて

賃金が上がっていく考え

方︶の否定を打ち出しま

これが節目となり︑大

した︒

もの。職場や自らの労働組合などの

12月３日・岩手県社会福祉労働組合

11月30日・東京都内

「社会福祉法人制度改革」を問い直す
12月12日・「福祉３団体」学習会

福岡 つくしの里分会
西原真紀さん
（障害者就労支援施設）

京都
学児右京分会
亀井晶子さん
︵児童館︶

東京 六踏園分会
丸茂岳人さん
︵児童養護施設︶

やりがいあるこの
仕事をみんなで楽
しみ盛り上げるた
めに必要不可欠！

香川 こぶし今里分会
林あゆみさん
（保育園）

福祉保育労では、
「ワンコイン共済」を柱
とする共済制度に見直します。2015年１月か
らは加入の受付が始まっています。2014年10
月からは制度の見直しの内容や、そもそもの
意義を含む説明会を各地方組織で開催してい
ます。12月３日、岩手では中央本部役員を講
師に「共済の制度の見直しと春闘にむけて」
と題した学習会に、大雪にもかかわらず44人
が参加。質問も多く出され、
「さっそく入り
たい」
（入職１年目の組合員）との声もあが
るなど、共済への関心が高まりました。

「みんなの一歩キャンペーン〜『福祉は権
利』 ３か年計画」 ２年目として、
「処遇改
善」と「福祉は権利」を実現する春闘にと41
人が参加。提案のあと、分散会で論議を深め
あいました。春闘方針は１月17・18日の第51
回中央委員会で採択する予定です。

権利︵団体行動権︶を手

要求を掲げて

を規定し︑労働組合法が

団結と行動を保障するも

とで︑各職場で徐々に労

働組合がつくられていっ

ち取っていったのです︒

経済界が雇用の転換

「国民春闘」

注１

大雪でも会場いっぱい 共済学習会

処遇の大幅改善へ 15春闘討論集会

⑥

みんなでたたかう

60

春闘が始まって今年で

年を迎えました︒その

たのです︒

労働組合が全国統一闘争

歴史をさぐってみましょ

を確認しあいます︒人事

１９５５年には︑私鉄

９４７年公布︶ のもと

や賃金に動きのある春に︑

や金属など８つの業種の

で︑私たちは労働組合を

企業ごとではなく多くの

戦後の日本国憲法︵ １

つ く る 権 利︵ 団 結 権 ︶︑

う︒

経営者と対等に話し合う

代半ばに入ると︑人件費

を打ち出して 年

を抑制したい経済界の要

産業が力をあわせること

かうことになりました︒

望に政治が応えるように

権 利︵ 団 体 交 渉 権 ︶︑ ス

見える形で統一して要求

20

2015年１月号

日本社会事業職員組合の大阪メーデー（1955年）

今年度から地本の執行
委員に。障害分野だけ
でなく、保育や情勢、
先輩方の活動を学ぶ！

いろんな
人に筋道
を立てて
主張する
力をつけ
たいです

ところが︑１９９０年

を掲げてみんなでたたか

なりました︒大手企業で

かうなかで﹁力をひとつ

一要求に掲げ

長時間・過重労働で離

労働組合として職場に

統一的なたたかいが

職者があとをたたない福

に﹂と︑１９８６年の福
改善を求め︑国や自治体

にも働きかけ︑署名など

をよびかけて実態と思い

を自分の言葉で語る対話

をすすめ︑共感と確信を

得ていく春闘に︒そのた

めにまず要求を出し合

い︑分会で要求書をまと

め︑提出していきましょ

時代が変わろうと
している今、考え
て動くことが必要
だと感じています

んなと
今よりもみ
、強く
多くを話し
に
大きな組合
！
したいです

「新時代の日本的経営」

安定的な雇用形態の転換を打ち出
したもの。労働者を長期蓄積能力活
用型（期間の定めのない雇用）、高
度専門能力活用型（有期雇用・年俸
制で昇給なし）、柔軟雇用型（有期
雇用でパートを想定し時給制）の３
つに分類して組み合わせて活用し、
総人件費を抑制することを掲げた。
あわせて、労働者派遣事業の原則自
由化を迫った。その後、労働者派遣
法「改正」がすすみ、製造業などに
も解禁され、労働者を安く短く使い
捨てることも可能になった。
う︒

