自民党、小選挙区では得票率48％で74％の議席に
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福祉保育労では、この11月・12月を『大幅増員』月間
として、福祉職員の増員を求める宣伝行動を全国で展開
します。国会に向けた「大幅な福祉職員の増員・賃金の引
き上げを求める請願署名」を１人20筆を目標にすすめ、社
会的な理解と共感を広げていきます。実現へ鍵を握るの
は、
当事者としてまわりに伝えていく私たちの行動です。

福祉職員の大幅増員

約

万円も低い実態と改

金水準が全産業平均より

深刻な人手不足
職員が大幅に増えたら
私たちの運動もあっ
て︑福祉職場の職員の賃

低すぎることは︑まだま

人も多く︑労働実態にふ

に足を運んだことのない

保育園の給食の

ているなかで︑

要を訴えつづけ

て処遇改善の必

労働組合とし

保育所や介護事業所な

れる機会が少ないことも

だ知られていません︒

どの役割が重要だという

大きく影響しています︒

休憩 ・ 休暇が取りづら
く︑不払い残業が横行し

認識はあっても︑学校や

になっている︒９月に福岡

１８年度の保育予算要求書

支部が福岡市に対して２０

を提出し︑市議会の会派と

懇談した︒その際に︑現場

の参加者が﹁アレルギー食

は大変というけど︑米に含

まれるアミノペプチドとい

う成分の含有状況でアレル

ギー症状が出やすい米と出

にくい米がある︒それを市

販している店を探して用意

している﹂と︑日々の困難

さの一例を話してくれた︒

保育士と給与表は異な

署名は来年１月に開会

院選挙で︑新しい議員も

ドに集めましょう︒衆議

程度低いケースが少なくな

の職員の賃金は１万２千円

月１日は
全国いっせい行動

職員について気

病院と異なり︑福祉職場

名用紙と宣伝チラシをき
っかけに対話をすすめる
なかで︑励まされるなど
の新たな発見もあるはず

族︑自らの知人・友人な

される通常国会に提出し

り︑同じ等級号俸でも給食
憩がとりにくいうえに︑

どに︑ていねいに伝えて

です︒職場の利用者・家
今回の署名の請願項目

不払い残業も多く︑自分

確保が保育の質に影響する

で は︑﹁ 職 員 を 大 幅 に 増

という認識が広がり︑不十

い︒保育士の処遇や人材の

とりくんだ署名には自民

分ながらも改善策が打たれ

多く誕生しました︒昨年

党の厚生労働委員も紹介

るようになってきた︒保育

ます︒１月 日までをメ

議員になるなど︑これま

の大きな柱とも言える食育

いきましょう︒

月・ 月の﹁大幅

の充実を否定するような話

行動を中心に力をあわせ

っせい行動として︑宣伝

さを訴えて改善をめざした

格差が広がる状況のおかし
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てとりくみましょう︒
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増員﹂ 月間に署名を広
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は聞こえてこないなかで︑
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月１日には全国い

た︒

でにない変化も起きまし

のための休息の８時間や

働きつづけていくこと

やし︑利用者の安全と安

が困難になっている職場

自分と家族のための８時

に引き上げ︑処遇を抜本

と生活の実態と︑職員が

間が奪われていないでし

的に改善してください﹂

増えたら何が実現できる

心が保障され︑職員の生

と２点をシンプルに掲げ

かを私たちが伝え︑理解

活を守れる福祉職場にし

ています︒請願権を行使

と共感を得ていくことで
変化が生み出せます︒署

１日の労働時間は８時
間以内が基本ですが︑休

して国会に提出します︒

ょうか︒
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てください﹂﹁賃金を大幅

署名用紙を手に
対話をすすめよう

高宮信一･作

ていること︑その要因と

大幅な福祉職員の増員・賃金引き上げへ
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選挙が終われば…

して国の職員配置基準が

一方で︑福祉職場では

報道も続いています︒

育労が協力したマスコミ

なってきました︒福祉保

識となり︑国政の焦点に

善の必要性は社会的な認
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請願権≫
≪憲法第16条

何人も、損害の救済、公務員の
罷免、
法律、
命令又は規則の制定、
廃止又は改正その他の事項に関
し、平穏に請願する権利を有し、
何人も、かかる請願をしたために
いかなる差別待遇も受けない。

