大竹しのぶさんも介護保険の負担増や共謀罪にコラムで懸念

ない

1.5%

無回答

９人に１人は毎日

ついて︑所定の勤務終了

ことが明らかになりまし
務にかかる割合が高く出

が高く︑他の種別では事

ており︑日常の業務が時
間内に終わらない状況が
深刻になっています︒

時間も

６割の人が未払い
月月

所定の勤務終了時間に
帰れなかった日があった

大好きな
福祉の仕事
元気に
い
続けていきた

東京地本・みたか
つくしんぼ保育園
分会 大幅増員・
賃金改善などを求
める全国いっせい
行動で（３月16日）

休憩中におこなってい

していくと見え

字を入れて﹂足

いだに〝と〟の

悩んだら﹁あ

る業務は﹁事務︵記録な

％︑次に﹁会議・打ち合

てくるものがあ

に悩んだら﹁自分の将来﹂

るらしい︒将来

わせ﹂

とせず﹁自分と将来﹂で考

えてみる︒なるほど︑一人

称だった視野から客観的な

見方に広がる︒万能ではな

いが︑この春に福祉の仕事

を選んだ仲間たちの悩みに

福祉の仕事から少なくな

少しでも役立つだろうか︒

い仲間が辞めていき︑新た

に入る仲間はその補充に足

らないという事態が続く︒

社会に福祉の仕事の現実が

知らされ︑問題にされ関心

が高まるほど︑厳しい現場

と低い処遇の事実も広ま

り︑それが福祉の仕事の魅

力 を 超 え て し ま う︒﹁ 自 分

と就職﹂を考えるとき︑福

祉が選択から外される︒

この現実に正面から挑む

のが労働組合で︑がんばり

ど き に 終 わ り は な い︒﹁ 組

賃金の改善の実現は待っ

続けている大幅な増員と

想を掲げて実現のために君

と 呼 び か け る︒〝 要 求 と 理

え︑共に悩み確信を持とう

⁝﹂
︒ との字を入れて考

合と役割と強化と可能性と

たなしです︒その要求に

も一緒にやらないか〟

︵上岡︶

確信をもって︑さらに運

う︒

動を広げていきましょ

りました︒私たちが求め

ている状況が明らかにな

つかない労働を強いられ

時間外にも残って手当の

いために︑休憩を削り︑

されている職員数が少な

アンケートでは︑配置

大幅な増員・
賃金の改善を

せ﹂
などとなっています︒

﹁事務﹂
﹁会議・打ち合わ

割 前 後 と な り︑ 次 い で

﹁利用者への対応﹂が８

・児童養護・救護では︑

のに対して︑障害・高齢

﹁行事等の準備﹂と続く

﹁会議 ・ 打ち合わせ﹂︑

が﹁ 事 務 ﹂ が １ 位 で ︑

種別の分類では︑保育

５％と続きました︒

﹁利用者への対応﹂ ・

等の準備﹂

・ １ ％︑

・ ６ ％︑
﹁行事

ど︶が最も多く︑

・８

ります︒

り

た︒

勤できなかった﹂ ・５

・ ４ ％︑

と 答 え た 人 の う ち︑﹁ 賃

間がある﹂としたのは

・１時間とな

・３％に及び︑その平均

時間は月

りました︒さらに︑時間

外 手 当 の 支 払 い に︑﹁ 上

・１％

・ １％︑﹁さ

限時間が設定されてい

る﹂ のは

れていない﹂は

を上回りました︒労働時

間にあわせた手当の支払

いがされず︑不払い労働

が横行している実態が浮

かび上がっています︒

休憩も取れず
日常業務を

・８％に対

休 憩 に つ い て も︑
﹁取

れている﹂

・２％と

・ ８ ％︑
﹁取

し て︑﹁ 取 れ て い な い 時

もある﹂

れていない﹂

なり︑あわせると過半数

がとれていない実態にあ

60

時間に退勤できない日が

％となりました︒４人に

﹁利用者への対応﹂ ・

務の準備﹂

２％と続きます︒保育で

金が支払われていない時

37.8%

高宮信一･作

あ っ た か の 問 い に︑
﹁な
・４％にとどま

日常の業務が
終わらない
時間外におこなってい

・休暇・休憩に関する実

３人に時間外労働があ

毎日所定の時間に退勤で

は﹁行事の準備﹂の割合

55

きない異常な実態にある

取れていない

4.1%

世間見下す、閣僚のぼ

所定時間に帰れず
い﹂は
る 一 方︑
﹁何日かあっ

福祉保育労は昨年 月
から今年２月にかけて︑
た﹂

・ ６ ％︑
﹁毎日退

﹁福祉職場の時間外労働

態アンケート﹂にとりく

り︑さらに９人に１人は

る業務は﹁事務︵記録な

み︑全国から２６３３人

ど︶﹂ ・５％︑
﹁日常業

分を回収することができ
ました︒

無回答

70

昨年９月の１カ月間に

﹁あった﹂という人

毎日退勤
できなかった

11.5%

10

41

37

休憩は取れていますか
その中で賃金が支払われない
労働はありましたか？

43.8%
取れない
時もある
60.3%
20.6%

所定の勤務終了時間に退勤できない日が
ありましたか（2016年９月の勤務で）

36

11

８時間は仕事に ８時間は休息に

時間外労働などの実態アンケート結果から

42

10

８時間は自分のために

発行責任者／多久和令一
2017年５月５日発行

52

40

44

10

22

64

ある

ない

64.6%
30.7%

取れて
いる
無回答

何日かあった
43.8%
６日〜10日

36

14

サービス残業を前提にしたブラック
職場が広がり、労働者・労働組合がそ
れらの改善を求めるなかで、社会問題
になりました。いま、大手宅配業者や
ファミリーレストランなどを象徴的
に、
「働き方」改革が広がってきてい
ます。しかし、福祉職場では利用時間
を縮小することなどはできません。昨
秋からとりくんだ実態アンケートから
改善の必要性を探ります。
退勤できない日は９月に
何日ありましたか
無回答
16日以上
2.3%
8.8%

