厚労省が施設の統合・資格の統一を検討!?

き出し
願いを引
みんなの
に形に
といっしょ
ま
か
な
、
て
二文
組合の力！
が
の
く
い
して
笑）
ですけど（
字じゃない
き
ゆ

さん
牧山 利行
とし

多久和 令一さん

発行責任者／多久和令一
2015年４月５日発行

新入職員を迎える新年度がス
タートしました︒通常号の倍・
８頁で構成する４月号では︑組
合の力を伝えあおうとチャレン
ジする組合役員による座談会を
特集︒種別も地域もちがう３人
が語りあい︑見えてきた組合の

を負って家庭や仕事を失

にくらす施設です︒障害

害を抱えた人たちがとも

や身体などさまざまな障

職員になりました︒知的

１９８０年に救護施設の

職員ですが︑大学を出て

話してくれた時︑思いが

は出せない弱音や愚痴を

生活するなかで︑いつも

らふれあっていっしょに

ちとお互いに葛藤しなが

を失った中途失明の人た

に勤めました︒突然視力

視覚障害者の老人ホーム

援新制度﹂が始

ども・子育て支

４月から﹁子

編集

った利用者もおられ︑う

通じあえたかなと︑やり

部 民谷孝則︶

力とは⁝︒︵司会 ・ 構成

ことを聞かれたり︑職員

まくいかないことも多か

がいを感じましたね︒

福祉の仕事︑︑やりがいは？

司会

間で仕事を任されたりし

ったですね︒そのあとは

新しい職員も多く

東京・多摩市に

私の職場︑︑ここを変えたい！

革﹂になっている︒

ま︑
﹁ 改 革 ﹂ の た め の﹁ 改

く︑現場実態も知らないま

わかっていない︒目的もな

たち︵内閣府・厚労省︶も

と︑制度を作っている本人

か ？ ﹂ と い う 疑 問︒ き っ

改革の目的は何だっ たの

かで感じたのは﹁この制度

ずに制度が固まってくるな

民の意見も聞か

議論もなく︑国

まった︒充分な

入る春を迎えましたが︑

た 時 に︑﹁ 自 分 が 必 要 と

小宮山

かっとう

みなさんの福祉の仕事と

されているなぁ﹂とやり

福岡市内の就労支

ある今の認可保育所に勤
めて７年で︑０・１歳の

年目に
なります︒てんかんや知

一つハッキリしているの

ネルギーはホントにすご

たりする子どもたちのエ

牧山 制度変更の影響も

どんなところですか？

も︑職場で変えたいのは

事を守りつづけるために

司会 やりがいのある仕

るように感じます︒新し

とりする時間が減ってい

とこうしようなどとやり

く︑あの利用者にはもっ

ンでの記録などで忙し

で︑夕方は送迎やパソコ

担う子どもたちが不幸にな

になるということ︒未来を

保護者も保育労働者も不幸

は︑このままでは子どもも

などをおこなっ ていま

くて毎日大変なんですけ

あって︑記録業務が増え

職員間で利用者のこと
やりとりする時間を

す ︒ 利 用 者 の 給 料︵ 工

ど︑心を開いてくれた笑

て︑保育士歴はちょうど

賃︶は︑月に４０００円

顔を見ることができた時

い職員は︑ちょっとした

ってきて︑食品の袋詰め

から１万３０００円とま

て︑法人運営でも必要な

年です︒泣いたり笑っ

だまだ少なく︑商品の改

に︑がんばってよかった

悩みや自分の支援がよか

できるか考えよう︒
︵服部︶

れる大人であるため︑何が

れても︑胸を張って答えら

何をしていたの？﹂と聞か

る︒子どもたちに﹁あの時

ちに追い風になりつつあ

論は公的責任を求める私た

う矛盾も出されるなか︑世

て入園できなかった﹂とい

続 出︒
﹁認定方法が変わっ

作業に追われ︑ミスなども

各自治体は急ピッチでの

い︒

を見過ごすことはできな

幸しかやってこない︒それ

れば︑この国の未来には不

良や販売先の拡大に努力

会議が多くなりました︒
今は組合の専従

なぁと思いますね︒
中です︒利用者の方たち

多久和

座談会は
２面に続きます

たいです︒

っと語りあえる職場にし

利用者や仕事のことをも

てしまうんじゃなくて︑

ね︒誰にも言えずに辞め

話すことが大事ですよ

ったのかなと先輩などと

やリサイクル石鹸づくり

フリー保育士をしてい

援施設に勤めて

牧山

必要とされている実感
心を開いた笑顔に

のかかわりと︑やりがい

がいを実感しますね︒

高宮信一･作

日中は作業が中心の支援
から仕事のことや困った
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閉塞感を
生活も働く環境も厳しくなるなかで
す。
変えられるのは、労働組合の団結で

