「社会福祉法等の改正に対する緊急請願書」
【請願項目】
１．社会福祉法人に対し、あらたな「地域公益活動」の義務化はおこなわないこと。生活困窮者
への支援など、現行施策の対象となっていない諸課題は、公的制度の拡充で対応すること。
２．憲法２５条（生存権規定）に基づいて、継続的・安定的に社会福祉事業の運営ができる十分
な財源を確保して、介護・障害福祉の報酬や保育・子育て支援の公定価格を引き上げること。
３．社会福祉施設職員等退職手当共済制度への公費助成の対象を拡充すること。障害者施設・事
業、保育所への公費助成を廃止しないこと。

署名いただいた団体（2015 年 4 月 22 日事務局集約分）
【北海道】NPO 法人ひどり窓 一般社団法人旭川翔輝会就労継続支援 B 型事業所かがやき工房
（５）

社会福祉法人あかしあ労働福祉センター 社会福祉法人札幌東勤労者医療福祉協会
ひかり工房

【青森県】福祉保育労青森支部

福祉保育労青森支部如月分会 福祉保育労青森支部きんたろう分会

（４）福祉保育労青森支部さくら園分会
【岩手県】岩手県社会福祉労組南仙北分会
（１）
【宮城県】社会福祉法人太陽の丘福祉会 デイサービスセンター木の実 介護老人福祉施設十符風の根
（３）
【山形県】特別養護老人ホームなごみの里
（１）
【茨城県】社会福祉法人翠清福祉会
（１）
【群馬県】風の子保育園

社会福祉法人コスモス福祉会コスモス保育園 社会福祉法人太陽福祉会

（１７） 社会福祉法人山びこ会

社会福祉法人山びこ会ももの木保育園

つくしんぼ保育園

福祉保育労群馬支部 福祉保育労群馬支部あゆみ保育園分会
福祉保育労群馬支部おひさま飯塚保育園 福祉保育労群馬支部おひさま飯塚保育園分会
福祉保育労群馬支部おひさま倉賀野保育園分会 福祉保育労群馬支部風の子保育園分会
福祉保育労群馬支部コスモス保育園分会 福祉保育労群馬支部つくしんぼ保育園分会
福祉保育労群馬支部はと分会 福祉保育労群馬支部はと分会（第 2 はと）
福祉保育労群馬支部ももの木保育園分会
【東京都】社会福祉法人ネット十二月 社会福祉法人ひばり福祉会
（２０） 社会福祉法人ひばり福祉会集いの家 社会福祉法人ひばり福祉会作業所スクラム
社会福祉法人ひばり福祉会むさし結いの家

社会福祉法人ひばり福祉会わかたけ作業所

ひばり福祉会後援会
全国福祉保育労働組合

福祉保育労東京地本北足立支部紫磨園分会

福祉保育労東京地本城東支部 福祉保育労東京地本城東支部あおやぎ保育園分会
福祉保育労東京地本城東支部厚生館保育園分会
福祉保育労東京地本南多摩支部つるかわ学園分会

福祉保育労東京地本城東支部江戸川たんぽぽ保育園分会
福祉保育労東京地本調駒府中支部多摩同胞会分会
福祉保育労東京地本なんぶ支部

福祉保育労東京地本なんぶ支部なかよし保育園分会

福祉保育労東京地本西多摩支部みずほひじり保育園分会
寄合所あおば八国苑 白十字あおば相談センター
【千葉県】NPO 法人トライアングル西千葉

ここすも

（１２） デイサービスセンターやわら木苑 ななくさ
ホームヘルプサービスやわら木苑
やわら木苑居宅介護支援事業所

コスモス

ショートステイやわら木苑

ひまわり工房

やわら木苑ショートステイ五香

子すずめ保育園 特別養護老人ホームやわら木苑

【神奈川県】ＮＰＯ法人こぶしの会 地域作業所おだか

地域作業所第二おだか 小雀みどり保育園

（１５） 社会福祉法人ピヨピヨの会 社会福祉法人みのりの会

たんぽぽ共同保育所

全国福祉保育労働組合神奈川県本部 福祉保育労神奈川県本部小雀みどり分会みどり班
福祉保育労神奈川県本部瀬谷はーと分会 福祉保育労神奈川県本部ピヨピヨ保育園分会
福祉保育労神奈川県本部横浜市社会福祉協議会分会
福祉保育労神奈川県本部よこはま無認可保育所分会日吉みんなの保育園班
福祉保育労神奈川県本部緑陽苑分会 福祉保育労神奈川県本部小百合分会
【長野県】かわじデイサービスセンター
（５）

