処遇の改善を！メーデーでの組合員の姿･声 報道あいつぐ

日比谷野音に響いた

25条

3500人の声

真とともに低い賃金実態を取り上げた。
プラカードを掲げた様子をニュースで放送。

このあと︑保育︵保育

﹁福祉拡充﹂共同署名２

昨秋からとりくんできた

衆・参の議員面会所では︑

会に向けて請願デモへ︒

いた仕事を︑家族の生活

す︒夢や希望を持って就

１ 人︒ 結 婚 し た た め で

いた男性保育士が今は私

参加者からは︑﹁
﹃５人

で勉強せなアカ

子は度々﹁なん

小さい頃の息

め や ﹂ と︒ そ れ に 対 し て

ことをわかるようになるた

なるためや︒いまわからん

できんことができるように

た︒
﹁ 勉 強 す る ん は︑ い ま

同じ答えを返し

てきた︒父親は

ンの？﹂と聞い

万２７５６筆︵これまで

のために辞めなければな

らない﹄という組合員の

の提出分とあわせて 万

４８２５筆︶を国会議員

発言を厚労省は受けとめ

るべき﹂
﹁厚労省に伝え

るだけでなく︑私自身も

は︑高齢︑保育︑障害︑

午前中に福祉保育労

ることが本当に大切だと

をしっかりと伝え︑訴え

ことができた﹂
﹁生の声

ではなくなる︒嘘でも勉強

﹁大人は何で勉強せんでエ

児童養護︑社協︑学童保

痛感した﹂などの感想が

する姿を息子に見せるか︑

全国の施設の実態を知る

育・児童館の６種別ごと

寄せられました︒
集会アピールを採択し

渉をおこないました︒要

デモのあと︑有楽町マ

るように﹂勉強せねばなど

本当に﹁できんことができ

で処遇の大幅改善を求め

せた︒

︵上岡︶

は︑思い新たにうれしくさ

祉研究交流集会での学習

嫌いは存在しない︒社会福

は人間の本来の姿で︑勉強

に終わりはなく︑学ぶこと

人間らしく生き働くこと

ンか﹂と論議する︒

て︑
﹁なんで学習せなアカ

で︑常に課題や要求があっ

きん・わからんことだらけ

でも︑学習は外せない︒で

から〝大人〟になった現在

成や加入直後の〝子ども〟

継続・学習︒なるほど︑結

を﹂とされるのは︑団結・

﹁労働組合に３つの力

と考え始める︒

リオン前で約 人の参加

返されると︑父親は穏やか

ようになったら大人？﹂と

エ ん ？ ﹂﹁ 勉 強 し て で き る

に分かれて厚生労働省交

集会後は街頭宣伝

午前に厚労省交渉

労 働 者 と 保 護 者 ︶︑ 生 活

︵介護労働者と利用者・

各分野からの訴え
呼びかけ人を代表して

家 族 ︶︑ 社 会 福 祉 経 営

に直接手渡しました︒

尾藤廣喜弁護士が基調報

者︑障害の各分野からの

保護︑年金︑医療︑介護

告 を お こ な い ま し た︒

実態と要求のリレートー

び とうひろ き

﹁制度が市場化・産業化

クが続きました︒

高宮信一･作

請書を提出して︑切実な

デモで署名を提出

国会に向けた請願

され︑営利本位の運用が
横行している︒持続可能
性の名のもとに制度が次
々 に 改 悪 さ れ︑
﹃格差﹄
が 拡 大 し︑
﹃貧困﹄ 化が

が争点に

福祉労働者の処遇改善

条﹂
のプ

現場実態を突きつけ︑施

た後︑
﹁守れ！

ラカードを参加者全員で

50

多くの保育士が子どもの
育ちを支える仕事にやりが
いを感じつつも、自分の生
活と働くことを天びんにか
けながら、なんとか踏みと
どまっている。ところが、
国は規制緩和で詰め込み保育をすすめようと
している。わずかな賃上げでは離職が続くこ
とになる。保育士続けたいの私だ。
子どもたちが安心 ・ 安全に保育を受けら
れ、私たちが元気で生き生きと働き続けられ
る制度にするために、みんなでがんばりたい。