14.2%
19.1%

22.4%
１日〜
５日
14.4%
11日〜
15日

43

大幅な増員＆賃金改善で福祉職場の「働かせ方」改革を！

〒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

「…違うところにお金が回っていないだろう
か」 などと強い懸念を示した。 結びでは、
月 21 日の朝日新聞夕刊の連載コラムで、
「負

「皆で事前に協議することを監視され、叫ぶ
担が増えると、デイサービスの回数を減らし

ことさえできなくなるなんて、怖くなる。本
たり、 家族に負担が行っ たりするのでは」

当に怖くなる」と共謀罪へも警鐘を鳴らした。

2017年
５月号
第309号
全国福祉保育労働組合

介護保険の利用料の負担増を含む法案が衆

議院を通過した。女優の大竹しのぶさんは４

！！
発信

③

第309号

政府は︑①対象者ご

とに﹁縦割り﹂で整備

された公的な支援制度

の下で︑対応が困難な

ケースが浮き彫りにな

っている︑②急速な人

口減で︑専門人材の確

で︑公的支援の提供機

保が困難になること

います︒

行してすすめるとして

住民がさまざまな支

援を受けながら安心し

寄り添い︑丸ごと生活

関を安定的に運営する

を支えるしくみと体制

ことが難しくなってき

﹁我が事・丸ごと﹂の

を確立することが必要

て生活でき︑社会参加

地域づくりを強化する

です︒しかし政府は︑

ているとして︑住民が

方針を打ち出しまし

先行してすすめる窓口

できる地域づくりは重

た︒２月にまとめられ

主体的に地域課題を把

た工程表では︑制度ご

一元化でも︑担い手に

要な課題です︒住民に

とに異なるサービスの

住民によるボランティ

握して解決を試みる

相談を１ヶ所でできる

アを想定するなどして

と政府自らが指摘しな

公的支援の確保が困難

人材の確保が難しく︑

います︒人口減と専門

も﹁支えられる側から

はいえません︒そもそ

手法はまともな政策と

ンティアを頼りにした

力はありません︒ボラ

する国の責務の放棄で

が ら︑ 解 決 を 地 域 に

あり︑許されません︒

支える側に﹂のうたい

議会や自治会とともに

施設や専門職員の確

﹁丸投げ﹂する姿勢で

地域づくりの中核と位

保はもちろん︑費用負

文句は︑公的支援の不

置付けられている社会

担の軽減等を図り︑安

備を自治体や住民に肩

福祉法人は︑低い賃金

す︒また︑社会福祉協

と実態に見合わない職

心して利用できる福祉

代わりさせるもので︑

員配置のもと︑深刻な

制度の拡充こそ求めら

国民に健康で文化的な

人材確保難にあり︑地

れています︒

最低限度の生活を保障

域づくりを推進する余

﹁我が事・丸ごと﹂で国民に対する責務を
放棄することは許されない

相談窓口の一元化を先

知って 活かそう

組合の 力

福祉のなかま

2017年５月号

組合に
はいろう

最近、 誰かと話をしています
か？福祉の職場はいつもフル稼働
ですよね。多忙な業務で誰とも話
ができずに、真夜中に家に帰るこ
ともしばしば…組合では定期的に
集まってみんなでざっくばらんに