なかまと支えあうのが労働組合
楽しみながら魅力を伝えたい

まきやま

「１人の職員で高齢者の介護と乳幼児の保育

に当たることができるようになり、職員が少
にまとめて運営できるよう規制の緩和や、将

なくても福祉施設の運営が可能」として、省
来的に介護福祉士や保育士、准看護師などの

内に作業チームを設けることなども伝えた。
資格の統一を検討する考え」 だと報じた。

現場の要求と逆の政策が検討されている。

2015年
４月号
第286号
全国福祉保育労働組合

３月15日、NHKニュースは、「厚生労働省
は、介護施設や保育施設、障害者施設を１つ

けて声をかけてくれる職

で︑休みのことも気にか

りしている人たちばかり

堅もいて︑ 代もしっか

とれるし︑ベテランも中

小宮山

か？

じる時はどんな時です

なんですよ︒法人が障害

牧山
うちも少数の分会

って支えあっています︒

ど︑職場をこえた力にな

員が応援に同席するな

団体交渉には︑支部の役

求めて経営側とおこなう

りますが︑職場の改善を

が少なく数人の分会もあ

こなっています︒組合員

ど職場を変える力を感じ

てくれるので︑少数だけ

合の存在や活動を尊重し

切にする項目もあって組

も︑職員の要求活動を大

す︒ 法 人 の 基 本 理 念 に

して︑意見を求めてきま

時には法人が組合に提示

業規則を変えたいという

を築いてきたなかで︑就

でも︑これまで労使関係

てくれる職員もいない

勝ちとってきた先輩たち

ます︒組合をつくって︑

正規の人も含めて 人い

司会

しょに働くなかで一時金

す︒

答えを書く

組合員の力を実感しま

目隠しをしてケーキなど食べ物を
あてるブラインドテイストゲーム
︵２０１５・１ 旗びらき︶

実現をめざして心が一つ
になった時に︑頼もしい

とらえていますか︒

てきて︑組合の力をどう

迎えるなかで︑正規職員

た︒非正規職員を組合に

もすすむようになりまし

ることはおかしいと論議

ていることはどんなこと

司会

いますが︑組合をめぐっ

させたりすることも組合

せたり︑パワハラをやめ

賃下げや解雇を撤回さ

活動について組合員にメ

いんですね︒会議などの

顔をあわせることが少な

合員も分かれているので

司会 南多摩支部でも毎

入職員・新入組合員歓迎

支部へ﹂という名前で新

部では５月に﹁ようこそ

小宮山

べながらわきあいあいと

て︑テーブルを囲んで食

ピザやお寿司などをとっ

かで︑分会会議に出席で
きない組合員もいますか
ら︒一人ひとりの思いを
もっと大切にして︑事業
所 に 出 向 い て﹁ 最 近 ど
う？﹂って話ができるよ
うになるといいんです
が︒もっと工夫して伝え
ていきたいですね︒
小宮山 私の分会では誰
かに負担が行き過ぎない

参加がありますね︒
ゲーム感覚で組合のこ
とを知ってもらうことが
目的で︑東京地本の役員
に組合のことを少し話し
てもらったあとは︑かた
くならないように楽しく
すすめます︒
﹃
﹁楽しく﹂
学 習 し︑
﹁楽しく﹂ 活動
し︑﹁楽しく﹂交流する﹄

など、ビンゴのマスに問題が書か
れています。答えを書き、進行役が
答 え を 発 表。「 う れ し い こ と 」 や
「要求」は何人かの答えを紹介しま
す。ほかに、自分の職場以外の人と
紹介しあい、その人の分会と名前を
記入するマスも。
めでたく４つそろうとビンゴで
す。分会などでお題をアレンジして
チャレンジしてはどうでしょうか。
いる人は︑分会のなかで