制度の大元を支える生活

佐藤由美さんの訴え

る宣伝をおこないました︒

東海地本･ほしざき保育園分会

策の改善を迫りました︒

すすんでいる︒社会保障

10

保育・介護・障害・年金・生活保護など幅広い当事者が訴え

25

私だ！

掲げ︑炎天下のなかを国

中央で︑また地域のすみ
ずみで大きく広げよう︒
参議院選挙では﹃かけが
えのない一票の力﹄で︑
政治を私たち主権者のも
のに大きく変えよう﹂と
訴えました︒

保育士続けたいの

保護制度が切り下げられ
た︒そのことが生活保護
に限らず︑医療・年金・
介護・障害・保育にも色

条

濃く影響している︒国の
責任が後退し︑憲法

９条︑ 条を守る運動を

が空洞化している︒憲法

25

憲法25条を守る５･12共同集会
発行責任者／多久和令一
2016年６月５日発行

基調報告と

守れ！

立場のちがいを超えて︑

25

社会保障・社会福祉は国の責任で！
〒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
メール･アドレス mail@fukuho.org
URL http://www.fukuho.info/
ツィッター @fukuho̲info

秋田では「秋田魁新報」が介護職員の声を、

毎日新聞秋田版は保育園事務職の声を掲載し
多 く の マ ス コ ミ で 報 道 さ れ た。 静 岡 放 送

たほか、朝日新聞石川版は「保育士ら『処遇
（SBS）は「福祉の仕事続けたいの私だ」の

改善を』
」と大きな見出しを打ち、デモの写

2016年
６月号
第299号
全国福祉保育労働組合

福祉労働者の処遇改善を求める声が高まる

なか、メーデーに参加した組合員の姿や声が

憲法25条が実現した社会＝一人ひとりをかけ
がえのない存在として認め合う社会、しあわせ
を求めて人間らしく生きていける社会へ。五月
晴れの５月12日、幅広い団体・労組による「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」が日比谷野外音楽堂で開催
され、3500人が集まりました。福祉保育労も事
務局団体として集会成功の一翼を担い、150 人
以上の組合員が参加しました。

