株式会社の経営する都内の認可保育所･小規模保育所 人件費５割未満

的な注目が集まるなか︑大幅な改善を実現しよ

労働者の賃金・労働条件の改善の必要性に国民

・ 賃金改善署名﹄
︶ が ス タ ー ト し ま し た︒ 福 祉

求める請願署名﹂︵略称 ﹃福祉職員の大幅増員

﹁福祉で働く職員の大幅な増員と賃金の改善を

ためにいかなる差別待遇

何人もかかる請願をした

に請願する権利を有し︑

の他の事項に関し︑平穏

の制定︑廃止又は改正そ

免︑法律︑命令又は規則

損害の救済︑公務員の罷

うと来年１月末までとりくみます︒１面で署名

も受けない﹂としていま

月 か ら 福 祉 保 育 労 の 秋 の 大 運 動 と し て︑

の意義を︑２・３面でポイントをお伝えします︒

は関係ないので︑子ども

異なり︑年齢制限や国籍

を提出します︒選挙権と

ちの署名簿とともに請願

い︑内容に賛同する人た

ことです︒

権利を持っているという

を求めて誰もが請願する

法律・施策等の改正など

す︒難しい表現ですが︑

働き続けられる職場を

施策の改善へ
請願に署名を

つくっていくためには︑

でも外国人でも署名でき

先日︑北海道

善という要求の実現を国

このように︑施策の改

仲間が申し訳な

た福祉保育労の

で︑出席してい

労連主催の会議

れれば本会議で採決がお

に対して迫ることが今回

を持ちます︒

こなわれ︑採択・不採択

さそうに﹁あの

とになり︑大きな影響力

が決まります︒本会議で

の請願の特徴です︒

会で審査され︑採択・不

請願署名に賛同する紹

採択されると請願内容を

⁝タンサンってなんですか

採択が決定され︑採択さ

介議員を通じて国会に提

踏まえた施策を政府・国

⁝﹂と質問してきた︒初め

審査・採決へ

出されると︑所管の委員

会としてすすめていくこ

て﹁タンサン﹂の幹部が集

会に付託されます︒委員

国会に提出すると

制度の抜本的な改善が欠

ます︒

請願権って何だ？

憲法が保障する

かせません︒その願いを
託す手段として︑選挙以
外に請願があります︒国
会や地方議会などに直接

憲法 条は﹁何人も︑

まる会議に参加した仲間に

は飲料水以外は思い浮かば

代の頃に

ず︑提案内容を理解するに

は 苦 労 す る︒

﹁出身タンサンはどこ？﹂

と 聞 か れ︑
﹁は？﹂ と言い

返した自分を思い出す︒反

提出されたかはもちろん

請願に何人が署名して

ます︒もし署名運動がな

づらい﹂などの声もあり

の？﹂
﹁苦手なのでやり

﹁署名っ て効果ある

ミ報道で︑変化が広がっ

の取材協力によるマスコ

た︒私たちの運動や多く

れるようになってきまし

働も多いことなどが知ら

外に強いられる不払い労

が取りづらいこと︑時間

さとともに︑休憩や休暇

福祉労働者の賃金の低

や思いを伝えましょう︒

しても︑ていねいに実態

です︒署名を断られたと

会や政治に迫っていく時

策の大幅改善の実現を社

すすめていくなかで︑施

い︒普段当たり前につかう

ても調理器具しか浮かばな

に﹁フライヤー﹂と言われ

からない﹂との意見︒確か

て︑何を言っているのかわ

﹁最近はカタカナが多く

対にベテランの役員からは

重要です︒それ以上に大

かったら︑大変さを話し

てきました︒

署名って
効果あるの？

切なのは署名を集めるに

て伝えるだけになり︑社

全体で 万筆を目標に

１人 筆以上︑全体の

めて気づかされる︒疑問や

明や配慮の必要性にあらた

とによって︑掘り下げた説

の人は疑問が発信されるこ

言葉や活動も︑伝える立場
あたって︑福祉職場で働

会や政治に声を届けるに

筆以上
く私たちが現場の実態や

組合員１人

改善への願いを一人ひと

目標を 万筆とし︑ 月

しっかりと伝えていくこ

く︑働くなかでの思いを

だ書いてもらうのではな

とです︒氏名や住所をた

て︑理解・共感を得るこ

て広げることが必要な時

手に対話して︑運動とし

態を踏まえ︑署名用紙を

私たちが請願内容と実

しまうことになります︒

者不在の施策がすすんで

につながっています︒こ

感が生まれ︑理解・共感

どの声がかかる変化と実

ることはないですか﹂な

必要ですよね﹂﹁何かでき

なかでも︑﹁処遇の改善が

てもらいましょう︒

ことを避け︑正確に書い

などとせず︑無効になる

り く み ま す︒﹁ 同 上 ﹂﹁ 〃 ﹂

し︑全国でいっせいにと

月末を最終集約メドと

末を第一次集約︑来年１

