野党５党が月額５万円UPの保育士等処遇改善法案を提出

手当が支払われないな
ど︑法令違反の職場が多

福祉保育労は︑民間の

す︒募集しても人がこな

・ 重労働となっ ていま

働条件の改善が欠かせま

いくためには︑賃金・労

いを感じ︑働きつづけて

に改善させたり︑一方的

労働基準法を上回る条件

違法実態をただしたり︑

職場に組合があれば︑

す︒福祉職場には︑おか

や法律で保障されていま

渉をする権利などは憲法

て活動する権利︑団体交

きます︒労働組合に入っ

憲法 条にもとづく﹁福

祉の増進義務をうたった

生活を営む権利と国の福

織です︒健康で文化的な

で構成する唯一の全国組

があり︑幅広い福祉分野

ちた﹂だけでな

は︑
﹁保育園落

ツイッターで

えずに厳しさを受け入れ

祉は権利﹂を掲げ︑その

めたの私だ﹂

﹁介護士辞めた

の私だ﹂という共通のキー

ワード︵ハッシュタグ︶を

つけて︑労働実態の厳しさ

を発信しあう動きが広がっ

実現をめざしています︒

あいつぐマスコミ報道

てただ働くしかないワン

マン運営も少なくありま

せん︒職場の悩みや改善

た︒

額や制度改善が実現すれ

定されています︒予算増

自治体の制度によって規

社会福祉事業は︑国や

合です︒

つなげられるのが労働組

な要求を出して︑改善に

体制︑設備などさまざま

賃金や手当︑休憩︑休暇︑

﹁あさイチ﹂﹁クローズア

ど新聞社のほか︑ＮＨＫ

いでいます︒朝日新聞な

材や問い合わせがあいつ

からはマスコミからの取

すめるなかで︑特に昨秋

めて署名などの運動をす

む人材確保対策などを求

す︒大幅な処遇改善を含

める声が高まっ ていま

るようになり︑改善を求

手の厳しい待遇が知られ

保育士など福祉の担い

して残る︒職場を労使関係

外側からは見えない問題と

げ法案が通ったとしても︑

超長時間労働は︑仮に賃上

い︒異常なワンマン運営や

こぼされることが少なくな

福祉保育労に寄せられる

生まれた変化

ば︑私たちの賃金・労働

ップ現代﹂︑ＴＢＳ﹁ＮＥ

の労働組合があるとは知り

ませんでした﹂
﹁もっ と早

く存在を知っていたら﹂と

で改善させながら︑社会に

理解と共感を求め︑政治に

抜本対策を迫っ ていくに

は︑
組合の力が欠かせない︒

昨夏︑憲法違反の戦争法

渉をおこなっています︒

︵地方本部・支部︶が交

治体に対しても地方組織

どを求めるとともに︑自

善︑人員増︑法令遵守な

生労働省に大幅な処遇改

あげながら働きつづけて

かまといっしょに︑声を

います︒全国の福祉のな

絶好のチャンスを迎えて

策が政治の課題になり︑

福祉労働者の処遇改善

容が報道されています︒

組でも︑取材協力した内

こたえる﹁コレだ！﹂とい

成立に抗議する﹁民主主義

前身の組織が生まれて

︵民谷︶