滋賀 おおつ福祉会分会
小林憲司さん
︵障害者グループホーム︶

山梨
さくらんぼ保育園分会
土井一平さん
︵保育園︶

茨城
島名杉の子保育園分会
久島 藍さん
（保育園）

広島
口田なかよし保育園分会
鈴木美和さん︵保育園︶

静岡
藤枝ひよこ保育園分会
西川 圭さん︵保育園︶

何事も、良い方向に
前進していけるよう
に、楽しくすごして
いきたいです！

子どもたちがよりよい保育を
受けられるように署名を
集めていくぞー！

注２

祉施設でも︑戦後に労働

兵庫 甲山福祉センター分会
中村裕樹さん
︵特別養護老人ホーム︶

あゆみ分会

幸穂さん︵保育園︶

岩手 岩手愛児会分会
祝田寛子さん
（児童養護施設）

福祉保育労の前身組織のひとつ・日本社会事業職
員組合の第27回メーデーで「社会保障確立」など
を掲げたデモ行進（1956年）

企業はリストラ・非正規

な
数は力！みん
0
10
で仕掛けて
か
人超えたら何
る
が変わ

い︑物価上昇分を上回る

新年を迎え、新たな決意で挑む
「みんなのチャレンジメッセージ」を掲げて
もらいました。みなさんはどんな言葉を掲げますか？

若い職員が多いです
が、みんなで気持ちを
一つにして組合活動を
盛り上げていきます！

処遇を改善し、組合活動
を通して働きやすい職場
をつくっていきたい

ば

石川

橘

沿岸の被災
地
（大槌町）
出身です。
１日も早い
復興を願っ
てがんばっ
ています

ん

つくる日経連︵のちに経

結婚式などの
出費があ
る１か月間は
生活を
送るのがとて
も大変
なので、改善
して！

る

化をすすめました︒それ

北海道
ろうあ連盟職員組合
石川峰男さん
︵手話通訳派遣事業︶

これ

をが

の

賃上げや社会保障制度の

私たち専任手話通訳士
は全員非正規で賃上げ
経験なし。今年こそ！

今年

団連と統合し︑現在は日

みんなの
チャレンジ
メッセージ

私

拡充など全体の改善を勝

中央執行委員長
多久和令一さん
︵大阪地本執行委員長︶

2015年の決意

で国民春闘 ︵注１︶をたた

公的福祉、福祉労
働者の生活を守る
ため、今こそ労働
組合の出番です

トライキなどをおこなう

福祉のなかま

福祉職場の人材不足が社会問題に

福祉のなかま

第283号

要求を掲げ みんなで力あわせて
大幅な改善を職場に国に迫る春闘に

⑦

法人制度の見直し論議が政府内ですすめら
れるなか、障害者の生活と権利を守る全国連
絡協議会・全国保育団体連絡会・福祉保育労
の「福祉３団体」が主催した学習会に、各組
織の役員など36人が参加。日本福祉教育専門
学校の萩原康一先生から講演を受けました。

福祉のなかま

第283号
今の職場に勤めて３年

ってしまうこともありま

自分の心に余裕がなくな

長女の小学校入学と︑三女誕
生のお祝い金をいただきまし
た︒消費税も上がり︑何かとお
金がかかるようになったため︑
いただいたお祝い金は︑紙オム
ツや教科書代として大切に使わ
せていただきます︒入ってて良
かったです︒ありがとうござい
ました︒