≪請願権って？≫

20

請願とは、国や地方自治体の機
関に対して、要望を述べる行為の
ことを言います。この権利は年齢
に制限はないほか、外国人にも認
められています。議会に提出した
場合は、 審査 ・ 質疑がおこなわ
れ、賛成多数で採択されれば、そ
の要望を実現する施策がとられて
いくことになります。

10月28日、岩手では40人が宣伝行動に参加し、
保育署名とともに
「福祉職員の大幅増員＆賃金引き上げ」
署名を集めました
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共同通信が実施した出口調査で、比例代表

投票先を回答した人に安倍晋三首相を信頼し
となった。しかし、小選挙区では自民が48％

ているか尋ねたところ、
「信頼していない」
の得票で74％の議席を得たように、民意を反

51.0％で「信頼している」の44.1％を上回っ
映しない選挙制度によるところが大きい。

た。首相が信任されたといえるだろうか。
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10 月 22 日投票でおこなわれた衆議院選挙
は、自民 284、公明 29 と、与党が圧勝する形
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人手が足りず
休憩・休暇がとりづらい
就業規則で定められた休憩をとりたいのにとれない︑時間通りに帰れ

内と定めています︒休憩

労働時間を原則８時間以

めの８時間︑休息のため

の起源である﹁仕事のた

労働運動のスローガン

を国の責任のもとで支え

や高齢者︑障害者の権利

かかわらず︑子どもたち

義務づけています︒にも

合は１時間以上の保障を

ために︑大幅な増員を国

健康に働きつづけていく

で徹底して︑心身ともに

いう意識とルールを労使

働時間は８時間以内にと

っているでしょうか︒労

いう１日の過ごし方にな

していく必要もありま

直しができないか︑論議

もに︑現状でも業務の見

っているか確認するとと

分のための時間がどうな

ながら︑労働︑休息︑自

を求めていく署名を広げ

シで示した現状と改善も

員が足りません！﹂チラ

﹁ＳＯＳ！福祉職場に職

え た ら 何 が 変 わ る か︑

そのうえで︑職員が増

なった事例もあります︒

て︑休憩がとれるように

職場で︑話しあいを重ね

ない﹂と思わされていた

ることが目標ですが︑署

切 に し ま し ょ う︒
﹁こん

るなかで︑やりとりを大

なく︑理解を求めて伝え

８
日・

日︑東京・代々木の

の仲間が 人近く集まりました︒１

た︒岩手︑大阪︑京都などから全国

オリンピックセンターで開催しまし

月

第 回全国児童養護施設職員等の学習交流集会
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休憩や睡眠時間も
しっかり
取れてる？

４
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﹁自分の８時間﹂
を確保して
心身ともに健康に
働くために

も︑労働時間が６時間を
の ８ 時 間 ︑ 自 分︵ と 家

る福祉職場で︑これらの

に求めていく必要があり

せているか︑忙しく過ご

す︒会議や行事︑その準

参考に︑多くの人に大幅

名をきっかけに対話を重

な励ましの言葉をもらっ

日目の第一分科会では勤務表づくり
を通したグループワークをおこない
ました︒何を優先的に考えていくべ
きか︑白熱した議論になり︑国に当
面の要求として求めているグループ
ホーム４人体制の必要性を感じまし
た︒第二分科会では︑施設において
ありがちなシチュエーションでのロ
ールプレイングを通して︑日々のコ
ミュニケーションの大切さ︑感謝・
ねぎらいの気持ちを伝えることの大
切さ︑お互いの状況を理解し思いや
る姿勢が大事だと実感しました︒
２日目の講演では︑子ども・若者
総合支援事業学習コーディネーター
として活動されている西牧たかねさ
んをお迎えしました︒中学校で長年
教師をされていた経験をもとに︑た

もの養護のヒントやアドバイス︑そ

くさんのエピソードを交えて︑子ど

して私たち大人の心がすっと軽くな
る励ましの言葉もいただきました︒
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循環になっています︒