て何だ？﹂の疑問や期待に

タ ー ト し た︒﹁ 組 合 の 力 っ

矛盾が交錯する新年度がス

渡った︒仕事のやりがいと

のコールが国会前から響き

っ て何だ？﹂
﹁コレだ！﹂

年以上︑福祉保育労の

う声を自分の言葉であげて

年以上の歴史

いこう︒

制度の改善を求めて

労 働 相 談 で は︑﹁ 福 祉 職 場

条件の改善と利用者の権

ＷＳ ﹂などのテレビ番

国や自治体の

利保障が前進します︒厚

点をみんなで出しあい︑

く︑
﹁保育士辞

しいことをおかしいと言

高宮信一･作

﹁人を支える仕事がしたい﹂﹁目の前の笑顔

やりがいはあるのに

保育所や高齢者施設︑障

い︑せっかく勤め始めて

労働実態は厳しく⁝

害者・児施設︑児童養護

も辞めてしまうなど︑人

く︑福祉職場では低賃金

施設など︑社会福祉事業

材の確保・定着が困難に

職場に

なってきました︒

に働くなかまの労働組合
です︒
子どもたちや高齢者︑
障害者などのいのちと生

せん︒ところが︑そもそ

な労働条件の引き下げを

労働組合があれば

もの賃金が安い︑休憩が

ストップさせたり︑経営

活を支える仕事にやりが

とれない︑仕事が８時間

側と対等に団体交渉がで

？

それしか持ってないの

を守りたい﹂
﹁生き生きと働きつづけていきた
い﹂⁝︒そんな思いを胸に福祉職場で働いてい
るみなさんの力になるのが福祉保育労です︒い
ま︑保育や介護の仕事と職場に対して社会の関
心がかつてないほど高まり︑マスコミ報道も相
次いでいます︒全国のなかまといっしょに﹁福
祉は権利﹂を掲げ︑賃金・労働条件の改善︑よ
りよい職場づくりを迫っていきませんか︒

福志朗先生

げて
がらメッセージをかか
※ボルダリングをしな

東海
ぽけっと分会
東部地域療育センター
さん（左）
佳子
立木
齋藤 友紀さん（右）
）
（障害児療育通所施設

制度改善を求めて厚生労働省交渉

で終わらない︑超過勤務

25

23

いきましょう︒

結成から

30

る仕事を
やりがいのあ
い職場へ
、
けて よりよ
みんなでつづ
福祉職場には
が必要じゃ！
労働組合の力

ようこそ！
へ
福祉保育労
発行責任者／多久和令一
2016年４月５日発行

３・17全国統一行動 処遇の
改善求めて堺市役所前で宣伝

60

になり、みん
法人内で異動すること
ためて分会の
なに支えられて、あら
がりが
組合員と同期とのつな
た。
まし
感じ
大事だと
がって、
この思いがみんなに広
が
保育
いい
気に
もっと元
！
うに
るよ
でき
〒111‑0051 東京都台東区蔵前4‑6‑8サニープレイスビル5FA
TEL 03‑5687‑2901
（代）FAX 03‑5687‑2903
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ツィッター @fukuho̲info