に知ってもらいたい︒

ことをすべての福祉労働者

であり︑改善する力がある

悩んでいる人のよりどころ

は数多くいる︒労働組合が

悩みを声に出せない労働者

この春の宣伝や対話の

とが必要です︒

の流れを生かし︑署名を

︵岡︶
なのです︒

11

届ける権利を請願権と言

高宮信一･作

は限界があります︒当事

数も大事だけど
対話 ア･ピールを

これでは人は育たない

20

16

りに自分の言葉で語っ

10

10

働くみんなのリアルな実態
自分の言葉で語って伝えて

20

自分の思いを
伝えるちゅん

福祉職員の
大幅増員･賃金改善署名に
とりくもう！
山形地本の宣伝︵２月 日︶

12

12 10

静岡地本の宣伝行動
（３月13日）
〒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

設は平均で49.2％となった。10月16日・23日
付の同紙報道では、本社が吸い上げる企業体
求し、1205施設の状況をまとめた。事業活動

質や一部の社会福祉法人の親族厚遇の一方
収入に対する人件費の割合は、社会福祉法人

で、保育士の厳しい賃金・労働実態が問題視
の施設は平均69.2％、株式会社の経営する施

された。組合の力を広げていく時だ。

2016年
11月号
第303号
全国福祉保育労働組合

毎日新聞は民間の認可保育所と小規模保育

所の昨年度の財務状況を東京都に情報公開請

発行責任者／多久和令一
2016年11月５日発行

福祉保育労 秋の大運動

して労災認定しまし

は﹁〝 手 軽 な 労 働 力 〟
査でも︑受け入れてい

厚生労働省の昨年の調

間で︑１カ月に

年１月末からの３カ月

１５時間の時間外労働

があることが明らかに

基準法などの法令違反

同年４月に心疾患のた

︵残業︶をさせられ︑

間外労働の限度に関す

した︒厚生労働省の時

め従業員寮で死亡しま
今年８月︑岐阜労働

なっています︒

基準監督署は鋳造会社

る基準︵１カ月

３カ月１２０時間︶を

して働き続けられる職

安倍政権や大企業本位

も規制緩和をすすめる

方改革﹂を強調しつつ

と し て い ま す︒
﹁働き

正﹂がおこなわれよう

に介護を加える法﹁改

をもって行動しましょ

春闘までたたかう決意

を勝ち取るために︑

合った賃金・労働条件

祉労働者の専門性に見

をすすめましょう︒福

心に︑多彩なとりくみ

人手が足りず︑休憩・休暇をとる
こともままならない実態が広がって
います︒休憩中に記録・計画などの
事務仕事や食事の介助をしている職
場も少なくありません︒また︑家に
持ち帰って仕事をせざるを得ない状
況などもあります︒無理を重ねて病
気休業に追い込まれるケースもあと
をたちません︒労働基準法などの法

昇給財源が保障されてい
ないので︑働き続けていく
ほど一般との格差が大きく
広がります︒政府は来年度
から介護・障害者福祉職場
で月額１万円︑保育所で月
額６０００円の処遇改善を
おこなうとしていますが︑
ま っ た く 不 十 分 で す︒﹁ 経
験や技能を積んだ保育士に

性の訴えに理解と共感が広がりました。

令違反を一掃し︑働き続けられ︑よ
月額４万円程度の追加的な
処遇改善を検討﹂という動

めきが起こりました。賃金・労働条件の厳しさと改善の必要
すすめられようとしていることの危険性を共有しました。

るために大幅な増員が必要です︒

不安」との現状の訴えに、会場から「エ〜ッ！」というどよ
緩和、生産性向上、効率化などへ総合的に展開する大転換が

り高い専門性を発揮できる職場にす

きも出ていますが︑対象や

いただきました。福祉関係者抜きの官僚のみの審議で、規制

年に改定された国の福祉人材確
財源などは明らかにされて
いません︒月 万円もの賃
金格差を解消させる施策を

は１万円ちょっと」
「定年までに手取り 20 万円いくかどうか

求めましょう︒

ール。
「保育士になって 10 年で、月額の手取りで上がったの
学教授で日本障害者センター理事長の峰島厚先生に講演して

保 指 針 で は︑ 完 全 週 休 ２ 日 制 の 普

会場からどよめき

・ 国民集会
月 日 東京・日比谷野音

現場から群馬支部の西須雄大さんが処遇改善の必要性をアピ
が設置されました。新たなしくみづくりのねらいを立命館大

福祉施設介護員

日 東京都内

した。医療・介護など５分野からのリレートークでは、保育
臣を本部長とする「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部