て︑まだ小さい子どもが

ど職場の外の活動を担っ

がなるべく支部や本部な

や子育てが一段落した人

を大切にして︒独身の人

れることをがんばること

れぞれのポジションでや

ようにしていますね︒そ

実感できる共感の場づく

す︒なかまがいることを

いことを出しあっていま

画のなかで︑日頃話せな

っとみんなが楽しめる企

学習会だけではなく︑も

分会があります︒会議や

食事会などを開く支部や

３か月に１回の間隔で︑

毎月ではないけれど２〜

牧山

います︒

された意見を大切にして

ですけど︑各分会から出

しています︒内容も大事

るものをやりたいねと話

今年もみんなが来たくな

でみんなで笑えたので︑

す︒昨年は落語家を呼ん

きてもらっ て企画しま

代の方も子ども連れで参

会参加が難しい子育て世

したんですよ︒夜の飲み

年はバーベキューを企画

レクで言えば︑去

できることをやってくれ

ったばかりで役員になっ
た時は不安も大きかった
んですが︑出勤時間や休

れるんですね︒有給休暇

係の人が企画を考えてく

って会食します︒分会の

組合員や未加入の人を誘

２週間後の週末に︑新入

毎年メーデーの

事ですよね︒大阪でも︑

ョンをとりあうことが大

コミュニケーシ

ったです︒

てくれて︑とても心強か

組合員がいつも声をかけ

小宮山 分会では独自に

づけていきたいですね︒

身や組合のことを伝えつ

課題になるかな︒その中

条件を守っていくことが

ですね︒その素晴らしい

い条件をつくっているん

けど︑最初から働きやす

ことをやりたいか聞いて

ますね︒各分会にどんな

ングや飲み会の時もあり

こなっています︒ボウリ

学習企画と交流企画をお

小宮山 支部では毎年︑

多久和 ﹁共に学び︑た

切ですね︒

飛び込んでみることも大

もわかりますけど︑一回

いからやらないというの

からできない︑わからな

感しています︒知らない

されますし︑自分でも実

たと︑まわりからも指摘

く目を向けるようになっ

ます︒

今年もやろうと言ってい

なって残念だったけど︑

準備したのに雨で中止に

加しやすいし︒せっかく

は何日？次の年に何日ま

資料もつくって︑簡単な

みに配慮してくれる先輩

で繰り越せる？など︑労

組合の紹介と福祉保育労

度から 日間︑勤務を始

規職員の有給休暇は初年

は活躍してくれている分

・支部・分会の組織図で

すばらしさ﹂

たかう仲間がいることの

小宮山

多久和

います︒私の園では︑正

働条件のクイズもやって

みんなで楽しめる
交流の企画を
考えています

りが必要ですね︒

☆ 問題の紹介です（一部）☆
ています︒私も組合に入

③会議）

し︑保育がまわらなくな

のおかげで︑それを守っ

組合活動での工夫は？

多久和 大阪でも一番大

の意識も変わってきて︑

ですか？

ても大きな変化がありま

の力だと思います︒その

ールや文書で報告するよ

年﹁組合を知る会﹂を開

月から６月にかけて地域

が支部のモットーです︒

②45、60

るから︑隠して無理して

て分会もがんばってるん
や慶弔休暇などに差があ

○○○ ○○○ ○○○ ○○○
○○○ ○○○ ○○○ ○○○

司会 分会ではどうです
か？

（答：①団体

し︑休みもなかなか取れ

員 も い て︒ 驚 い て い た

者施設を４つ︑高齢者施

ないというよ

働いていました︒休んじ

員も専従職員も経験され

きな分会に所属して福祉

なんとかしようと現場も

すね︒施設への補助金が

ような結果も大事です

うにしています︒子育て

﹁組合があるからなんだよ﹂

○○○ ○○○ ○○○ ○○○
○○○ ○○○ ○○○ ○○○

です︒

組合が身近につながるよ

わかりやすく見える形で

会の組合員も紹介して︑

で︑よくしていきたいね

とを学びつつ語るなか

仕事や職場︑社会のこ

めた月から取得できるん

多久和 勤務開始半年後

と共感しあえるのが労働

たいです︒

素晴らしさを伝えていき

ともできますよね︒その

いて学ぶことを覚えるこ

組合です︒先輩の話を聞

うに伝える工夫もしてい
ます︒

に 日間を付与するのが
労働基準法の最低基準だ

組合に入っていないみなさんへ
伝えたいメッセージ

福祉現場に余裕がなく
なっていて︑働きつづけ
ることが難しく︑一人ひ
とりが大切にされない傾
向も出ています︒労働組
合が中心になって︑働き
つづけられる職場をつく
ることで︑よりよい施設
司会