2013年度の還元金について
前年度に剰余金が発生した場合は、毎年3 月 15
日に還元金を送金しています。
2013年度の共済会会計は単年度収支がマイナス
のため、還元金の送金はありません。未処分利益
は、全額を次期に繰り越し、加入促進や業務強化
に積極的に役立てます。

行制度での給付条件等を適用いたします。
2015年４月頃継続案内を送りますので、新
制度への移行手続きをお願いします。手続き
をされますと2015年７月から新制度の給付条
件等が適用されます。
※既加入者への特例は個別にご案内しております。

組織共済だけに加入しています。ワンコ

Q. イン共済に加入したいのですが、組織共
済の継続を分会としてどうするか話がまとま
っていません。継続の時期を待ってから加入
した方がいいのですか？
ワンコイン共済への加入は、組織共済や

Ａ.分会慶弔共済への加入を条件としていま
せん。組合員ならいつでも誰でも加入できま
す。分会として新年度から共済をどのように
利用するかに関わらず、個人としてワンコイ
ン共済に加入することができます。
あわせて分会でも、労働組合の大切な活動
として共済へのとりくみをお願いします。

「私ももっとがんばらなきゃ」と励まされて
大阪地本・大阪福祉事業財団分会 溝口

真一さん

今の職場に異動して１年。
「キラリふれっ
しゅインタビュー」を読んで、もっと私もが
んばらなきゃと元気をもらいました。
⑮マッサンが製造する酒

ため、現在ご加入の方は2015年６月末まで現

⑯熱い食べ物は苦手です

個人・組織共済とも、７月から翌年６月

Ａ.までの年間契約となっております。その

朋子さん

11月号の１面に職場の若い仲間の写真が載
っていました。力強いです。できたてホヤホ
ヤの分会なので、全国のみなさんの様子がわ
かる「福祉のなかま」は心強いです。
せん

⑰兄弟姉妹の息子

⑲感染症患者を⁝⁝

歌います

㉑漢詩や和歌に節をつけて

㉓ほろ⁝⁝加減で千鳥足

月

㉔鳶︵とんび︶が⁝⁝を生

む

２８１号︵２０１４年

号︶の答えと当選者

個人共済に加入しています。2015年１月

⑯紙⁝⁝をこねて工作

⑰悪い評判︒⁝⁝返上

⑱⁝⁝から目薬

⑳満員で⁝⁝詰めの電車

㉒冗談︒しゃれ

㉔燃料にする木

人民のための政治﹂を提

㉕エビで釣れることも

唱した米国大統領

人でした︒

答えは﹁トリノイチ﹂で

した︒応募は

抽選により︑次の方々に図

由紀さん

書カードを送ります︒

西田
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Q. から自動的に新制度にかわるんですか？

静岡たんぽぽ保育園分会
（ 静岡地本
ペンネーム のっぽママさん ）

パートの先生にも処遇改善実現署名をお願
いしました。
「保育士の待遇がよくならない
と保育士不足は解消しないと思うのでぜひ」
と伝えると、
「ホンマにそう思う」と快く協
力してもらえます。

福岡地本・晴明保育園分会 中野

制度改正④「継続手続Q.andA.」

った!!
入ってて 良か

順子さん

できたてホヤホヤの分会の若い仲間が！

㉖﹁人民の︑人民による︑

︻解き方︼二重ワクの文字

■タテのカギ

①⁝⁝で暖を取ります

てこうよばれました

②御嶽山や阿蘇山は︑かつ

友久枝さん

朋子さん
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を︑Ａ〜Ｅの順に並べてで

きる言葉はなに？

■ヨコのカギ

① 七福神が乗る船のこと

⑤⁝⁝風小僧の寒太郎

中野

︵東海地本・なえしろ保育園分会︶

加藤

⑤⁝⁝賀新年

︵福岡地本・晴明保育園分会︶

︵福井・ハスの実分会︶

⑥電線の近くでは危険です

③朝飯前の⁝⁝な仕事

⑧マリモで有名な湖

⑨新年初めての書道

④睡眠中に出る液体

⑩公園清掃の⁝⁝運動

⑪⁝⁝一発のピンチ

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▶２月15日
発表▶2015年３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