障がい者支援センター七和の里

デイサービスセンターおよりて

介護相談センターゆい

特別養護老人ホームゆい

【新潟県】社会福祉法人ゆうえい会 社会福祉法人坂井輪会 特別養護老人ホームなごみ荘
（３）
【静岡県】社会福祉法人たんぽぽ会たんぽぽ保育園 たんぽぽ保育園父母会
（７）

福祉保育労静岡地方本部

福祉保育労静岡地方本部静岡支部たんぽぽ保育園分会

福祉保育労静岡地方本部浜松支部たんぽぽ保育園分会
福祉保育労静岡地方本部浜松支部どんぐり分会 福祉保育労静岡地方本部ひよこ分会
【愛知県】麦の里 ＮＰＯあいち障害者センター ＮＰＯ法人福祉サポート滝ノ水
（１８１）ＮＰＯ法人愛知県難病団体連合会 愛高教障害児学校部
愛高教障害児学校部 大府特別支援学校
愛高教障害児部名古屋聾学校分会

一宮東特別支援学校分会

愛高教障害児学校部一宮聾学校分会

愛知医労連女性協

愛知県医療介護労働組合連合会

愛知県医労連青年協 愛知県高等学校教職員組合豊川特別支援学校分会
愛知県高等学校教職員組合港特別支援学校分会
愛知県高等学校教職員組合豊橋特別支援学校分会 愛知県国家公務関連労働組合共闘会議
愛知県社会保障推進協議会 愛知県生活と健康を守る会連合会 愛知県保険医協会
愛知県民主医療機関連合会 愛知県立佐織特別支援学校分会 愛知県労働組合総連合
愛知国民春闘共闘委員会
愛知民医連部会

愛知争議団連絡会議 愛知地域労働組合きずな

愛労連職員労働組合 愛労連女性協議会

愛労連パート・臨時労組連絡会

愛労連労働相談センター

愛労連青年協議会
愛労連ローカルユニオン

あおぞら保育園父母の会

いりなか・おおしま保育園後援会 いりなか保育園父母の会

医労連東海北陸ブロック

おおしま保育園父母の会 春日台特別支援学校分会

かもめ三ツ井分会 かもめ保育園を守る会

かもめ保育園父母の会

共同生活援助七色の麦

金融ユニオン東海支部愛知ブロック くまのまえ保育園職員会

くまのまえ保育園分会

グルーポホーム宝南の家 ケアハウスちあき

こぐま保育園父母の会

さくらんぼ保育所父母会 社会福祉法人ＴＵＴＴＩ

社会福祉法人エゼル福祉会 社会福祉法人さくらんぼの会

社会福祉法人さふらん会

社会福祉法人ともいき福祉会ケアハウスハートフル
社会福祉法人ともいき福祉会特別養護老人ホームぬく森
社会福祉法人みなと福祉会うろじの家 社会福祉法人清里

社会福祉法人千種福祉会

社会福祉法人朝日福祉会軽費老人ホーム朝日荘 社会福祉法人朝日福祉会いっぷくの里
社会福祉法人朝日福祉会朝日ディサービスセンター
社会福祉法人朝日福祉会特別養護老人ホーム朝日荘 社会福祉法人麦
社会福祉法人芳龍福祉会

社会福祉法人翔寿会ケアハウス「寿睦苑」

社会福祉法人恩賜財団愛知県同胞援護会特別養護老人ホーム春緑苑
社会福祉法人翔寿会老人ディサービスセンター「えんどう」 ショートステイちあき
デイサービスセンターちあき デイサービスなぐら 全国障害者問題研究会愛知支部
全日本年金者組合愛知県本部 全労連東海北陸地方協議会