月９〜11万円低い賃金実態のもとで、それで
は事態の改善につながらないとの批判が広が
あるという声が日増しに高まっている。３月

った。再検討され、月５万円を引き上げる法
に入って民主党は月額１万円を引き上げる法

案を野党５党が共同で提出した。その実現と
案を提出する意向だったが、全産業平均より

福祉職全般への対象の拡大を求めよう。

2016年
４月号
第297号
全国福祉保育労働組合

待機児問題の背景に保育士不足があり、そ

の要因の低賃金・重労働を改善させる必要が

③

福祉のなかま

第297号

﹁保育園落ちた日本

はいえ︑野党五党の共

によって否決されたと

・公明・おおさか維新

間で終わらない仕事﹂

福祉職場では﹁８時

心事となっています︒

が広がり︑国民的な関

義は大変大きなものが

ーン﹂を成功させる意

る﹁組織拡大キャンペ

ら６月までとりくまれ

みんなで集まって語って職場
づくりができるのが労働組
合。働く仲間と楽しく、手応
えを共有できる活動を広げて
いきたい！

非正規労働者はもとよ

り︑すべての職員を対

象に福祉保育労共済の

魅力も伝え︑組合加入

を訴えましょう︒

この春で社会人２年目の私
は、組合で 働くということ
について、たくさん学ばせて
もらってます。

組合の力って

コレだ！

労働組合が
あって
と
こ
た
っ
か
よ

園外の人とも交流する機会も
多くなり、いろいろ勉強にな
ります。私ももっとがんばら
なければいけないな〜と思っ
ています。

保育士として働くなかで共通
の悩みを話しあえるのは、組
合のみんながいるから。働く
ために何が大切か、働くとは
どういうことなのか、とても
勉強になります。

みんなのメッセージ
宮城
高橋

あゆみ分会
麻弥さん（保育所）

東京
成城つくしんぼ保育園分会
小園 隆司さん（保育所）

不利益変更を強行した理事会
との闘争を経て、現在は対等
な労使関係を築いています。
権利があっても闘わなければ
守られません。闘ってこそ組
合！

北海道 めぐみ会分会
渡辺 美子さん
（特別養護老人ホーム）

兵庫
水田

声をあげてもなかなか実態の改
善につながらない状況もあるけ
ど、力を合わせてがんばれる。
支えあえることがこれ以上にな
い力になっている実感がある。

②

チカラ

茨城 島名杉の子
保育園分会
清田 ありささん
︵保育所︶

死ね ﹂の母親ブログ

同で介護・障害分野の

あります︒新しい仲間

﹁すべての職場で １

経験は活かしつつ、普段の
自分＝男・女・立場・何を
してきた等を、はずして接
する。それが組合 ! !

社会保障・社会福
祉は国の責任で！
５月
●１日
（日）
メーデー
●３日
（祝）
憲法集会
●６日
（金）
国民平和大行進スタート
●12日（木）
中央行動
（午前に各種別の厚生労働省交渉を予定）

社会保障・社会福祉は国の責任で！
憲法25条を守る５・12共同集会
（東京・日比谷野外音楽堂）
●21日（土）
第22回社会福祉研究交流集会
（〜22日・北海道）

●12日（日）
福祉保育労全国代表者会議
（予定）
●18日（土）
〜19日
（日）全国保育部会
第25回学習交流集会 IN 兵庫

保育制度もですが、現
場の私たちの働き方、
給 与 … 大 変 で す。 で
も、みんながいるから
がんばれます！
福島
渡辺

さくら保育園分会
美香さん（保育所）

憲法25条を守る５・12共同集会

５月12日、12時30分から東京・日比谷野外音楽堂で、幅広い共
同集会が開催されます。福祉保育労として、これまで広げてきた
共同の輪をさらに大きくしようと、事務局団体に加わって準備を
すすめ、独自に300人の目標を掲げて参加をよびかけています。

すべての職場で１人以上
全体で2000人の新規加入をめざして
３月６日 組織・共済拡大全国交流集会

105人の参加で
法令遵守ができる制度実現を迫る
３・７中央行動

国会議員会館内

か りん

作家の雨宮処凛さんや精神科医で立教大学教授の香山リカさん
など 12 人が呼びかけ人になっています。
「高齢者、障害者、子ど
も、生活困窮者など、社会的支援を必要とする人の基本的人権が
おびやかされている情勢のもとで必要なことは、憲法の基本的人
権の理念に基づき、国の責任で社会保障・社会福祉の制度を拡充
し、十分な予算を確保していくこと」などと訴えています。多く
の参加で集会を成功させ、制度改善を実現させましょう。

呼びかけ人

６月

岩手
南仙北保育園分会
澤口 里美さん︵保育所︶

下境分会
恭亮さん︵保育所︶

今の賃金では、この先長く働いていけ
るか不安でいっぱい。福祉で働く人た
ちが安心して長く働けるような賃金を
組合で実現するぞ！

画・ニムラ

組合に入って２年目！
組合活動に積極的に参
加し、勉強しています。

神奈川 横浜市社協分会
辰田 充さん
︵社会福祉協議会・
老人福祉センター︶

いかり共同作業所分会
瞳さん︵障害者施設︶

福岡
大津

96

案・タミヤ

不安なことや改善した
いことをみんなで共有
し、やりがいのある仕
事を楽しく長く働いて
いけるように力を出し
あえる ! !