今年は︑日本国憲法
は︑日本国憲法は﹁内

したアメリカの法学者

です︒数年前︑１８８

法の中では﹁最高齢﹂

希︒現存する世界の憲

す︒ 人 間 で い え ば 古

先端の憲法﹂と報告し

満たす先進ぶりで︑最

た人権の項目をすべて

世界でいま主流になっ

容が古びるどころか︑

せず︑反対し否決しまし
処遇改善をおこなう﹂と

なくなるよう︑追加的な

福祉労働者の処遇の大幅ＵＰを！
た︒

求をアピールしました。

遇改善法案﹂を提出︒す

いは保育労働者の賃上げだ」と訴えました。

引き上げる﹁保育士等処

よびかけます。

民進・共産・生活・社

ローガンに、デモではシュプレヒコールで要

民の野党４党は︑３月に

に つ い て︑
﹁月額平均１

た保育士が「働き続けてきたが、最後のお願

しましたが︑その内容や

万円相当の改善﹂を介護

みんなの暮らしの底上げ実現のために」をス
で行進していきます。積極的な参加を心から

ぐに引き上げることを求

一方︑安倍内閣は﹁ニ

保険制度のもとで対応す

５月７日・東京から神奈川へ
ノボリの引き継ぎ

持って、子どもたちと参加。来年退職を控え

保育所や児童養護施設等

ッポン一億総活躍プラ

るとしましたが︑２０１

投票率はとても低い状況

めました。
「力合わせよう！心つなげよう！
て、地本・支部をつないで８月６日の広島ま

財源はまったく明らかに

同じく野党は共

ン﹂で︑保育所などの保

７年度からの予定です︒

で す︒
﹁投票に行かな

ぐるみを着ておこない、たくさんの募金を集
め込みやめて保育所増やせ」のプラカードを

めましたが︑与党は審議

同で介護・障害者

育士等の賃金について２

今度の選挙では︑私た

い﹂ことは︑今のままで

した熊本地震の被災者への支援募金活動を着

で働く職員の賃金を２０

福祉職場で働く職

％の改善を２０１７年度
実施時期も額も異なる

ち福祉労働者の処遇の改

ＯＫというメッセージを

い行進として、被爆者とともに日本の草の根

されていません︒

員の賃金を全額国

なか︑与党ＶＳ野党共闘

可能な議席・３分の２を

善が大きな争点となって

政治に伝えることになっ

タートしました。
「戦争法」に反対する運動

入りにすら応じませんで

庫負担ですぐに月
におこなうと発表しまし

の結果が私たちの賃金・

得て︑憲法を変えること

います︒選挙結果によっ

てしまいます︒

めて迎える選挙︒有権者

すために︑必ず投票に行

として大切な一票を生か

きましょう︒

戦後71年目を迎える今年も、国民平和大行

１６年度から月額５万円

額１万円引き上げ
た︒
﹁技能 ・ 経験﹂ を積

労働条件に直結するので

同プランは介護労働者

る法案を提出しま

４万円程度ある全産業の

んだ職員について﹁現在

与党 野党共闘
選挙結果が賃金・
労働条件に直結

したが︑自民・公

す︒

した︒

明・おおさか維新
女性労働者との賃金差が

の３党は質問さえ

憲法﹁改正﹂へ
を共通の目標とする﹂

にとど
まらず
憲法９条があるにもか
﹁安倍政権の打倒を目指

立され︑今年３月 日に

す﹂などとする合意をか

戦争法

﹁立憲主義﹂
を崩す
かわらず︑①日本が攻撃

一方︑安倍首相は戦争

されていなくてもアメリ

法のもとで政治をすすめ

施行されました︒憲法９

目で︑戦闘地域で給油や

るだけにとどまらず︑今

条が禁じる国際紛争解決

物資の補給︑武器の輸送

回の選挙で勝利し︑憲法

わして参院選に臨んでい

などをおこなうなどを可

を﹁改正﹂することをね

カなどの戦争に参加する

能にしています︒権力者

らっています︒自民党憲

のための武力行使を可能

が暴走しないように憲法

ます︒

が政治をしばり︑憲法の
法草案は︑国民の権利を

②﹁後方支援﹂という名

枠内で政治をおこなう立
抑 制 し︑ 国 家 権 力 を 強

掲げています︒

め︑自衛軍の保持などを

憲主義を崩すものです︒

憲法を変えて

野 党 ４ 党 は ︑﹁ 安 保 法

をめざしています︒

憲法﹁改正﹂の発議が

制の廃止と集団的自衛権

﹁自衛軍﹂の保持も

行使容認の閣議決定撤回

て︑その改善の額と内容

歳選挙権になって初

が大きく変わります︒つ
まり︑私たちの一票一票
が要求実現に直接つなが

代の

ところが︑組合員の大

るのです︒

半を占める 代・

県庁前奈良公園広場
奈良メーデー

VS

とするもので︑憲法違反
の法律です︒

できるか︑を皆が考え
るような前文にしまし
た！﹂と本音をつぶや
い て い ま す︒ こ れ で
は︑まさに戦前の﹁臣
民﹂への逆戻りです︒
こうした策動を予見
していたのか︑同じく