特定非営利活動法人なかよし

どんぐり保育園運営委員会 どんぐり保育園職員会 なえしろ保育園
名古屋市職員労働組合

名古屋市水道労働組合 名古屋市立高等学校教員組合

名古屋特別支援学校分会

ひまわり保育園父母の会 めいほく保育園職員一同

福祉保育労東海地本荒畑もちの木保育室分会 福祉保育労東海地本かわらまち保育園分会
みなと医療生協労働組合

南区生活と健康を守る会 めばえ保育園

八事天白渓線・東山公園計画を考える会 ゆたか生活支援事業所あつた
ゆたか生活支援事業所なかがわ

ゆたか生活支援事業所みどり ゆたか通勤寮

ゆたか福祉会保護者連合会 ゆたか福祉会第２ゆたか希望の家 リサイクル港作業所
愛知県高等学校教職員組合障害児学校部

愛知県障害者児の生活と権利を守る連絡協議会

愛知肢体障害者こぶしの会 愛知肢体障害者こぶしの会名古屋支部
一宮の保育をよくする会

一宮の保育を考える会 一般社団あいち障害者自立支援協会

特定相談支援事業所「ベスト」

介護保険サービスセンターちあき

岩倉デイサービスセンターちあき

岩倉小規模多機能ホームちあき

株式会社マハロ
犬山さくら保育園

犬山市母子生活支援施設ｷﾙｼｪﾊｲﾑ 社会福祉法人なごや平和福祉会
社会福祉法人みのりの会

社会福祉法人ゆたか福祉会

社会福祉法人ゆたか福祉会つゆはし作業所

社会福祉法人ゆたか福祉会デイサービス宝南

社会福祉法人ゆたか福祉会トライズ 社会福祉法人ゆたか福祉会なるみ作業所
社会福祉法人ゆたか福祉会ふれあい作業所

社会福祉法人ゆたか福祉会みのり作業所

社会福祉法人ゆたか福祉会ゆたか希望の家

社会福祉法人ゆたか福祉会ﾜｰｸｾﾝﾀｰﾌﾚﾝｽﾞ星崎

社会福祉法人一宮乳児福祉会 社会福祉法人春日井福祉会第二そだち保育園
社会福祉法人犬山福祉会

社会福祉法人新瑞福祉会あさがお学童保育所

社会福祉法人新瑞福祉会こすもす保育園 社会福祉法人新瑞福祉会さざんか保育園
社会福祉法人新瑞福祉会たんぽぽ保育園

社会福祉法人西三河子供の家第二こぐま保育園

社会福祉法人新瑞福祉会ななくさ保育園 社会福祉法人西尾こどもの家くさの実保育園
社会福祉法人新瑞福祉会障害児相談支援事業所あさがお
社会福祉法人新瑞福祉会第 2 あさがお学童保育所
社会福祉法人西三河子供の家こぐま保育園

社会福祉法人新瑞福祉会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽあさがお

社会福祉法人西三河子供の家こぐま保育園職員一同 社会福祉法人池内福祉会
社会福祉法人池内福祉会池内わらべ保育園
社会福祉法人熱田福祉会

社会福祉法人天白福祉会あおぞら保育園

社会福祉法人熱田福祉会けやきの木保育園

社会福祉法人尾張健友福祉会 社会福祉法人尾張建友福祉会
社会福祉法人名南子どもの家 社会福祉法人名南子どもの家あいかわ保育園
社会福祉法人名南子どもの家くるみ保育室

社会福祉法人名南子どもの家ほしざき保育園

社会福祉法人名南子どもの家さわやかヘルパー星崎
社会福祉法人名南子どもの家デイサービス星崎
社会福祉法人名南子どもの家みよし保育園

社会福祉法人名北福祉会

社会福祉法人名南子どもの家星崎居宅介護支援事業所

社会福祉法人緑の丘福祉会

社会福祉法人緑の丘福祉会さくらんぼ保育所 社会福祉法人杁中福祉会いりなか保育園
社会福祉法人杁中福祉会いりなか保育園 社会福祉法人杁中福祉会おおしま保育園
春日井福祉会分会 障害者とともに歩む麦の会 清明山保育園 赤ちゃんの家さくらんぼ
千種区待機児童を考える会 第二めいほく保育園職員会
天使みつばち保育園父母会 田代保育園

天使みつばち保育園うみ組

藤が丘デイサービスセンター

特定非営利活動法人夢工房 特別養護老人ホームちあき

特養ちあき第二

宝南指定居宅介護支援事業所 名北福祉会第二めいほく保育園 名北福祉会を支える会
名北福祉会歳暮医療センターくさのみ保育所 有限会社樹舎
緑の丘福祉会ひまわり保育園 福祉保育労東海地方本部けやきの木分会
福祉保育労東海地方本部こぐま分会 福祉保育労東海地方本部昭天瑞支部池内わらべ分会
福祉保育労東海地方本部千種名東支部どんぐり保育園分会
福祉保育労東海地方本部千種名東支部清明山分会
福祉保育労東海地方本部尾張支部犬山さくら分会 福祉保育労東海地方本部名市大分会
【岐阜県】特定非営利活動法人あおぞら会
（１）
【滋賀県】NPO 法人滋賀労働相談センター
（１６） 滋賀県自治体労働組合総連合
滋賀自治体一般ユニオン