小宮山 ﹁自分の実にな

ね︒

よくしていきたいですよ

辞めていくなかで︑残さ

にしたいですね︒先輩が

でいい仕事ができるよう
た人や組合にまだ入って

ゃなくて︒単年だけでみ

ですね︒あきらめるんじ

いけるんだよと伝えたい

もっと働きやすく変えて

ないんじゃなく︑組合で

職場の状況は変えられ

努力するなかで私も変わ

なりますよ︒自分なりに

す︒とにかく自分の実に

けて勉強になっ ていま

な人に出会えて刺激を受

でいった組合で︑いろん

知らない状態で飛び込ん

ど︑私の場合で言えば︑

説明はうけましたけ

いですね︒

祉保育労に迎えていきた

なかまとつながって︑福

る場﹂を開いて︑多くの

の力を伝えあう﹁つなが

せていくためにも︑組合

みんなの要求を実現さ

いように︒

失望するようなことがな

人たちが不安にかられて

れてがんばっている若い

ると変わっていないよう

ってきました︒母からは

る﹂

に感じることもあるけれ

﹁あなたが新聞を読んで

は？

ど︑もっと長い期間でみ

るなんて今でも信じられ

牧山

ると︑変化をつくること

ない﹂とツッコまれるほ

変えていけるもの﹂

ができています︒みんな

どで︒社会のことにすご

詳しくは８面に︒

お待ちしています︒

みなさんの感想を

で働きつづけて︑職場を

﹁職場や働き方は

いない人に伝えたいこと

新しく職場に入っ

学びや仲間が
自分の変化・成長にも

あきらめるんじゃなく
変えていける

○○○ ○○○ ○○○ ○○○
○○○ ○○○ ○○○ ○○○

休んじゃいけない 高熱も隠して⁝

ど︑そのなかで組合員は

なくて︒有給休暇はイン

ら︑ 同 い 年 の 同 僚 か ら

一同

り︑今の職場の条件を守

ゃいけないし︑賃金はも
だなと︑働くなかで体感

の仕事をしてきて︑組合

変わってきています︒

減らされ︑運営を守るた

が︑目に見える成果があ

いているそうですが︑ど

会をおこなっています︒

楽しく学習 活･動 交
･流
ビンゴで組合を知る

開いていきたいです︒

問題

活動の共有・役割分担
声をかけあう共感の場

の役員になって大阪や全

組合活動で工夫し

国の執行委員長を務めて

少数組合でも
職場を変える
力があると感じる
司会 執行委員長をつと

などの自治体の分会でつ

小宮山

めにと非正規職員が増や

がらなくても︑生活や思

４つの事業所に組

くる南多摩支部で︑東京

されています︒以前は正

牧山

地方本部の方針もうけて

規と非正規は別という認

すか？

活動をすすめています︒

多摩市・稲城市

各分会から１〜２人で支

先輩たちの存在・休める体制

あたりまえだと思いなが

する役を分担して確認し

以前の小宮山さん

司会

ながら当日を迎えまし

など家庭の事情もあるな

離れざるを得なかった人

た︒その場で入るという

いを語りあって︑要求の

がいました︒話しあって

識もありましたが︑いっ

要求して︑団交すると経
人は残念ながらいません

部執行委員会を構成し︑

営側も認めてくれまし

もっとつながりたいねと

う話になりました︒

返って思うことは？

んな内容ですか？

支部が﹁組合を知る会﹂

なったところでビンゴゲ

東京地本では４

を催しています︒それだ

人前後の

ームをおこなうのが定番
です︒毎年︑

けで 前後の﹁知る会﹂
が開かれます︒南多摩支

組合活動は
楽しんで
するものちゅん

それがあたりまえと

月２回の定例会議では︑
人と少ないです︒それ

思っていました
ている未加入の人も多い
春闘状況の交流などもお

フルエンザにかかった時

﹁組合があるからなんだ
ています︒

り た い で す︒ と い う の

らえるだけでありがた
してきました︒

ないなぁと︑退職して今

東京・南多摩支部
新歓企画「ビンゴゲーム」

ら組合のない職場で働い

年ぶりに組合を知る会
入っていない人の参加も

給が変わらないのはおか
分会でも話しています︒

でしたが︑これを機会に

が︑入職 年目の私が入

しいと︑勤務日１日あた

た︒また︑非常勤職員は

る前の成果もあります︒

り１００円アップ︑月

年がたちます

織拡大キャンペーンとし

日勤務の人場合だと月額

成して

て︑組合の紹介をして︑
わかりやすいように︑あ

２０００円の昇給を実現

３月から６月を組

組合があってよかったこ

た ん で す︵ 表 に 一 部 抜

らためて一覧表にしてみ

しました︒そんな経過を

司会

とを説明し︑思いを交流

粋︶
︒ パッ と見て歴史が

知らずにいる人も多いか

関心を持ってくれる人と

する﹁つながる場﹂を開

わかると評判でした︒

ら伝えていきたいねとい

１年目でも 年目でも時

こうとよびかけていま

多久和 見える形でわか

する上でもいいですね︒
司会

分会で２回話しあ

今年も﹁つながる場﹂を

す︒昨年チャレンジして

りやすくというのは説明

牧山

特にどこが響いていまし

個別に説明してい

みてどうでしたか︒

ましたが︑全体の場で組

たか？

準備や当日を振り

合の意義や活動︑組合費

牧山
っ て︑ ２ か 月 で 準 備 し
て︑組合の意義︑分会が

った理由︑入ってよかっ

勝ち取ってきたこと︑入

たなあと思うこと︑組合

組合で
勝ち取った経過を
伝えていきたい

などをきちんと説明する

年ぶりに﹁組合を知

必要があるなぁと︑昨年
約
る会﹂を開きました︒こ

牧山 以前は非常勤職員

費︑共済について︑説明

こ数年に加入した人を対
象によびかけましたが︑
に育児休業が保障されて

ふせんにつづって整理するＫＪ
法で組合への思いを分会で出し
あってみると…（2013年）

いなくて︑それで職場を

10

10

まだ入っていない人も誘

（2004年〜一部抜粋）

①憲法で定められている労働基本権
は？ 団結権、
「
」 交渉権、
「
」行動権
②労基法で定めた休憩時間は６時間
超の労働で「
」分、８時間超
の労働で「
」分
③組合活動 まず第一は 分会「
」を開くこと
④仕事でうれしいことは？
⑤あなたの切実な要求は？

ですよね︒組合の力を感

小宮山 職場で変えたい

だけというのが暗黙の了

設を３つ運営していて︑

休みはしっかり

こと？ 私は﹁ない﹂で

解で︒私自身も 度 の 熱
よ﹂って言われて︒職員
職員は全部で１５０人ほ

組合のない職場で
休めずに無理を重ねて

すね︒

があっ ても嘔吐下痢で
数は 人で︑組合員は非

え〜ぇ

も︑休むと代わりに入っ

も︑以前は組合のない別

い︒当時の私は何も知ら

今いる職場の
労働条件を
守っていきたい

の保育園で３年働いてい

ないので︑そんな姿勢で

後半︑ベテランがいなく
の園に移りました︒

小宮山

たんですね︒短大を出て

いましたね︒つづけられ

語りあって要求実現へ
心がひとつになる

就職してみると︑園で一

て︒生理休暇もなかった

る企画です

めている支部ではどうで

20

のように︑厳しい状況を

組合の力を感じる時は？

福祉現場も組合役

番年上の保育士でも 代

20

14

ってみようと声をかけた
ところ︑組合員 人のほ
か︑未加入の人も３人き
てくれました︒会に誘う
なかで関心を示してくれ
た人も多かったし︑予定
があえば行けたという人

会でいちばん盛り上が

もいました︒

ったのは︑組合で勝ち取

2004年

組合との合意なしに新規事業は
開始しないことを確認
2006年 障害者自立支援法などの影響を
理由に賃金を常勤10％、非常勤
５％カットの提案。 職員説明
会、団体交渉などを経て2006年
度に限り合意するも、常勤の一
時金年4.4か月→4.45か月、夜
勤手当25％→30％、非常勤一時
金１か月→1.1か月に
開所日増にともなう土曜出勤
は、常勤は月２回をこえる場合
は振替休日か時間外手当に。
利用者を送迎する運転手当増額

40

23

福岡・ひかり分会が
勝ちとってきた職場の労働条件

14

38

11

ってきたことを紹介した
92

10

37

51

?!

組合で勝ちとってきたこと
歴史と成果を伝えて確信に

○○○ ○○○ ○○○ ○○○
○○○ ○○○ ○○○ ○○○

職員給食費１回 100 円減額の成果を全
職員に伝えた分会ニュース（2014.3）

20

でき
楽しく交流
2008年
2009年
2010年

10

10

時です︒ 年に分会を結

2007年

前年度の常勤10％、非常勤
５％のカットを元に戻させる
定期昇給１号俸アップ
定期昇給２号俸アップ
時間給の勤続３年超の職員に
時給30円、勤続５年超の職員
に時給50円加算
特殊勤務手当 ６％→８％に
職 員 給 食 費 １ 回 100 円 減 に
（月 20 回昼食をとる職員は
2000円の負担減）
2013年
2014年

18

②

2015年４月号

福祉のなかま
福祉のなかま
第286号

③

⑤

福祉のなかま

第286号

社会福祉は︑子ども

・高齢者・障害者など

に寄り添い︑その人の

生活を丸ごと受けとめ

て働きかけることで人

間らしく生きる権利を

保障する仕事です︒福

しい」をあわせた割合が昨年の 61.4％を 1.4
減った
16.1%

ポイント上回りました。
「かなり苦しい」が

増えた
40.5%

昨年10月から今年１月までとりくんだ「福祉に働くみんなの要求
アンケート」の結果がまとまりました。3417 人から回答が寄せら
れ、低賃金・重労働の厳しさと政府の処遇改善策が極めて不十分な
実態が浮かび上がりました。最終結果の概要をお伝えします。