保育士
全産業

我が事？丸ごと？
地域共生社会実現？

９月

催した共同学習会に56人が参加しました。７月に厚生労働大

全産業平均と保育士・福祉施設介護員との比較
40

21.04万円
憲法・いのち・社会保障守る

保育現場の実態を訴える西須さん（中央）

及︑労働時間の短縮︑有給休暇の完

全産業より月額10万円も低い
画・ニムラ

21.30万円
0

保育士の低い賃金に

10

権利としての福祉を守る学習会

「国の責任で、いのちと人権が大切にされる社会保障の充
実を」などを求め、医療・介護関係者など3300人が参加しま

厚生労働省・賃金構造基本統計調査（2015年）
税金などを引く前の所定内賃金（時間外手当などを除く）
福祉施設介護員とは、児童・障害者・高齢者施設で生活の世話や
介助・介護をする者（調査の定義）

さまざまな福祉関係者が参加して

全取得︑職員配置基準のあり方の検

社会福祉施設退職手当共済制度は︑国と都道
府県︑事業者が３分の１ずつ掛金をかけて運用
されてきました︒ところが︑２００８年度に介
護保険施設の新規採用職員は公費助成の対象外
となり︑２０１６年度からは障害者福祉職場で
も同様の措置となりました︒２０１８年度には
保育分野での見直し・制度外しがねらわれてい
ます︒対象外とされている福祉職場の職員も含
めた制度の整備は︑人材確保・生涯の生活保障
の面からも待ったなしです︒

月６日︵日︶
日︵日︶を全国大宣伝ゾーン

福祉保育労では
〜

とし︑各地で宣伝行動にとりくも

画がすすんできています︒全国い

うとよびかけています︒各地で計

っせいにとりくみ︑ゾーンでとり
くめなかった地域でも年内に宣伝

20
10 10

討などが国の方策として掲げられて

国会に届けるのじゃ！

退職手当共済制度の
整備は待ったなし！

黙っていては変わらんぞ
行動をおこないましょう︒

30.44万円
20 20

29

10

経営者、保育、介護、障害者福祉などの団体と構成してい

１月

る「権利としての福祉を守る関係団体共同実行委員会」が開

●21日（土）
〜22日（日）
第53回中央委員会 （東京）

万円

11月

平均所定内賃金
（月）
30

●６日
（日）
〜20日（日）
福祉保育労全国大宣伝ゾーン
●13日（日） 福祉保育労16春闘討論集会
（東京）
●14日（月） 福祉保育労中央行動
●19日（土） 高齢種別交流集会
（〜20日 兵庫）
●26日（土） 障害種別交流集会
（〜27日 東京）

人件費財源の大幅な増額が
賃金格差解消の決め手！
署名推進宣伝チラシも活用しよう！

07

います︒ただちに実行すべきです︒

多くの福祉職場で非正規職員が増えて
います︒全産業平均より格段に低い正規
職員よりも︑非正規職員の賃金はさらに
低く抑えられ︑最低賃金スレスレで働い
ている人も多くいます︒全労連の最低生
計費試算でも︑住んでいる地域にかかわ
歳で一人暮らしをするには月額

万円程度が必要で︑時給換算で１５０

らず︑

０円以上が必要だということも明らかに
な っ て い ま す︒ 今 春 闘 で は︑
﹁フルタイ
ム労働者については︑正規・非正規問わ
ず年収３００万円以上を確保すること﹂
を統一要求に掲げましたが︑時給に換算

間 で す︒
〝手軽な労働

場をつくることもでき

すると約１５００円は必要になります︒

力〟として扱い︑法令

月から﹁福祉で働

ません︒
にしている国の労働政

く職員の大幅な増員と
賃金の改善を求める請

策は許されません︒
今の臨時国会で外国

願署名﹂がスタートし
ました︒社会に大きく

人技能実習制度の対象

アピールするために︑
月６日から 日の大

の労働政策では︑過労

う︒

宣伝行動のゾーンを中

死はなくならず︑安心

17

願いを声にして
11

25

違反を実質的に野放し

時給1500円以上の確保を

専門性に見合った賃金 労･働条件の実現へ
大幅な改善を求めて行動しよう

若い組合員もマイクを握って自分の言葉で

時間︑
に勤務していた外国人
技能実習生が死亡した

はるかに超えた労働時

11月６日〜20日が全国大宣伝ゾーン

「福祉職員の大幅増員 ・ 賃金改善署名」
（福
祉で働く職員の大幅な増員と賃金の改善を求め
る請願署名）では、４項目の実現を求めていま
す。そのポイントをみんなのものにして、思い
きって署名を広げましょう。家族 ・ 友人 ・ 知
人、利用者・家族、関係団体などに職場の状況
も伝えて、協力をよびかけましょう。
24