滋賀県公立高等学校教職員組合

滋賀県労働組合総連合

滋賀県労連・滋賀一般労組

滋賀自治体管理職ユニオン

社会福祉法人おおつ福祉会

全教滋賀教職員組合 日本国民救援会滋賀県本部
福祉保育労滋賀支部第一びわこ学園分会 福祉保育労滋賀支部わらべ保育園分会
福祉保育労滋賀支部 福祉保育労滋賀支部大津支援センター分会
福祉保育労滋賀支部第二びわこ学園分会 福祉保育労滋賀支部わたむきの里分会
【京都府】伊根在宅介護支援センター 伊根デイサービス

亀岡福祉会保護者会

（１０） 経費老人ホームケアハウス福寿荘 社会福祉法人亀岡福祉会 社会福祉法人はるの里
社会福祉法人亀岡福祉会かめおか作業所 特別養護老人ホーム長寿苑
小規模多機能型居宅介護支援事業所おきなぎの家 生活介護事業所はるの里
【大阪府】あいらぶ家族会 あいらぶ工房
（１９） グループホーム樹の実

あいらぶフレンズ会

アクティビティセンターひびき

さくら苑 さくら保育園 サンプレイスひびき

支援センターひびき 社会福祉法人ひびき福祉会
全国福祉保育労組大阪地方本部大阪聴覚障害者福祉会分会あいらぶ工房班
ハイワークひびき ひびき家族会
ワークセンターひびき

ひびき後援会 ひびきヘルパーステーション

社会福祉法人こばと会 社会福祉法人ひびき福祉会鴻池ハイツ

特別養護老人ホームいのこの里
【兵庫県】（株）セルフサポート

あぜくら相談支援事業所わごん

尼崎あぜくら作業所

（１４） 尼崎あぜくら作業所分場 きょうされん兵庫支部 ぐりぃと

公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会はりまふくろうの家

就労継続支援事業 B 型だんだん

社会福祉法人あぜくら福祉会あぜくら生活支援センター

生活介護事業つくしんぼ

社会福祉法人あぜくら福祉会上坂部なかまの家 社会福祉法人甲山福祉センター甲寿園
社会福祉法人かがやき神戸多機能型なでしこの里 社会福祉法人ゆうわ福祉会北むつみ
【和歌山県】福祉保育労和歌山支部 福祉保育労和歌山支部作業所分会
（３）

福祉保育労和歌山支部ふたば作業所分会

【岡山県】あゆみ保育園保護者会
（５）

社会福祉法人あゆみ会

社会福祉法人あゆみ会あゆみ保育園

福祉保育労岡山支部 福祉保育労岡山支部あゆみ保育園分会

【山口県】福祉保育労こぐま保育園分会
（１）
【島根県】就労継続支援 A 型事業所ビストロ庵タンドール
（１３） 特定非営利活動法人プロジェクトゆうあい

相談支援事業所ジョイ

ナーシングセンターひまわり

福祉保育労島根支部おおつ保育園分会 福祉保育労島根支部こばと保育園分会
福祉保育労島根支部虹の子分会

福祉保育労島根支部ひまわり第 1 保育園分会

福祉保育労島根支部ひまわり第 2 保育園分会

企業組合労協しまね事業団

社会福祉法人ふらっと従業員互助会 全日本建設交運一般労働組合（建交労）島根県本部
全日本建設交運一般労働組合（建交労）島根県本部大田支部
【愛媛県】共同作業所なかよし村
（８）

共同作業所なかよし村保護者会

社会福祉法人紡ぎの里

社会福祉法人紡ぎの里共同作業所なかよし村利用者自治会いちごの会
社会福祉法人紡ぎの里後援会 社会福祉法人でふか今治市さざなみ園
なかま共同作業所家族の会 なかま共同作業所後援会

【高知県】社会福祉法人土佐福祉会
（１）
【福岡県】工房陶友 障害福祉サービス事業所就労継続支援 B 型いきいき工房 陶友親の会
（８）

特定非営利活動法人なおみの会
福祉保育労福岡地方本部

【長崎県】社会福祉法人健友会

福祉作業所そら

福祉保育労九州ブロック協議会

福祉保育労福岡地本福岡支部

社会福祉法人春風会

有限会社長崎健康企画

（３）
【大分県】社会福祉法人希望の森

社会福祉法人夢ひこうせん 福祉保育労夢ひこうせん分会

（３）
【熊本県】社会福祉法人みどり福祉会地域活動支援センターあい
（３）

特別養護老人ホームたくまの里

【鹿児島県】特定非営利活動法人ゆいネット輝北
（１）

総計３８４団体

社会福祉法人くまもと福祉会