⁝オフで試合開始

⑪難病が⁝⁝的に全快

⑬豪州の最大都市

応 募 方 法

大阪地本・穂積福祉会分会 馬場

１年前に車を購入！短大時代の友
だちと神戸や淡路島へ日帰りプチ旅
行!!ドライブ中は女子トークにカラ
オケ！次は香川県を予定中です！

⑦ラグビーやサッカーは⁝

⑫料亭のお⁝⁝で新年会

Ｅ

かみ よし

目になります︒そのうち

す︒そんな時に︑子ども

⑭ ⁝⁝の密猟が後を絶ちま

Ｄ

署名のお願いにパート職員も「ホンマにそう思う」

さん

の２年はパート職員とし

たちの無邪気な笑顔を見

答え

Ｃ

友久枝さん

休職から明けて、保育ができることのうれ
しさ、楽しさを感じる毎日です（体力的には
まだ戻っていないですが）
。これも、組合が
あればこそ、職場の仲間が支えてくれたから
こそ。感謝しています。

神 吉 あずさ

て︑そして２０１４年の

ると︑ふっと心のもやも

１９８９年生まれ
奈良支部・いずみ保育園分会

４月から正規職員として

やが晴れ︑子どもの笑顔

仕事やプライベートに

働いています︒

おいて︑何でも相談でき

はすごいなと感じる日々

じめは驚きましたが︑子

る頼もしい先輩方がいて

です︒

どもたちが裸足でのびの

以前に勤めていた園と

びと遊ぶ姿に︑子どもと

くださるので︑その先輩

はまったくちがって︑は

はこういうものなんだと

方のサポートを受けなが

ら︑毎日を楽しみ︑がん

ばっていきたいと思って

います︒

あらためて実感しまし

現在は︑１歳児を担当

た︒

しています︒未熟なので

東海地本・なえしろ保育園分会 加藤

相談できる先輩がいて心強いです

Ｂ

⑧

休職からの復帰 仲間の支えに感謝！
組合があればこそ

未熟で余裕がなくなることも…

A

2015年１月号

総選挙が終わって 未来が明るくなるように
大阪地本・聖森会分会 酒井

秀樹さん

衆議院選挙が終わりました。投票率が下が
りましたが、私は保育の仕事をしてからずっ
と投票に行っています。子どもたちの未来が
明るい日本になるように、これからもがんば
りたいですね。

新年のご挨拶
加入しやすくなった
新共済制度への加入を
よびかけます
福祉保育労共済会
理事長

多久和

令一

新年あけましておめでとうございます。
安倍首相は解散総選挙で信任を受けたとして、集
団的自衛権行使や原発再稼働など、多くの国民が懸
念し、反対している重要な課題を推しすすめる姿勢
です。利用者、国民との共同を広げ、
「戦争する国」
づくりストップ、消費税増税ノー、辺野古への新基
地建設反対、社会保障・社会福祉の拡充による格差
是正、国民・労働者のくらしを守る政治の実現めざ
したとりくみを一層すすめていくことが重要です。
さて福祉保育労は組合員の健康とくらしを守るた
めに、保障を大きく、利用しやすい制度へと福祉保
育労共済をリニューアルし、
「ワンコイン共済」が
スタートしました。一人でも加入でき、職場を退職
しても継続加入できるようになりました。民間保険
とは違い、掛金のほとんどを給付に回せるので、少
ない掛金で大きな保障ができます。いま福祉の現場
では職員の確保が困難で、腰痛等の健康破壊が深刻
です。万が一の時の備えがあれば安心です。加入し
やすくなった新共済制度への加入を心よりよびかけ
まして、新年の挨拶といたします。