つくし会分会
奈緒さん︵保育所︶

に端を発した反響が大

﹁賃金不払い残業﹂﹁休

を迎え入れることは︑

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）

のぞみ分会
絵菜さん
（保育所）

滋賀
宮武

きく広がり︑野党五党

賃金を月６０００円か

憩が取れない﹂など法

「福祉は権利ニュースマガジン」の発行や宣伝用ノ
ボリ旗、横断幕の作成など、「福祉は権利」をみん
なの一歩で展開する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。

石川
小林

みんなで団結して意見を出
してきたからこそ、今があ
る！これからもがんばって
いきたい！

こぶし中央分会
奈々さん︵保育所︶

によって保育士等処遇

ら１万円引き上げる人

人以上︑全国で２００

０人以上の仲間を迎え

入れよう﹂が春闘方針

です︒

組合の力を﹁つなが

る場﹂
︵３月号１面参

照︶を通じて伝えまし

ょう︒流れは確実に来

ています︒チャンスを

確実に組合拡大に結び

つけ︑強く大きな福祉

保育労をみんなでつく

りましょう︒

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

いろいろな方々の意見を聞くこと
ができ、とても勉強になっていま
す。仲間がいることで悩みを共有
してがんばろうと思えます。

高陽なかよし保育園分会
智子さん（保育所）

香川
中川

改善法案が共同提出さ

要求実現に向けた確か

な力となるばかりでな

律違反の実態が広がっ

ています︒法令違反の

く︑仲間が増えること

材確保法案も提出され

実態を根絶するために

自体が私たちの喜びで

れました︒また︑自民

新聞やテレビなどマ

は︑処遇改善︑とりわ

もあります︒また︑新

ました︒

スコミからの取材依頼

しい組合員が増えるこ

とで︑職場に新たな風

け大幅賃上げと職員の

福祉保育労の出番で

が吹き︑組合活動の活

増員が不可欠です︒

す︒福祉労働者の処遇

す︒その存在意義を示

性化につながります︒

が連日のように福祉保

の厳しさが知られ︑人

せる情勢です︒３月か

育労に寄せられていま

材確保対策を求める声

組合の力を伝えて新しい仲間を迎え入れよう
︱組織拡大キャンペーン︱

!!!

広島
渡辺

2016年４月号

雨宮処凛（作家・反貧困ネットワーク世話人）
、伊藤真美（花の谷クリニック院長）
、井上英
夫（金沢大学名誉教授・生存権裁判全国連絡会会長）
、荻原博子（経済ジャーナリスト）
、落
合恵子（作家・クレヨンハウス主宰）
、金子勝（慶応大学教授）
、香山リカ（精神科医・立教
大学教授）
、川嶋みどり（日本赤十字看護大学名誉教授）
、竹下義樹（弁護士・全国生活保護
裁判連絡会事務局長）
、堤未果（ジャーナリスト）
、尾藤廣喜（弁護士・生活保護問題対策全
国会議代表幹事）
、本田宏（NPO法人医療制度研究会副理事長）