生活実感

生活実感では「かなり苦しい」と「やや苦

ややゆとり
がある
3.7%

最も増えたのは20代（4.4ポイント増）
。消費

かなりゆとりが
ある
0.5% かなり苦しい
18.5%

税増税や物価高が金銭的に余裕のない若者の
生活を直撃していることが推察されます。ま
た、 前年度比で収入が増えたとしているの

のに喜びとやりがいを

笑顔や生きる姿そのも

祉労働者は︑対象者の

て不十分にならざるを

の人材確保対策は極め

流れのなかでは︑政府

責任化していく大きな

壊︑そして長期休職・

ばりが心と体の健康破

は︑福祉労働者のがん

対象になる労働環境で

求運動に結びつけ︑憲

く国民の理解を得て要

ついて明らかにし︑広

働﹂の役割と専門性に

画を準備しています︒

感じ︑日々の多忙な業

組合の仲間だけでな

法

は施設内虐待という事

く︑研究者や学生︑福

退職へとつながりま

態も起きかねません︒

祉関係者と学び合い︑

得ません︒福祉保育労

着︑養成に関する基本

縁があって社会福祉

﹁福祉の仕事をしてい

務に追われながらもが

政 策︵ 緊 急 提 言 ︶﹂ を

に生きる道を選んだ人

策に転換させることが

な人手不足の状態にあ

発表し︑大幅な処遇改

が︑福祉から離れてい

す︒また︑仕事のとらえ

り︑労働環境は対象者

善と職員配置基準引き

月に﹁福

の福祉要求に十分応え

上げを求めています︒

くうえで私たちは何を

では︑昨年

られない実態となって

くのは残念なことで

大事にしていくのか﹂

んばっています︒

います︒福祉人材の確

労働時間などの労働

す︒今あらためて福祉

を考えあいましょう︒

必要です︒

保が必要なことは政府

法令さえ守れず︑労働

労働者自らが﹁福祉労

方も変質し︑その先に

も認めていますが︑社

基準監督署の重点指導

祉労働者の確保と定

会福祉を市場化・自己

福祉の現場は慢性的

福祉労働の役割と専門性を明らかにし︑
憲法 条にもとづいた政策に転換させよう

25

前年度に比べて年収は

2015年４月号

10

は、処遇改善特例事業が創設された保育所勤
変わらない
43.4%

福祉に働く3417人の声

要求アンケートで厳しさ明らかに

処遇の大幅改善を！

の声

みんな
！
よ
て
し
とか

なん

述欄から〜

の自由記
アンケート

〜

○賃金が安すぎて辞めたくなる。保育士を辞めて他の職業に
就く人が周りの友だちに多くいる。それだけ賃金が安いう

職場改善要求
（２つまで）

えに重労働で休みも取りづらく、環境が苦しい。

条にもとづいた政

６月に京都で開催す

る社会福祉研究交流集

会 で は︑
﹁福祉労働の

役割﹂を基調にした企

25

やや苦しい
45.3%

まあまあだ
32.0%

務の職員でも42.3％にとどまりました。

非正規職員の時給引き上げ要求額

正規職員の賃上げ要求額
（月）

○ストーブをつけたらお金が高くなるからって我慢している
（％）
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
賃金の大幅引き上げ
80.3％

のが悲しい。
○賃金が少ないのに奨学金の返済や生活費を家に入れると手
元に残るお金が学生時代のバイト代以下になってしまう。

時短、休日・休暇増

○常勤パートだと家賃補助が出ないので、生活をまわすのが

非正規待遇改善

大変。仕事でも色々な出費があるので将来の事で悩んでし

仕事と生活の両立支援

まう。

労働安全衛生・メンタル対策

50.5％
22.9％
13.2％
8.3％

企業内最賃の締結 5.9％
定年延長・希望者の雇用延長 4.1％
性や雇用による差別 0.6％

○サービス残業が非常に多い。 日中は利用者さんがいるた
め、 なかなか書類等が整理できず、 夕方にまわすしかな
い。 １人がもっている業務量が多い。 非正規職員ではな

0
30 円未満
30 円
50 円
80 円
100 円
150 円
200 円
300 円
400 円以上

（%）
10 15 20 25 30 35 40
6.1％
非正規時給換算平均
3.8％
961.2円
14.4％
1.9％
34.2％
5.8％
15.2％
加重平均・要求額
6.3％
152.3円
12.3％

（%）

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

５千円未満
4.7％
平均基本給
５千円
11.6％
22万1,822円
１万円
33.2％
２万円
13.6％
３万円
16.6％
４万円 1.6％
５万円
12.4％
1.7％
６〜７万円
加重平均・要求額
８〜９万円 0.5％
24,277円
4.2％
10万円以上

く、正規職員を増やしてほしい。

器の
核兵 めて
を求
廃絶

NPT再検討会議要請団
派遣へカンパを

国連でNPT（核不拡散条約）再検討会議が４月末から５月にか
けておこなわれます。５年ごとのこの会議にむけて、核兵器の廃絶
を求めて福祉保育労としても2005年、2010年と要請代表団を送って
きました。今年も日本から1000人以上が参加しますが、福祉保育労
は多久和令一委員長を団長とする７人の代表団（ほか
に、東京・杉浦英佑さん、村田鈴音さん、東海・西田知
也さん、塚本洋平さん、京都・山本歩さん、大阪・中林
千佳さん）を４月25日から派遣します。
派遣費用を支えるカンパをお願いします。

郵便振替口座00110−１−45713
NPT代表派遣カンパと明記してください。

○勤続15年で、手取りは16万。１年で月1000円しかUPして
もを持とうと思えない額。

事を
好きな仕
ない
れ
続けら
ゅん
悲しいち

○昨年子どもが生まれ、１人の収入で３人の家族を養わなけ
ればならない。子どもを健全に育成する職に就くものに、
自分の子どもを健全に育てるための給与を支払わない責任
はどこにあるのか。