月額

た︒２０１１年に来日

働が原因の過労死だと

増している外国人技能

して勤務し︑２０ １４

万人にまで急

実習生の労働実態に警

点で約

雇用が増大し︑さらに

鐘を鳴らしています︒

政策によって不安定

月 日付の東京新聞

深刻になっています︒

実習生急増﹂と見出し
る事業所の７割で労働

〜１

を打って︑今年６月時

18

案・タミヤ

福祉職員の大幅増員･
賃金改善署名

件について︑長時間労

20

10

職員の大幅増員 ＆ 賃金 10 万円格差解消を

10

法令違反を一掃し働き続けられる職場に
20

96

45

11

ここがポイント！
21

②
2016年11月号

福祉のなかま
第303号

③

2016年11月号
自 分 自 身 が﹁ お い し

〜﹂って思える給食を子

どもたちがおいしい笑顔

で 食 べ て︑﹁ お い し か っ

た ぁ 〜︒ ま た つ く っ て

ネ！﹂と言ってくれた時

に︑やりがいを感じます︒

毎年名古屋市との交渉

で給食担当者の賃金表の

等級を保育士と同じにし

福祉のなかま

てほしいと求め続けてい

力
ラ

チカ

ます︒市が動かないなか

組合

でも︑組合に入って数年

！

い
伝えたの

目の時に理事会と団交し

て︑法人独自に上乗せを

第303号

Myメッセージ
か とう

一人じゃ、社会は変えていけないし、変わらない
だから、同じ思いを持つ仲間と
今やれることをやっていきたいな

あけ み

加藤

朱美さん

東海地本・池内わらべ保育園分会 栄養士

する成果を勝ちとりまし

た︒仲間の力ってすごい

なと実感したことを今で

も覚えています︒

年になります

福志朗先生の描画を担

当して

︻解き方︼二重ワクの文字

が︑組合活動について︑

ギモンに思っ ているこ

を︑Ａ〜Ｅの順に並べてで

みんなが知らないこと︑

と︑知りたいことが伝わ

ったらいいなと︑思いを

込めて描いています︒

福祉がどんどん自己責

⑧無口ではない人

任になって︑生活がじわ

ています︒未来を生きて

⑩聞いて極楽見て⁝⁝

りじわりと脅かされてき

いく子どもたちのために

⑫修行︒⁝⁝に打たれる

て︑働き方も厳しくなっ

も︑人と人とがつながり

にくく︑生きにくい社会

を変えていきたい︒同じ

思いを持つ仲間がいるっ

てとっても心強いし︑く

じけそうになった時に支

えになります︒仲間をも

編集部︶

っと増やしていきたいで

す︒ ︵構成

２０ ０７年 ２月 号 か ら
﹁教えて！福志朗先生﹂の
描画を担当し︑まもなく
年 に︵ ペ ン ネ ー ム ニ ム
ラ︶︒ ８歳 と ５ 歳︵ 上 写 真 ︶
の子育て真っ最中！

10

④

紙面を読んで
人の命をあずかる仕事だからこそ
賃金UPを！
滋賀支部・学童保育分会 塚本

梨嵯さん

学童保育で働いていますが、福祉や保育の
世界は賃金が安く、常に人手不足なのが現状
です。やりがいがあり、人の命をあずかる仕
事だからこそ、少しでも賃金UPをしてほし
いのが本音です。そのために自分がするべき
ことをいつも組合で学ばせてもらい、
「福祉
のなかま」を読んで参考にさせてもらってい
ます。

１年前の大会後に国会前で抗議行動
これからも地道に
京都地本・くりくま保育園分会 山本

歩さん

昨年の全国大会は、安保法制が成立してし
まう直前の時期で、京都から大会に参加した
先輩たちと国会前に向かったことを思い出し
ました。組合に入って平和のとりくみの大切
さを学びましたが、これからも地道にみんな
でがんばっていきたいです。