超える場合はその途中に
族︶のための８時間﹂と

法令違反が横行していま

ます︒ 時間をどう過ご

すぎて︑人手が足りずに
した日を振り返って︑チ

備のほか︑事務仕事など

ねて︑実態と改善の必要

た﹂などの反響を分会な
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労働基準法は︑１日の

分︑８時間を超える場

す︒国の職員配置基準と

無理を重ねて働き︑離職
ェックしてみましょう︒

の改善を率直に論議でき
な増員の必要性をアピー

性をていねいに伝えるこ

どの会議で共有し︑確信
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保障されている公費が低

する人が後をたたない悪

現状でもできる業務の
見直しはない？

るのも労働組合です︒職
ルしていきましょう︒

国に大幅な職員の増員

員間で﹁休憩は絶対とれ

つながり生かして 対話をすすめて

とがまず重要です︒職場

を深めることも大事で

にできることにとりく

９
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１月

署名を広げよう

の利用者・家族︑自分の

国会に請願を採択させ

知人・友人︑団体のつな

明し︑さあみんなでやろ

す︒初めて署名にとりく

うというムードをつくっ

がりなどを生かして︑働

保護者に対する宣伝や

む組合員にもしっかり説

駅頭などでの行動でも︑

て広げていきましょう︒

きかけましょう︒

ただ書いてもらうだけで

・１全国いっせい行動
各地で宣伝などをおこなおう

み︑大幅増員の必要性に

７
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●１日
（金） 大幅増員 全国いっせい行動
＊署名宣伝行動を中心に各地でとり
くみます！
●２日
（土） 全国闘争委員会
●３日
（日） 福祉保育労春闘討論集会

ない︒職員が退職して募集しても応募がなく欠員状態が続き︑疲労は蓄

福祉施設介護員

２０１６年

せい行動として各地で宣

月１日は︑全国いっ
遇改善﹂をメダルの表

伝行動などをおこないま

利用者の安心・安全と

21
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積するばかり⁝︒そんな実態が広がっています︒保育園の保育士と︑夜

権利としての社会福祉

裏の関係として一体の

す︒憲法 条を具体的に

職員の生活を守るための

ついて理解と共感を社会

12月

勤 の 介 護 職 の 勤 務 の 現 状︵ 一 例 ︶ を 署 名 用 紙 の 裏 面 に も 記 載 し て い ま

・社会保障を明記した

す︒アピールワッペンを

た立憲民主党が躍進し

大幅な職員の増員は︑福

に大きく広げ︑その実現

保障することにつながり

たが︑これは安倍政権

祉に働く私たちだけでな

を迫っていきましょう︒

採択︑宣伝行動などをや

つけた就労︑職場決議の

ものとしてとらえるこ
とにある︒
総選挙では立憲主義

の暴走を﹁何とかした

く︑職場の利用者・家族

ます︒私たち一人ひとり

い﹂と願う国民の期待

のほか︑国民的な願いで

りきりましょう︒

と︑その期待をうけて

・民主主義を旗印にし

一定の選挙区で実現し
た野党共闘の力の現れ
と言える︒国民にとっ
て真に安心・安全でき
る福祉社会を︑憲法が

５
19
講演では「ベクトルの向き」「ヒットを
打てない時にも」などの経験と助言が

す︒みなさんの現状はどうでしょう︒みんなで話し合ってみましょう︒

ち出した︒医療報酬の

憲法 条の否定で︑国

動をよびかけている︒

高く掲げる崇高な精神
と理念のもとに実現さ
せていこう︒

６
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●20日（土） 第54回中央委員会予定（〜21日）

３
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２
１
11月「福祉職場の大幅増員キャンペーン」月間（〜12月）

45

24
23
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勤務表づくりで
増員体制の
必要性を実感
●１日
（水）
〜10日（金）を中心に
大幅増員キャラバンゾーン
＊自治体への要請行動などを各地で
●11日（土） 障害種別・重症児部会交流集会
（〜12日 大阪）
●18日（土） 高齢種別交流集会
（〜19日 山形）

保育園の保育士の場合

政府は︑２０１３年度
から２０１６年度までに
保育士に月額２万６千
円︑２００９年度から２
０１６年度までに介護職

保育士

大幅引き下げ︑訪問介

民が望んでいる﹁安全

方 針 の 肝 は︑
﹁憲法改

21.58
21.52

員には月額４万円を超え
全産業平均

会議員が四分の三を超

護サービスなどの介護

ら来春闘にかけて︑国

安倍政権は︑この方

30.40

る賃金の引き上げをおこ
なったと説明しています︒
しかし︑厚生労働省の
賃金構造基本統計調査で
も︑全産業平均との格差
は縮まっていません︒超
過勤務手当などを含める
と︑その格差は月約 万