全く思わない
7.6%

いつも
思っている
8.8%

る」
「時々思う」はあわせて 66.9％。
30代では71.8％にのぼります。結婚や

れをとろうにも休みは年々取れなくなり、リセットできず

出産を迎える時期であり、生活にかか

に疲れを蓄積している。年齢を考えるとプチッと切れて過

わる費用も多くなり、職場でも責任が

労死するのではないか…？と時々頭をよぎる。

大きくなる年代です。負担感が増して

○再雇用で働いているが、あまりにも賃金が安すぎる。仕事

画・ニムラ

仕事について

一方で、やめたいと「いつも思ってい
あまり思わない
25.5%

○仕事の内容が濃く、心身ともにかなり疲れている。その疲

92％をこえる人がやりがいを感じる

仕事をやめたいと思うか

「やめたい」という思いにつながって
時々思う
58.0%

かない。

85

全く感じない
0.5%

あまり
感じない
4.5%

いかないので生活が苦しくてゆとりもなく結婚しても子ど

内容も責任も再雇用前と同じで賃金が安いのは、納得がい

案・タミヤ

仕事の疲れ

自分のやりたい
ことと違った
5.1%

今の仕事がいやだ
2.7%
とてもやりがい
がある
21.6%

やりがいがある
70.6%

とても疲れる
42.1%

時々疲れを感じる
52.9%

仕事の悩みやストレス
全く感じない
1.1%
常に感じる
19.5%

あまり感じない
19.6%

いるのではないでしょうか。
時々感じる
59.8%

第21回社会福祉研究交流集会
ストレスの一番の原因

と
会
宿

泊

６月20日（土）13時〜21日（日）12時
京都教育文化センター（全体会） 職員会館かもがわ（分散会・分科会）
ハートピア京都（基礎講座）
ホテル本能寺

３月７日

東京都内

30
25

・５％

４

５

４

・１％

１

その他

上司との関係

業務にならない会議・事業

職場の人間関係

パワハラがある

・１％ セクハラがある

０
残業の多さ・内容の変化

研修の多さ・内容の変化

0

会議の回数・内容の変化

地方組織の役員など39人が出席。新制度を
打ち出していく共済についてと組織拡大キャ
ンペーンの報告をうけ、６〜７人の班で分散
会。
「拡大に向けて、こんな工夫してます」
「共済新制度、 こうして組合加入につなげ
る」などのパネルトークで交流と論議を深め
ました。

３

・３％

5

・２％

１

９・７％

4

10

・４％

基礎講座
①「子どもの貧困とどう向き合うか」
②「福祉労働とは何か」

15

中 央 行 動 に 全 国 か ら 120 人 が 参 加 し ま し
た。昨秋からとりくんできた５万7000筆をこ
える「処遇改善実現署名」 を紹介議員に提
出。 議員要請行動のあと、 午後は労働基準
局、保育、高齢、児童養護にわかれて厚労省
交渉をおこない、最後の全体会で共有しまし
た。

15

12

・０％

21

20

・８％

分散会
前日の特別報告①②③④をうけて、それぞれ
のテーマを深めます。
分科会
①「福祉職場の健康を考えよう」
②「働き方と職場環境を見直そう」
③「小規模化について考えよう」
④「福祉の専門性って何ですか」
⑤「ちょっと先輩と語る 魅力ある福祉職場」
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利用者の変化への対応

○夕食交流会

）

国会議員会館

40

新規事業の導入・拡大

アナウンサー・報道キャスター
元日本テレビアナウンサー

３月６日

確信深めた組織共済拡大全国交流会

・９％

（

あ せい

亞星さん

処遇改善実現署名を提出＆厚労省と交渉

責任や業務量の増加

まち

町

（％）37

・４％

○特別報告
①「介護が足りない」
②「子どもの命があぶない」
③「制度のはざまで居場所がない」
④「福祉が福祉でなくなってしまう」
○まとめと問題提起
○記念講演
『十年介護〜地域で
看取るということ』

日︵日︶

日︵土︶

20

き
場

（一つだけ選択）

・５％

テーマ 「やりがい感じてますか？〜職場から問い直す福祉労働の役割〜」

④

「つながる場」
を開いて
労働組合だ！

ぱーと
4

特集 コレが

新入組合員・未加入職員に

３月から６月まで組織拡大キャンペーンを
展開し︑全国各地の分会や地域支部で組合の
力 を 伝 え あ う﹁ つ な が る 場 ﹂ を 開 い て い ま
す︒３つのカギ︿①組合の紹介②組合があっ
てよかったことの説明③思いの交流﹀をクリ
アして︑７月 日までに報告用紙を提出する
とクオカード２０００円分を贈呈︒さあ︑み
んなでチャレンジを！

保育所や高齢者施設︑障
害者︵児︶施設︑学童保
育・児童館︑児童養護施
設︑ 社 会 福 祉 協 議 会 な
ど︑社会福祉にかかわる
職員でつくっている全国
組織の労働組合です︒子
どもたちや障害者︑高齢

千葉
子すずめ保育園分会
松田天子さん

で︑制度の改善も実現し
てきました︒２００９年
度からは障害者福祉︑高
齢者介護の職員を対象
に︑２０１３年度からは
保育園の職員を対象に︑
賃金アップにつながる制
度をつくらせてきまし

労働基準法などの働く

た︒

じゅん しゅ

ルールが守られるように
法 令 遵 守 と︑ 低 す ぎ る
賃金の大幅な引き上げを
経営者や政治に求めてい
ます︒新聞などマスコミ
でも取り上げられ︑反響
も広がっています︒
また︑安い掛金で病気
や休業などにも安心︑確

神奈川 緑陽苑分会
阿部朝子さん
︵高齢者介護施設︶

群馬 つくしんぼ分会
村知咲子さん（保育園）

大阪
コロニー事業団分会
小西雅子さん
︵障害者施設︶

者と向きあう福祉の仕事
にやりがいを感じている
からこそ︑職場をよりよ
くして︑働きつづけられ
るように活動していま

年以上の歴

す︒前身の組織の時代を
含めると︑
史をもっています︒
非正規・パートの職員
も含めて一人から入れる
労働組合です︒組合の持
つ権利をつかえば︑経営
者と対等に話しあうこと
ができます︒一人ひとり
の声を大切に︑職場をこ

ています︒学習会や楽し

えてみんなでサポートし

い交流会などもおこなっ
ています︒

組合に入り、職員同士
でのつながりを強く感
じ、同じ職場のなかま
と日々明るく元気に働
いています。
どでもＯＫ︶に書いて見
せあっ てやりとりする
﹁パネルトーク﹂がおす
すめです︒人数が多けれ
ば︑数人ずつのグループ
に分かれてやってみまし
ょう︒
﹁私の職場ここを変え
た い ！ ﹂﹁ 組 合 に 入 っ て