条 は︑

人権保障の基本原則を
定めた憲法

﹁この憲法が国民に保
障する自由及び権利

支部から17人が参加しました。４月に発生
から世界へ、すべての人が声を合わせ、核兵

熊本地震支援募金集めも

○カンパの活用方法
熊本県労連を通じて、現地の労働者、被災
者の救援、復興に役立てます。

「休みがほしい」
「平和こそ最大の福祉」
「詰
福祉保育労は、独自のノボリを２本作成し
けられています。

保育部会のノボリ旗と、
「守れ雇用と賃金」
器全面禁止を求める幅広い共同行動がよびか

☆第32回定期全国大会は、
９月17日（土）〜18日（日）に
東京都内で開催予定です。

がかつてなく高まる歴史的な局面にふさわし

●10日（日）
参議院選挙投票日

進が５月６日に東京・夢の島と北海道からス

７月

安保法制＝
﹁戦争法﹂

党の国会議員はツイッ

は︑国民の不断の努力

社協・事業団全国学習交流集会 IN 大阪

昨年９月 日に﹁平和

ターで﹁天賦人権論を

によって︑これを保持

全国保育部会第25回学習交流集会 IN 兵庫

安 全 保 障 関 連 法 ﹂︵ 安 保

た︑その人の出自や行

とるのは止めよう︑と

しなければならない﹂
とうたっています︒い
まこそ︑この条文に恥
じないたたかいを広げ
ましょう︒

18

2013年
7月21日

深谷・寄居地区メーデー
●18（土）
〜19日（日）

法制︶＝戦争法が強行成

こうした考えを天賦

い︑歩んできた人生に

いうのが私たちの基本

30

埼玉

29

投票に行かない＝今のままでＯＫ？

人権論と言いますが︑

関係なく︑誰もが享有

的考え方です︒国があ
なたに何をしてくれる

47.36

熊本地方および大分地方では、４月14日と
16日に相次いで巨大地震が発生し、多くの方
が犠牲になりました。現在も、多数の方が避
難所での生活を余儀なくされています。
組合員の直接的な被災はまぬがれました
が、全労連の要請に応えて、福祉保育労とし
ても被災者救援のカンパを心からよびかけま
す。ご協力をお願いします。
○振り込みは郵便振替で
口座記号番号：00170−３−426272
加入者名：全国労働組合総連合
送金方法：通信欄に「16年４月九州震災
カンパ」と明記して、依頼人の「おなまえ」
欄の記入は、「福祉保育労〇〇地本［支部］
（〇〇分会）」
などと、
送金元がわかるように。
福祉保育労全国代表者会議（東京都内）

保育士等は２％＋α
介護職は月１万円の引き上げ

一票で変わる・変える！

などを︑人が生まれな

尊重される﹂と規定し

がらに身につけもって

それが自民党憲法草案

﹁享有﹂という言葉の

いること﹂
︒ 基本的人

により否定されようと

ているのです︒

権は︑誰かに与えられ

しています︒ある自民

意 味 は︑
﹁権利 ・ 能力

る も の で は な く︑ ま

条は

する権利なのです︒だ

基本的人権を﹁人とし

か︑ではなくて国を維

からこそ︑憲法

ての一般的な権利﹂で

43.78

要求実現選挙
48.79

退職を控えた保育士が
「最後のお願いは賃上げ」と訴え

野党４党はすぐに

野党４党は 戦争法廃止！

一人ひとりの一票が 福祉の未来を決める
持するには自分に何が

30

20代
30代
全体

2010年
7月11日
2007年
7月29日
2004年
7月11日

20

49.05

33.37
36.17
36.03
34.33

●12日（日）
13：20〜

安倍政権は来年度から
日本国民は、正義と秩序を基調とす
る国際平和を誠実に希求し、国権の発
動たる戦争と、武力による威嚇又は武
力の行使は、国際紛争を解決する手段
としては、永久にこれを放棄する。
２ 前項の目的を達するため、陸海
空軍その他の戦力は、これを保持しな
い。国の交戦権は、これを認めない。
40