話をします。人は話をすると気持
ちが少し楽になるんですね。ぜひ
組合に入ってみんなで話をしまし

岩

手 荒津内 紀子さん

岩手愛児会分会（児童心理治療施設）

勤務時間外の研修やクラス会議
手当、行事の準備などについて要
求を出してみたら、みんなが「そ
うだよね〜！」と共感してくれま

みんなのメッセージ

した。
「これっておかしい」と感
じていることは、みんなが思って
いること。自分の意見や疑問を素
直に出せるところは組合だよね。

うれしいことも、 つらいこと
も、みんなで出し合い、互いに共
感し合い、喜び合い、助け合える
仲間が、いつでも前にも後ろにも
隣にもいる。心強く、働き続けら
れる支えになっていく。仲間が増
えて、この喜びが広がるって、よ
りうれしいこと！いっ しょ に喜
び、支え合いを楽しんでいこう。

組合に入って８年目です。働い
ていると働きにくさを感じること
もありますが、そんな悩みもいっ
しょに働いている組合の仲間に相
談でき、改善を訴えていくことも
できます。みんなで力を合わせて
働きやすい職場づくりをしていき
ましょう。

島

根 布野 彩佳さん

ひまわり第１保育園分会

チカラ

高

知 冨岡 大輔さん

静

岡 疋田 由委さん

群

馬 石井 梢さん

おひさま飯塚保育園分会

はらっぱ分会（保育園）

入職後、施設長以外の全職員が
有期雇用という状態に驚きまし
た。 組合に入っ て団体交渉を重
ね、現在では勤続３年を経過した
職員は正職員に登用されていま
す。定期昇給も勝ち取りました。
あきらめずに根気よく話し合いを
していくことが大事だと感じまし
た。みんなも組合に入ろう！

3･16全国いっせい行動 ランチタイムデモ後に大阪市役所前で

毎日の保育ががんばれるのは、
一緒にがんばる仲間がいるから。
たくさんの「ありがとう」を伝え
たい。そして、一緒にがんばる仲
間の輪を広げていきたい。心も身
体も元気に毎日過ごせるように、
よりよい労働条件の改善を共に訴
えていこう！

土佐福祉会分会（障害者施設）

年度末に一時金を要求しまし
た。法人内の各事業所の会計状況

山

をていねいに分析し、要求書を出
しました。団体交渉には理事長も
出席したもとで、家庭の事情など

新しいリーフを活用しよう！
案・タミヤ

ょう！

日々、利用者さんと向き合うこ
とを一番大切にしたいけど、近づ
きすぎて見落としてしまうことも
あります。組合ではもう少し広い
視野で、利用者さんの生活や取り
巻く環境、その一部である私たち
の働き方のことまで、なかまとい
っしょに考えることができますよ。

ジを寄せるなど、１年間のがんば
りを一丸となって訴え、職員全員
に対する一時金を勝ち取りまし

福

岡 石松 かおるさん

た！

つくしの里分会（障害者施設）

５月

滋

賀 廣谷 真実子さん

びわこ学園野洲分会（重症心身障害児施設）

分会で組合員それぞれの思いを
聞き、約10年ぶりに理事会に要求
書を出しました。予防接種に被服
費、検診の拡充などを要求。前向
きな回答が！要求すれば実現でき
るという、 いい兆しになりまし
た。みんなで集まり、思いを分か
ち合いながら、やりがいのある保
育を楽しめるよう、力を合わせて