いう声があいついで寄せ

﹁入っててよかった﹂と

入 る と 共 済 に も 入 れ︑

こと﹂や職場で変えたい

﹁組合があってよかった

い を 交 流 し ま し ょ う︒

参加者一人ひとりの思

す︒短く答えを書いて︑

時﹂などのお題も好評で

てよかっ たなぁ と思う

きっ かけは？﹂
﹁仕事し

か︑
﹁この仕事に就いた

よかったことは？﹂のほ

られています︒

ことなどを出しあってみ

り上がるはずです︒

その答えを説明すると盛

せーの！で見せあって︑

☆分会で勝ちとったこと

の答えを白い紙︵裏紙な

時間があれば︑お題へ

ましょう︒
と﹂を紹介しましょう︒

など﹁あってよかったこ

業でも対象です︒組合に

す︒インフルエンザの休

で１日目から給付されま

日から︑休業は５日以上

つけています︒入院は１

イン共済﹂の加入も受け

０円から入れる﹁ワンコ

ドアップして︑月額５０

育労共済がさらにグレー

かな給付が評判の福祉保

自分の言葉で伝えあおう

署名行動や厚生労働省と

治を動かしてきました︒

要求を訴えつづけて︑政

が︑福祉保育労は実態と

題になっ てきています

労働︑人手不足が社会問

福祉職場の低賃金や重

「組合があって
よかったこと」
をアピール
の交渉などを重ねるなか

一人ひとりの
思いの交流を

組合」と思うことをつづってもらいました。み

福祉保育労は︑民間の

組合員と非組合員がひ
とつになり、就業規則
改定の逆提案を撤回さ
せた！

２つ目のカギ

組合をつくって、３年
以上勤務している非常
勤職員の正職化ができ
ました。
島根
古志ひまわり保育園分会
青木貴宏さん

﹁つながる場﹂で︑組合

３つのカギを踏まえた

「つながる場」
ネーミングにも工夫を

福島 福島福祉施設協会分会（保育園・高齢者介護事業所）
左から
香野直子さん、高野裕子さん、藍原武子さん、菅野貴子さん
東海地本・おおしま保育園分会結成（2014・８）

仕事のつらさや悩みを
相談しあえて、笑いあ
えるなかまができた。

を
カギ
の
３つ にして
大切 るのが
す
工夫 のサ！
いい

新しい組合紹介リーフをつかって
けよう！
加入をよびか

３・６中央行動に参加
しました。行く前はし
んどかったけど、議員
要請や厚労省交渉を全
国のなかまといっしょ
にできて元気と勇気を
もらいました。
宮城
共生福祉会分会
加藤由規則さん
（障害者施設）

保育士２年目で経験の
少ない私でも、入りや
すくてなかまと支え育
ちあえるところがいい
な！
栃木 こぶし分会
飛川麻依さん
（障害者施設）

岡山
あゆみ保育園分会
安井ゆかりさん

「本当の問題は何？」
と、いっしょに考えら
れるなかまがいるので
元気になれます！
保育は楽しいけれ
ど、処遇面では先が
不安になる。みんな
でがんばっていきた
い。

３つ目のカギ

組合の力を自分の言葉で伝えあおうと、各地

労働組合の魅力

なかまが
増えるっ
て
うれしいね！

組合に入って２年目。
社会人としても、分会
執行委員としても勉強
になっています。

やってみよう！

10

60

なさんはどんなメッセージを掲げますか？

「組合ってこんな
ところ」の紹介を

副分会長として団体
交渉し、成長につな
がりました。

の組合員のみなさんに「あってよかった！労働
組合員21人！力をあわ
せてがんばります！
組合のない福祉職場を
辞めて他の業種に転職
したあと、
今の職場に。
定時で帰れて安心して
働けています。

１つ目のカギ

福井
ハスの実の家分会
山崎総司さん
（障害者施設）
秋田
こばと保育園分会
西村麻衣子さん

福祉保育労をアピール！

みんなで選んで、みん
なで決めて、みんなで
歩けば、道はできる!!
楽しい先輩方が優し
く、いろんな話を聞い
て相談に乗ってくれる
ので、日々のストレス
を発散できています！

⑥
2015年４月号

福祉のなかま
福祉のなかま
第286号

⑦

う︒

入や確信につなげましょ

い︑組合の力を伝え︑加

け︑
﹁つながる場﹂ に誘

入っていない人に声をか

新入組合員やまだ組合に

場を準備する段階で︑

ングもおすすめです︒

興味をひくようなネーミ

ありますが︑楽しそうで

﹁組合を知る会﹂なども

Ｋ で す︒ 場 の 名 称 は︑

ーとして位置づけてもＯ

会会議等のなかでコーナ

たな場をつくっても︑分

信が深まるはずです︒新

ない人も︑組合の力に確

に入っている人もそうで

埼玉
仲よし保育園分会
大澤利恵さん

長野
ひよこ保育園分会
竹節ゆかりさん

高知
土佐福祉会分会
冨岡 大輔さん
（障害者施設）

福祉のなかま

第286号

こ

さん

とねぇ…
確かに掛金は高くなりました。しかし下記

Ａ.のように、給付内容が手厚くなりました。

福祉保育労共済は、いずれも７月から翌年
手続き」という形で契約の更新をお願いして
います。今年も４月中旬頃に個人共済加入者

これは、インフルエンザや異常妊娠など、福
祉職場で現実に多いリスクにそなえて組合員の
生活を守りたいからです！
また忙しい職場で、少しでも共済担当者の負
担を減らすなどのため、掛金の納入方法も変更
があります。
ぜひ、ワンコイン共済へのご理解をお願いし
ます。

はご自宅へ、組織共済のみ加入者は分会へ、

なっています。よくお読みになった上で手続

月額掛金
インフルエンザで
５日間休業
切迫流産で
28日間入院

きをお願いします。継続手続き時に新制度へ

病気日帰り入院

の切り替えを行うと、７月から新制度の契約

病気死亡

が開始されます。

交通事故で３日通院

継続手続きのご案内をお送りします。
今年はワンコイン共済を基礎とした新しい
共済制度への切り替えをおすすめする内容と

なお、給付は給付事由が起きた時に加入し
度新制度に切り替える方は、６月までに起き

健康給付（10年間入
院・休業の給付なし）
慶弔（結婚・出産…）

た共済事由については旧制度、７月以降は新

掛金の納め方

ている共済制度が適用されます。例えば今年

制度の各契約にもとづいて給付されます。

一子さん

１面の北海道・北見支部めぐみ会分会の団
体交渉を重ねて要求を少しずつ実現していっ
た活動は、たたかってこその組合の成果です
ね。介護報酬は引き下げとなりますが、声を
あげていかないと。