６月

みんなの一票 生かして 大幅な処遇改善＆
戦争法廃止を実現させよう！

公布 年の節目の年で

カ国の憲法を比較分析

参議院選挙の投票率の推移

熊本地震被災者救援カンパに
ご協力を

98

52.61
57.92

50

2016年
国民平和大行進がスタート
画・ニムラ
案・タミヤ

「福祉の賃金大幅アップ！アピールアクション」

は な く︑
﹁個人として

「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。

ノ━━━!!
)
｀
ー
´
(
ｷﾀ━━━ヽ

憲法をめぐるかつてない危機
自由と権利を守るために不断の努力を
ま し た︒ そ の 憲 法 が
今︑かつてない危機に

条 は︑
﹁国民

さらされています︒
憲法

は︑すべての基本的人
権の享有を妨げられな
い﹂と定めています︒
ふだん使い慣れない

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）

保育士等は月５万円
介護職は月１万円の引き上げ
19

日本国憲法第９条
58.64
56.57
（％）
60

５月28日 四条大宮駅前で京都地本のみなさん
５月29日 中野駅前で東京地本のみなさん

安倍
首相は

７月10日投票で参議院議員選挙がおこなわれ
ます。私たちが運動をすすめるなかで、福祉の
担い手不足が社会問題になっています。月額平
均で約10万円も低い賃金だけでなく、休憩や休
暇もとりにくいうえにサービス残業が横行して
いる労働実態も含めた報道が相次ぎ、改善を求
める声がかつてなく高まっています。
13
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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

参議院選挙
７月10日投票
11
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②
2016年６月号

福祉のなかま
第299号

③

福祉のなかま

第299号

やま だ
なお と

かわって支えになれるや

同じ職場の仲間が「組合の力」に

思ったことを自分の言葉で
大阪地本・コスモス分会 北野

⑫民進⁝︒共産⁝︒

⑬アフリカの大河

⑮迷いやすい道

⑯縄文⁝︒弥生⁝︒

⑰東京名所︒⁝ツリー︒

⑲市街の並木︒⁝⁝樹

㉑損して取るもの

㉒大学で行う演習

㉔退くこと︒現役⁝︒

の体験

㉕自分⁝⁝の考え︒興味⁝

■ タテのカギ

①つゆの⁝間に洗濯

②日本最大の⁝イカ

③ファミリーを日本語で

④⁝舌︒⁝背︒

⑤雨天時に着る⁝コート

⑮先見の⁝がある

⑯将来は宅配にも利用？

⑱その家の信条・戒め

列車⁝⁝号

⑳新潟︱秋田間を走る特急

㉒相続⁝︒消費⁝︒

㉓⁝は友を呼ぶ

２９７号︵２０１６年４月

答えは﹁シンキロウ﹂で

人でした︒

号︶の答えと当選者

した︒応募は

抽選により︑次の方々に図

順子さん

正仁さん

書カードを送ります︒

馬場

北野

︵大阪地本・穂積福祉会分会︶

真理江さん

︵大阪地本・コスモス分会︶

吉永

︵滋賀支部・つくし会分会︶

「ワンコイン共済」
６月までに加入手続きをするぞ！
島根支部・おおつ保育園分会 山本

「ワンコイン共済」に未加入のみなさまへ
「組織共済」に加入していた組合員にお得
な加入特典が６月 30 日で終了です。
「ワンコ
イン共済」に急いで加入を！

分会共済担当者のみなさまへ
2016年度「分会慶弔共済」の継続手続きの
ご案内を分会宛にお送りしました。①「申込
書・登録者名簿」の提出、②掛金の送金、を
お願いします。締切は６月15日です。
手続きが遅れると、新規加入者の共済加入
歴が短くなり、退職餞別金の給付額に影響が
出る可能性もあります。締切までの手続きを
お願いします。

福祉のなかま「共済特集号①
2014年11月号より」
椎間板ヘルニアとの診断を受け
ました。
「安静にしているなら入院
や手術は必要ない」といわれ自宅
療養に。結局復帰まで半年かかり
ました。入院ではないので、民間
の保険では何も給付もありません
が、福祉保育労共済では休業中の
給付があり、
とても助かりました。

﹁ワンコイン共済﹂加入の

った!!
か
良
て
て
っ
入
直後インフルエンザに⁝

新しい
共済期間がはじまります

た。中身をご確認の上、手続きをお願いしま
す。内容に変更のある場合は６月15日までに
返送してください。返送がない場合は、その
ままの契約内容で自動継続となります。