石

川 澤口 朋之さん

いきたいです！

あゆみ分会（保育園）

子ども・保護者・指導員と向き
あって勤続30年。職場は小さいけ
ど、つながりと視野は末広がり。
埋没せずに、思いをもって働き続
けられるのは、組合があって仲間
がいるから。

●18日
（木） 憲法25条を守る５・18共同集会（日比谷野音）
午前中は福祉保育労として「福祉職員の大幅増員 ・ 賃金改善署
名」の紹介議員をとるための議員要請行動をおこないます。

６月
●３日
（土） 全労連非正規集会（静岡）〜４日
（日）
●９日
（金） 福祉保育労中央行動
＊午前中は学習、午後は打ち合わせと種別交渉などをおこないます
●17日
（土） 社協・事業団学習交流集会（横浜）〜18日
（日）
●24日
（土） 保育部会学習交流集会（宮城）〜25日
（日）
☆毎年５月頃から販売していた青年部Ｔシャツは、昨年秋から全国
青年部が役員体制の未確立などで活動休止に入ったため、今年度
の販売・普及はありませんのでご了承ください。

さくらんぼ分会（保育園）

山形地本・蔵王長寿園分会（養護老人ホーム）での３･16全国いっせい行動。４月に入り、
新入職員３人をさっそく組合に迎えました

で出席できない分会員もメッセー

画・ニムラ

梨 川口 沙織さん

兵

庫 櫻井 由賀さん

神戸学童保育分会・むぎっ子班

京都地本の報告集会

②

2017年５月号
利用者ができなかった

仕事や︑自信がなくてし

なかったことができるよ

う に な る︒﹁ チ ャ レ ン ジ

する姿を目の前で支えら

れるのが仕事のやりが

い﹂だと言います︒仕事

の合間に利用者と交わす

勤務時間中は︑なかま

一言が励みです︒

福祉のなかま

の工賃を保障するための

力
ラ

チカ

作業が主で︑事務仕事や

組合

納品チェック︑会議など

！

い
伝えたの

は時間外でやらざるを得

ない日々︒昼休みが取れ

第309号

Myメッセージ
まつ き

たかおみ

松木 貴臣さん
大分・夢ひこうせん分会 九州ブロック議長

もし何かが起きても
力を貸してくれるという安心感
ずに気を抜くことができ

15

⑰熊本県のゆるキャラ
⑱定期預金が⁝になる

通販を利用

⑳ネットでなく︑⁝をみて

㉑長良川の名物行事

⑲天井の反対語

㉓バンドに欠かせない⁝ギ

㉑鉄腕アトムの妹

㉒三人寄れば文殊の⁝

ター

㉕⁝の孤島︒大⁝棚

㉗１０００㎏ は１⁝

３０７号︵２０１７年３月

㉔栓抜き付きのものも

㉖懐古的︒⁝趣味

乃糸

㉘播磨の特産そうめん︒⁝

㉙料理を英語で

号︶の答えと当選者

島根支部・ひまわり第１保育園分会 野々村

共済の休業給付の判断基準は、
①自宅療養が必要であると医師が
診断したかどうか（整体院や接
骨院は不可）
。
②同一の疾病で連続５日以上の自
宅療養かどうかです。
年休でも労災でも公休日でも、給
付の対象です。

インフルエンザで５日間休業しま
した。診断書に 3,000 円もかかる
と言われたのですが、診断書に代
わるものではダメですか？

給付額が少額の場合は、
「治療状
況報告書兼同意書」と領収証や処
方箋の写し等で代替できます。詳
しくは中央本部までお問い合わせ
ください。

検査入院は給付されますか？

中学の同級生が同窓会で「記事見たよ」と
大阪地本・コスモス分会 北野

大阪地本・さつき福祉会分会 井上

幸司さん

３月号の「福祉トピックス」で、日本ハムフ
シ
ァイターズが「保育士ート」という招待企画を
始めたことが書かれてました。オリックスバフ
ァローズにもメールで言っときます！日ハムみ
たいに福祉労働者を応援してよ、と。

大幅増員＆賃金改善、その通り！
香川支部・こぶし花園保育園分会 藤井

春歌さん

人手が足りないなかで、職員で励まし合いな
がらがんばっている毎日です。賃金と労働環境
が仕事に見合っていなくて悲しくなります。記
事を読んで本当にその通りだと思いました。仲
間を増やして、もっと声をあげていけるように
がんばっていきたいです。