える異常な事態となっ

報酬の引き下げ︑企業

例給付の廃止︑生活保

に対して職員配置の大

針に従って︑社会保障

12

円となります︒賃金水準
の大幅な引き上げが増員

た︒しかし︑これは︑

・安心の福祉﹂が破壊

２０１２年

民意を正確に反映しな

主導型保育の推進と保

される事態となる︒

２００８年

い小選挙区制の問題が

育所の公定価格の﹁適

とともに必要です︒

大きく︑投票の際の出

私たちは︑この秋か

対する国民の信頼も期

護の見直しなどが盛り

っていたように︑財務

悪を許さず︑平和と民

☆所定内賃金（時間外勤務手当、深夜・休日・
宿日直・交代手当などを除くもの）

さ 大幅増員キャンペーン月間 ︵ 月＆ 月︶
あ

先月の衆議院議員選
挙の結果︑自民党・公
明党の与党が三分の二
の 議 席 を 占 め︑ そ れ
に︑民進を吸収した希
望の党を加えると憲法

正 化 ﹂︑ 児 童 手 当 の 特

待も低い︒

省の財政制度等審議会

費の大幅削減を強行し

主主義を守る﹂
﹁福祉

幅増員を本気で迫る運

は来年度の予算編成に

てくることが予想され

職場での大幅増員と処

込まれた︒

あたって︑社会保障費

る︒しかし︑これは︑

また︑選挙結果を待

20.63

「自分の時間」は何時間？チェックしてみて
クしてみ
みて
画・ニムラ
案・タミヤ

20.82

介護職員の夜勤の場合

口調査でも安倍首相に

全産業平均との賃金比較では

今 こ そ ︑憲法が掲げる
平 和で安心できる 福 祉 社 会 を

﹁改正﹂に前向きな国

（厚生労働省賃金構造基本統計調査より）
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を抑える見直し案を打

も
このチラシ う
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で

全産業平均より
月額９万円も低い賃金
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賃金アップ

確保しよう

と

自分のための８時間を
大幅な職員の増員
「処遇改善策を実施した」
と政府は言うけれど
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京都地本の青年部担当

として他労組との交流を

すすめ︑地本執行委員と

しては他種別の活動も知

ることができて刺激にな

ると語る中本さん︒

﹁青年部のメンバー間

でお互いの悩みを相談し

合える仲になって︑職場

内だけではなかなか言え

福祉のなかま

ない愚痴をこぼせる集え

力

ラ
チカ

る場にしたい﹂という視

組合

点 を 大 切 に︑﹁ 常 に 発 信

！

い
伝えたの

できるように努めてい

る﹂と言います︒また︑

第314号

Myメッセージ
た

中本

悩みは溜めずに吐き出して
共有すれば元気になれる

浩介さん

京都地本･学児支部西分会 地本青年部担当

紙面を読んで
賃金格差を生む「処遇改善加算」とは…
北海道地本・モエレはとポッポ分会 福岡

労働時間が守られ、
働きつづけられるように
吐き出して︑みんなと共

﹁悩みは溜︵た︶めずに

有すれば元気になれる﹂

という言葉に実感がこも

ります︒

仕事は児童館の厚生員

として︑乳幼児を持つ母

︻解き方︼二重ワクの文字

親の育児相談に乗っ た

り︑いっしょに遊んだり

を︑Ａ〜Ｆの順に並べてで

きる言葉はなに？

■ヨコのカギ

することです︒子どもの

時や︑お母さんが﹁児童

①羽生結弦は氷上の⁝

成長を目の当たりにした

館に行かせて良かった﹂

④酉の市の縁起物

⑥父↑↓

⑦ 冬の北海道で獲れる甲殻

類

と言ってくれた時に仕事

のやりがいを感じていま

す︒

京都市の児童館・学童
⑨秋の日は⁝⁝落とし

彩花さん

９月号の「運動の重点課題」を読んで、労
働時間は８時間以内という決まりがあること
を私は知らなかったので、それが守られてい
る園はありがたい職場だなと、先輩や同業者
の友だちの話を聞いて思います。私の知り合
いの職場では労働時間がまったく守られてい
ません。一つでも多くの職場で労働時間が守
られ、働きつづけられるように、まず自分か
ら声を発信していきたいと感じました。