組織共済
200円
０円

ワンコイン共済
500円
3,750円

（対象外）

（＠750円×５日）

5,600円

42,000円

（＠200円×28日） （＠1,500円×28日）

０円

1,500円

（対象外）

（＠1,500円×１日）

３万円
０円

50万円
4,500円

（対象外）

（＠1,500円×３日）

０円
（対象外）

5,000円
担当者が集め
一括で送金

10,000円
０円（対象外）
個人預金口座
より引き落とし

（65歳以上の方はこの表と異なります）

麻衣さん

めぐみ会分会の春闘に元気づけられまし
た。アンケートで組合員の声を拾いあげ、あ
きらめずにたたかい、法人を動かして要求を
実現。前進できたことはほかの分会の活動の
励みになりますね。職員の過半数が加入して
いるという数の力の大きさも伝わってきまし
た。

６月には東海地本25周年レセプション
東海地本・東部地域療育センターぽけっと分会
太田 豊さん

⑱⁝⁝の上にも３年

⑲﹁○○○の一本松﹂

○○の地

㉑足を踏み入れていない○

㉓転ばぬ先の⁝⁝

間

㉔日本とハワイだと約 時

２８４号︵２０１５年２月

号︶の答えと当選者

これまで入っていた組織共済より 300 円も

⑯桜の咲く季節

⑰⁝⁝が張った人のことを

食いしん坊という

⑲⁝⁝から風が吹くと寒い

⑳好み︒⁝⁝のいい服

㉒伝言︒声明書︒挨拶

㉕血液の色

㉖胃から出る消化液

㉗サード︒⁝⁝手

人でした︒

答えは﹁エホウマキ﹂で

した︒応募は

抽選により︑次の方々に図

暁子さん

書カードを送ります︒

野垣

豊さん

18

Q. 掛金が高くなるワンコイン共済は、ちょっ

６月までの１年単位の契約です。毎年「継続

大阪地本・つばさ分会 井之浦

大阪地本・コスモス分会 山田

制度改正⑦
「掛金と給付内容Q.andA.」

♪共済加入者のみなさんへ♪

たたかってこその組合の成果

確かな前進は他の分会の活動の励みに

■タテのカギ

①地球を包んでいる気体

②小学生が背負います

③山のてっぺん

④﹁ふるさとの⁝⁝なつか

太田

︵ 東京地本・阿佐谷保育園分会︶

︵東海地本 ・ 東部地域療育

秀樹さん

センターぽけっと分会︶

酒井

︵大阪地本・聖森会分会︶

17

︻解き方︼二重ワクの文字

を︑Ａ〜Ｆの順に並べてで

きる言葉はなに？

■ヨコのカギ

⑥超満員の⁝⁝電車

し停車場﹂と啄木

⑨動物の病気を診察

① 夜になると怖がる子ども

④ 見事︒⁝⁝ピッチング

⑪雨が降り続く季節

⑤大きな石です

⑦⁝⁝を天に任せる

⑭昨年ヒットした米倉涼子

も

⑧ 工具のドライバーです

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▶５月15日
発表▶2015年６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

り

です︒子どもが成長して

⑩ ロケットが⁝⁝に乗る

応 募 方 法

え

中学生の職場体験で小

いく姿を目の当たりにし

主演のドラマ﹃⁝⁝Ｘ﹄

⑮散歩の時は⁝⁝ウェア

F

由里子さん

２月号の春闘統一要求の項目と解説を読ん
で、分会でもたくさん話して要求書を提出し
ました。少しずつでも環境をよくして働きつ
づけられる職場に。いつも「福祉のなかま」
を読んでパワーをもらっています。

山登り、マリンスポーツなど、自
然の中で体を動かすことが好きで
す！自然の中で心も身体もリフレッ
シュしています！

⑫スズランは⁝⁝科の花

Ｅ

⑯エジソンは⁝⁝王

Ｄ

⑬緯度が零度

⑮万年も生きる？

答え

Ｃ

今井 惠莉子

さな子どものかわいさ︑

て保護者と共に喜びあ

広島支部・なかよし分会 熊谷

１９８９年生まれ
山梨県社会福祉労働組合・
さくらんぼ分会

素直さにふれ︑保育士と

い︑自分自身も多くを学

て支援新制度が施行さ

いう職業にあこがれてこ

れ︑大きく変わっていき

びつづけられることは︑

山々に囲まれ︑柿畑・桃

ます︒保育者︑保護者が

の仕事に就きました︒こ

畑の豊かな自然環境のな

仕事のやりがいだと思っ

かでのびのびと保育がで

安心して働くことがで

の春で５年目になる保育

きることに喜びを感じて

き︑子どもたちが健やか

４月から子ども・子育

います︒人間としての土

に成長できる環境を整え

ています︒

台をつくる乳幼児期の大

ていけるよう︑仲間とが

富士山や南アルプスの

切な保育にかかわること

んばっていきます！

士です︒

で大きな責任のある仕事

統一要求の解説を読んで要求書を提出！

子どもの成長を喜びあって学んでいきたい

Ｂ

⑧

２月号を読んで

柿畑・桃畑 豊かな自然でのびのびと

A

2015年４月号

昨年６月からの開所に合わせ５月に結成総
会をし、分会を立ち上げました。健康で生き
生きと働き続けられるように仲間づくりを大
切にしていきたいです。東海地本は６月に25
周年の記念レセプションをおこないます。組
合員も1000人に近づいてきたところですが、
私保労から福祉保育労と共に歩んできた組合
員も初心に返り、また力を出していきたいで
す。

った!!
入ってて 良か
仕事中にケガをし、１か月近く休まざるを得な
くなりました。労災手続きをしてもらい、治療費
は全額労災から出たのですが、休業保障は８割し
かなく、最初の３日間は何も出なかったので、生
活費に困りました。そんな時、分会が組織共済に
入っていたので、そこからお金が出ると知り、大
変うれしく思い、元気が出ました。分会では一時
は組織共済に加入するのをやめようという話も出
ていたけど、入っていてほんとうに良かったと思
いました。
（兵庫県

はとのさと分会共済会
ペンネーム Ｉ・Ｔさん）

は
詳しく
共済
ンフを
総合パ
ださい
ご覧く
！