各地から38人が参加し、基調報告と共済会

「福祉職場の労働実態と改善の視点」の学

からの報告をうけ、
「組合の力」を示す５つの

習で８時間で終わらない実態などを共有し、

プレゼン企画へ。５分映像、東海地本・臨パ

厚労省労働基準局との交渉で法令遵守の実現

部会の動画、
クイズ、
寸劇、
共済学習を踏まえ、

を迫りました。
「福祉拡充」共同署名の紹介

「共済、ここがすごいんじゃない？」などを

議員の要請行動のあと、 全体で８万 2069 筆

テーマにパネルトークで交流を深めました。

（福祉保育労６万2937筆）提出しました。

福祉のなかま

第297号

2016年４月号

さん

り込まれ？ ︵笑︶︑ ずっ

きょう こ

と保育士を夢見てきまし

響子

卒園式で﹁なかよし保

た︒念願かなって働きだ

ふた み

育園の先生になる！﹂と

して丸２年︑大変なこと

二見

将来の夢を発表して以

北海道地本・あかしあ分会 五十嵐

１９９３年生まれ
広島支部・なかよし保育園分会

来︑育った園で働きたい

も多いけど︑かわいい子

多くの力を集めて制度を動かすぞ！

カラオケ︑お肉を食べること︒
恥じらっていた１人ご飯も今で
はへっちゃら！平日休みは１人
で焼き肉などに行っています！

と思ってきました︒小さ

どもたちに囲まれて毎日

登山にお花見︑おいしい

い子が大好きで︑いろん

ものを食べに行ったり︑

いっしょに学んだり︑

代︒当時の先生たちから

組合活動も盛んな我が

楽しく過ごしています︒

は﹁響子は先生みたいじ

なクラスにお邪魔しては

ゃねぇ︒大きくなったら

園︒ともに学び︑ともに

お世話をしていた年長時

なかよし保育園で働いて

楽しめる組合です︒これ

からは私たちフレッシュ

チームが盛り上げていき

ます︒がんばるぞ！

ほしいわぁ！﹂とよく言

﹁保育園の先生に向い

われていました︒

ているんだ！﹂と半ば刷

２月号を読んで

育った保育園で働いて２年

︻解き方︼二重ワクの文字

○ケガ（骨折など） ○メンタル疾患
○異常妊娠・出産

加入手続きは簡単♪
重要事項説明書を読み、
「加入申込書+口
座振替依頼書」に記入・捺印して、共済会宛
に郵送すればOK！（詳細はパンフ参照）

老後の生活を守る
「年金共済」
春の募集中
締め切りは５月15日共済会必着です。

給付例﹀

もうすぐ組織共済加入者にお得な加入特典
が終了！
「ワンコイン共済」
に急いで加入を！
①初回掛金500円OFF
②
「組織共済の給付ない歴」
を加算できます※１
加算できるのは今回だけ!!!締切６月30日！
（新規加入は65歳未満の組合員に限ります）

︿ワンコイン共済

組織共済に加入されていたみなさんへ

となっています。年々労働環境の厳しさが増し
ているせいか、給付の件数も、若い人への給付も
増加傾向にあります。また、福祉職場特有の腰痛
・けい頚腕症候群、インフルエンザの請求も一定
数あります。
休業給付もついている「ワンコイン共済」に加
入して、病気のリスクにしっかり備えましょう！

月額掛金

500円

インフルエンザで
５日間休業

3,750円
（＠750円×５日）

切迫流産で28日間入院

42,000円

⑯ホテルや空港のロビー

⑱勝って増える⁝⁝星

⁝マン

⑳アンパンマンの敵は︑⁝

福祉保育労共済で給付が多い３大疾病は

福祉保育労共済は、組合員同士が助け合って生
活を守るためのとりくみです。
非営利・公開で運営され、掛け金は、必要経費
を除いてすべて組合員への給付金に使われます。

「低すぎる賃金」より低い…
でも、粘り強く私たちも！
匿名さん

大阪地本・穂積福祉会分会 馬場

名は﹁ペア茶わん﹂

⑮苦労すると増える？

⑰頭にかぶります

㉑地球を包んでいます

⑲商品が並んでいます

㉑有罪を色で言うと？

㉕沈黙は⁝⁝雄弁は銀

㉓花粉症の人の必需品

⁝飛行﹂

る人

㉗絵を描くことを職業にす

㉒米米ＣＬＵＢの名曲﹁⁝

㉔４月の旧名

㉖あらかじめ仕組んだ展開

２９５号︵２０１６年２月

号︶の答えと当選者

人でし

答えは﹁リュウヒョウ﹂

た︒抽選により︑次の方々

で し た︒ 応 募 は

やりがいも、病気のリスクも大きい
福祉職場

こんにちは 福祉保育労共済会です

福祉労働者だけでなく、障害のあるなかま
も制度改悪でたいへんになっています。４月
から新任職員も入るため、組合主催の学習会
を 企 画 し て 組 織 拡 大 を め ざ し、 多 く の 力
（人）で制度を動かしていきたいです。