加寿美さん

昨年から「ワンコイン共済」に加入しよう
と思いつつ、こんな時期になってしまいまし
た。特典のある６月までには加入手続きをし
ようと思っています。

「ワンコイン共済」
厚生労働省の調査によると、社会福祉施設
で働く介護職員の中で、腰痛に悩む人が増加
しているという結果が出ています。特に４日
間以上の休業が必要なレベルの腰痛は、この
10年間でなんと２倍以上にまで増加していま
す。
福祉保育労の健康対策アンケートでも、８
割以上の方が腰のだるさや痛みを感じている
との結果が出ています。
人手不足から無理を重ねて悪化させてしま
う…。職員の増員を求め、職場に健康対策を
位置づけましょう。
なお「ワンコイン共済」なら、腰痛での休
業（医師の診断による５日間以上について）
も給付の対象です！

正仁さん

数十年前、まだ高校生だった私は学校の先
生から１冊の本をすすめられました。高橋庄
治さんの「ものの見方考え方」です。今でも
時々手にする本で、先生からは「思ったこと
を何も飾らなくてもいいから、自分の言葉で
話しなさい」 と。 これが今の私の原点かな
ぁ。

休業給付で助かりました！

腰痛での休業が増加！
ますます重要な健康対策と

７月１日 「ワンコイン共済」加入のみなさまへ
継続手続きのご案内をご自宅まで送りまし
から

真理江さん

特集「組合の力ってコレだ！」に、同じ職
場の仲間が載っていて、うれしかったです。

︻解き方︼二重ワクの文字

を︑Ａ〜Ｅの順に並べてで

きる言葉はなに？

■ヨコのカギ

① アンデルセン童話﹁⁝の

王様﹂

④女性に聞くのは失礼？

⑥何でも知っている人

⑧当たるも八卦

⑪ヒツジとトリの間
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保代さん

一人ひとりが組合の力を言葉にして掲げた
特集「組合の力っ てコレだ！」 を読みまし
た。 組合活動はたいへんなこともあります
が、一人では変えられなくても、みんなの力
で意見を出しあって、よりよい職場をつくっ
ていきたいですね。

滋賀支部・つくし会分会 吉永

友人に誘われて始めたフッ
トサルをやっています。昔か
ら草野球もつづけています。

⑦食材を冷やす家電

⑨ヤボではありません

⑩ 計画されていたことが取

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▶７月15日
発表▶2016年９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

さん

今年で働いて４年目に

りがいの大きな仕事だと

⑫﹁戦争と平和﹂の作者

応 募 方 法

直斗

なりました︒介護の仕事

感じ︑今の職場に就職し

Ｅ

⑭ツルなどを折ります

Ｄ

りやめに﹁⁝入り﹂

⑪おやつの時刻？

答え

Ｃ

山田

に就いた大きなきっかけ

ました︒

大阪地本・コスモス分会 宮井

１９９０年生まれ
新潟地本・あしぬま荘分会

は︑大学のころに特別養

当初は仕事を覚えるこ

期の職員や先輩方に助け

護老人ホームに実習に行

られ︑一人ではなくみん

とで精一杯でしたが︑同

高校時代に福祉の分野

ったことです︒

に興味を持ち︑福祉の道

なと協力することがとて

これからは︑新しく入

をすすもうと大学に進学

ってくる職員に良いお手

も大切だと実感しまし

齢者福祉に関心が高まっ

本となれるようにがんば

た︒

ていきました︒実習で実

っていきます︒

しました︒いろんなこと

際に働いている職員の姿

を学んでいくなかで︑高

を見て︑仕事を体験し︑

大変だけど人の人生にか

みんなの力でよりよい職場をつくろう

支えになれるやりがいある仕事

Ｂ

④

４月号を読んで

人の人生にかかわって

A

2016年６月号

インフルエンザで５日間休業でも給
付という身近なところが気に入り、
「ワンコイン共済」 に加入したとこ
ろ、すぐにインフルエンザにかかって
しまい、お世話になりました。
「ワンコイン共済」に加え「医療共
済」 をMAXで入っていたので、 病院
代や休業中に必要なお金も全部まかな
えました。生命保険など何も入ってい
ないので、助かっています。

⎛
⎝

滋賀支部・湖南地域分会
山田 哲史さん

⎞
⎠