10

京都地本・川島分会 河本

50

⑮七五三の子が手に持つ

⑯ ・ は⁝⁝感謝の日

23

年目は⁝⁝婚式

11

⑯結婚

⑱⁝の満ち欠け︑⁝と太陽

⑲⁝⁝一徹︒⁝⁝おやじ

ミントンの道具

㉑チャンス︒絶好の⁝⁝

⑰テニス・ピンポン・バド

⑲災い︒水⁝⁝︒公⁝⁝

㉓同時多発の自爆⁝⁝

㉔王様の耳は⁝⁝の耳

３０１号︵２０１６年９月

⑳九死に一生︑⁝⁝の生還

㉒屋外にある風呂

㉕⁝⁝の他人︒⁝⁝恥

㉖魚の表面についている

㉗自分の名を広める行為

答えは﹁ジュウゴヤ﹂で

号︶の答えと当選者

した︒応募は 人でした︒

抽選により︑次の方々に図

20

■ タテのカギ

日のお宮参り

①幼児の手のような葉

月

書カードを送ります︒

②

西山
一美さん

③海水は⁝⁝からい

純佳さん

︵滋賀支部・学童保育分会︶

河本

④建築良材にも使われるニ

レ科の落葉高木

︵京都地本・川島分会︶

⑤寒い時は⁝⁝料理

⑥人の心を引きつける力

15

きる言葉はなに？

■ヨコのカギ

①電話の呼びかけ言葉

④ 動物の性質や血すじ︒⁝

⁝のいい犬

⑦千里の⁝⁝も１歩から

真紀さん

︵ 福岡地本・つくしの里分会︶

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▶12月15日
発表▶2017年１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

工藤

応 募 方 法

てします

Ｅ

⑨親会社の仕事を請け負っ

Ｄ

み

Ｃ

⑪漢字には音読みと⁝⁝読

⑭マイカーで旅行

Ｂ

⑬鳥居の下を通る道

⑮幼な友達︑⁝⁝馬の友

答え

A

11

初めて定期大会に出席 がんばる決意が

職場の仲間が産休に
働きつづけられる職場を
広島支部・口田なかよし保育園分会 岡

千鶴子さん

職場の仲間が産休に入りました。元気な赤
ちゃんに会えるのが楽しみです。長く働きつ
づけられる職場づくりもめざして、安産祈願
中です。

「ワンコイン共済」の特典延長を
みんなに知ってもらいたい！
滋賀支部・つくし分会 吉永

真理江さん

「ワンコイン共済」 に私も加入していま
す。給付ない歴を引き継げる特典が延長され
たこと、みんなに知ってもらいたいです。

加入特典延長!!

入ってて
良かった!!
ご褒美をもらった!!

締切 11月15日共済会必着
将来のために少しずつはじめませんか？

※詳細等については年金共済のパ
ンフレットをご確認ください︒

年に２回の加入のチャンス

﹁年金共済﹂

元気であることに

!!

年末調整

掛金の税金控除について

●ワンコイン共済・生命共済・医療共済・交通災害共済・火災共済
⇒

純佳さん

９月に開催された京都地本の定期大会に初
めて出席しました。まだまだわからないこと
ばかりですが、組合の仲間や先輩の先生とい
っしょに、よりよい働きやすい職場づくりに
むけてがんばろうと思います。

自主共済のため控除対象になりません。

●年金共済・がん保険⇒

控除対象になります。

※年金共済の保険料控除証明は、毎年11月頃に幹事会社の「大同生命株式会社」の
名前で、加入者のご自宅に送付されます。

保育園で働く私たちにはピッタ
リの「ワンコイン共済」だと思い

これまで
「組織共済」
に加入されてきた方は、
「ワンコイン共済」に加入すると、
「組織共済」
加入中の「給付ない
歴（入院 ・ 休業）
」
を引きついで、
「ワ
ンコイン共済」加入
後の「健康給付」の
対象とします。

2015年度は226名が１万円をゲット！
長い間、組織共済に加入していたのに、
「ワンコ
イン共済」に加入しないままでいて、給付のチャン
スを逃している方はいませんか？
ゆくゆく入るつもりなら今すぐ加入を！

ます。
けがや病気での給付はもとよ
り、元気で、私は10,000円GET!
元気であることにご褒美をもら
った感じでうれしかったです。
だって、病気やけがの時の保障
も大切ですが…こういう職場は、
元気があることが一番だと思いま
せんか♥
元気でも損しない共済なんだと
思いました。
これからも、元気でいるぞ−!!

⎛ 静岡地本
たんぽぽ保育園分会 ⎞
⎝ 坂野 世江さん ⎠