バファローズも
福祉労働者を応援して！

共済加入者と共済会事務局のやりとり（一例）

腰痛で10日間の自宅療養と診断さ
れましたが、日祝をはさんでいた
ので給付は７日になってしまいま
すよね（涙）

励まし合いながらがんばる毎日
もっと仲間と声を！

紙面を読んで

みなさんの
疑問・質問にこたえます！

感染症と診断されて、年次有給休
暇で５日間休んだのですが、給付
されますか？

︻解き方︼二重ワクの文字

■ タテのカギ

抽選により︑次の方々に図

を︑Ａ〜Ｆの順に並べてで

書カードを送ります︒

人でした︒

②覚え書き

Ｙ・Ｍさん

答えは﹁キックオフ﹂で

③目の屈折異常の一つ

︵東京地本︶

した︒応募は

④原始時代の土製の遺物

野々村
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きる言葉はなに？

⑤５月５日のお風呂

︵

①軽いおじぎ

⑤琵琶湖がある県

①５月の誕生石

⑥丈の長い高級室内着

藤井 あゆみさん

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▶６月15日
発表▶2017年７・８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

■ヨコのカギ

⑦指先の皮膚にある模様

⑨空気やガスのこと

︵ 香川支部・こぶし花園保育園分会︶

応 募 方 法

春歌さん

⑧ふるさとに帰る

⑪端午の節句︒⁝の日

Ｆ

島根支部・ひまわり第１保育園分会︶

⑩力士が踏みます

⑭山形県の名産の果物

Ｅ

⑫地域限定の⁝情報誌

Ｄ

⑯昼食を英語で

Ｃ

⑬⁝の根の運動

Ｂ

⑮自動車でのお出かけ

答え

A

ひろめようよ！

福祉保育労共済
ないのが悩みです︒改善

へ声をあげていこうと動

き出しています︒

職場の組合員は３人︒

もっと増やそうと︑２月

に初めて﹁組合を知る飲

み会﹂を開催︒きょうさ

れんで交流のある施設の

職員にもＬＩＮＥでもよ

びかけて当日を迎えまし

た︒職場の未加入者が２

人︑職場外からも３人参

加︒﹁ 他 の 職 場 の 労 働 環

境や悩みを知ることがで

きた︒今後もつづけて︑

給与明細や就業規則の見

方なども学んでいきた

九州ブロック議長とし

い﹂と決意を語ります︒

て年数回は福岡での会議

へ︒何かが起きてもブロ

ックや福岡地本の組合員

と県労連が相談に乗って

くれ︑力を貸してくれる

ける力になっています︒

という安心感が働きつづ

障害者の生活介護と就労支
援Ｂ型事業をおこなう﹁夢
ひこうせん﹂ で働いて
年︒３・ 全国いっせい行
動では厚労省交渉で実態を
踏まえた人員増を訴えた︒
16

はいろうよ！

あゆみさん

１年間で一番忙しい年度末も過ぎ、新年度も
がんばっ ています。
「福祉のなかま」 の記事
で、 大幅増員＆賃金改善、 本当にその通りで
す。福祉現場の賃金が全産業平均と比べて10万
円も低いことをあらためて知り、びっくりしま
した。

正仁さん

先日、
卒業して数十年になる中学の同窓会で、
同級生が「お便りありがとうの記事見たよ」と
声をかけてくれました。彼女も福祉の現場でが
んばってるんやと、大きな力になりました。

「憲法は使うもの」
「私はこう思うを発信する」を実践へ
福岡地本・つくしの里分会 林

妙子さん

３月号で九州ブロック労働学校のことを取り
上げてくださってありがとうございます。他の
ブロックのなかでは、岡山学習協の長久さんの
「憲法は使うもの」
「私はこう思うを発信す
る」 という言葉が心に響きました。 石倉先生
（広島時代に働いていた作業所の運営委員長）
の話も、そうだなーと思いました。平和と社会
保障は両輪のようなものですね。

医師から精密検査が必要とされた
場合の検査入院は給付対象です。
健診や人間ドックなど医師の診断
ではないものは対象外です。

産休前に絶対安静と言われて自宅
療養となり、産休に入ってからは
入院したのですが…。

医師の診断があるので、産休予定
前日まで休業給付が保障されま
す。入院の給付は産休中も保障さ
れますので安心してください。

④