利用者対応も労働時間に
㉘金・銀・白金など

㉙映画⁝⁝︒図書⁝⁝

■ タテのカギ

①なま麦⁝⁝なま卵

②コンパスで描きます

結里さん

に図書カードを送ります︒

石川

③油を英語で

④トゲのある木に咲く

志乃さん

︵ 埼玉県本部・どんぐり分会︶

神奈川県本部・ピヨピヨ保育園分会︶

石阪

矢田百合子さん

︵

⑤アサリやハマグリが採れ

ます

⑥最後︒⁝⁝オーダー

⑧チンすると早いよ

14

を︑Ａ〜Ｅの順に並べてで

きる言葉はなに？

■ヨコのカギ

①種から稲を育てる⁝⁝床

③諏訪大社のお祭

⑦桜は開花から約１週間で

この状態になります

⑨首都はビエンチャン

答えと「福祉のなかま」の気になった記事の感
想、近況などを添えて、ハガキかＦＡＸ、メール
で送付ください（地方組織・分会、氏名、住所明
記）。紙面やホームページ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▶2016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

︵ 福岡地本・つくしの里分会︶

応 募 方 法

⑩居るのに居ないふり

Ｅ

⑪お皿が回る店もある

Ｄ

⑭ほのかにかすんだ月

Ｃ

⑫⁝⁝は一代︑名は末代

⑬ ⁝⁝茶わんの最近の呼び

答え

Ｂ

理恵さん

１面の群馬支部はと分会の記事に、
「低す
ぎる賃金」とありましたが、私の職場はもっ
と低賃金。団体交渉の度に落ち込みますが、
粘り強く続けていくことが大切なんだなぁと
記事を読んで思えました。私たちもかしこく
なって、いろんな方法で働きかけていきたい
です。いっしょにがんばるなかまの存在に励
まされます。

フレッシュチームで盛り上げるぞ！

A

④

順子さん

保育園は利用者（保護者）の対応なくして
は成立しない職場です。通常の勤務時間は子
どもといっしょなので、利用者対応の多くは
時間外の労働となります。無償でなく、きち
んと労働時間とみなされるなら、モチベーシ
ョンも上がるのですが。

飲み会でホンネを交流
なかまが増えます！
大阪地本・コスモス分会 北野

正仁さん

２月に同じ職場の人たちと新年会を兼ねて
飲み会をしました。日頃の支援や非正規職員
の待遇改善のことなど、いろいろ話をしまし
た。その数日後、電話がありました。
「組合
に入るにはどうしたらいいですか？」と。な
かまがまた１人増えます。

った!!
か
良
て
て
っ
入
組合に入って25年間、組織共済から分会慶
弔共済に加入しています。今まで小学校入学
お祝いを２回いただきました。今回は新制度
で中学校入学のお祝いをいただき、うれしく
思っています。中学校に入って、何かと出費
がかさむ日常に、このお祝い金はとても助か
ります。ありがとうございました。

⎛ 東京地本・つるかわ学園分会共済会 ⎞
勝見直城さん ⎠
⎝
小学校・中学校入学おめでとうございます
新学期を迎え、小学

（＠1,500円×28日）

校・中学校へ入学され

67,500円

たお子さんがいるお父

（＠750円×90日）

さん、お母さん、分会

メンタル疾患で
90日間休業
病気死亡

50万円

慶弔共済に加入されて

交通事故で３日通院

4,500円

いましたら、入学のお

健康給付
（10年間給付なし）

（＠1,500円×３日）

10,000円

※２

（65歳以上の方はこの表と異なります）

※１．２ 「組織共済」に加入してから、入院＆休業の
給付なし10年以上の方は、加入特典を活かすとすぐに
健康給付の対象者になります！

祝い金を忘れずに給付
請求してくださいね。なお、組織共済加入者
は、中学校入学は給付対象外となりますので
ご注意ください（事由発生から３年間さかの
ぼって請求することができます）
。