組合のない福祉職場の職員を
なかまに迎えたい

㉒ミッキー⁝︑ビッグ⁝

⑯愛媛県産⁝みかん

⑰⁝をたたいて渡る

㉔液体などをろ過するため

手にもつ

⑲バイキングではこれを片

間の飾り窓

イクリング﹂でした︒応募

㉑天井と鴨居︵かもい︶の

は 人で︑抽選により次の
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㉓欧州連合の単一の通貨

㉖江戸時代の義賊︒鼠⁝

㉕鉄人 ⁝⁝

㉗商品が不足していること

中川

■ タテのカギ

①ガソリンは⁝⁝性の油

︵北海道地本・川東の里分会︶

福島支部・福島福祉施設協会分会 松崎いずみさん
９月号の「伝えたい！組合の力」 を読ん
で、組合のない園では、現場の声を全国に発
信することは難しいんだなと感じました。組
合のなかまで力をあわせて、組合のない福祉
職場で働く人たちの労働条件も良くしていけ
たらと思いました。

組合のない保育園で７年勤めて…
東海地本・田代分会 船木慎太郎さん

締切 11月15日共済会必着

⑳⁝の銘︒⁝の書

の紙

３１２号︵２０１７年９月

３ １ ２ 号 の 答 え は ︑﹁ サ
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号︶の答えと当選者

文博さん

方々に図書カードを送りま

す︒

竹内保乃華さん

②晩秋から初冬の温かい日

木村

︵東海地本・田代分会︶

③海が荒れること

④竜頭蛇尾︒羊頭⁝

綾乃さん

⑤絵画や彫刻の下絵︑素描

康一さん

若林

︵東海地本・田代分会︶

一美さん

⑧お絵描き用の紙

西山

︵大阪地本・財団分会高鷲学園班︶

︵滋賀支部・学童保育分会︶

⑩旅 に 出 な く て も 食 べ た

い︒駅⁝

まれ

⑫青信号は進め︑これは止

⑭蒸気をつくり出すかま

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▶2018年１月号
賞品▶正解者の中から５人の方に
図書カード（1000円）進呈
宛先▶「福祉のなかま」編集部

⑪次の日の朝です

応 募 方 法

保育所職員の賃金は今年

Ｆ

⑯板が曲線に切れます

Ｅ

⑬座っている時に身体が動

⑱英語ではローズ

Ｄ

く⁝⁝ゆすり

⑮⁝⁝謝⁝⁝激雨あられ

答え

Ｃ

４月から平均６０００円

のベースアップが実現し

ましたが︑他種別の賃金

に比べて低い水準は改善

されていません︒京都市

との団体交渉権を背景に

編集部︶

して﹁処遇改善﹂を求め

︵構成

て︑さらに奮闘していま

す︒

趣味は︑ピアノ︑バ
スケ︑フットサル︑卓球
など体を動かすこと︒
甘いものを食べたり飲
んだりして︑疲れを吹
き飛ばしています︒
Ｂ

厚志さん

処遇改善加算で「給料が上がる」と喜んで
いましたが、９月号の「主張」にあるように
実際は混乱を招くものでした。職員間での賃
金格差を生み、平等な処遇改善にはなりませ
ん。全職員の処遇改善が平等におこなわれる
ようにたたかっていかなくてはならないと感
じています。

東海地本・田代分会 岩田

A

組合のない保育園で７年間勤めましたが、
園の方針で残業が美化され、評価されていま
した。みんな結婚を機に辞めていきました。
今は組合のある園で、労働環境に意見できる
こと、いや意見するべきという環境がありが
たいと感じます。
「福祉のなかま」を読んで
いると、みんながいきいきと働ける制度をめ
ざしたいという気持ちが高まり、
「変えてや
ろう！」と思います。

て
共済を続けて
よかった!!
60歳で定年退職して法人で初の再雇用とな
って２年。
足の骨折で33日間治療することになりまし

年 末 調 整

た。ワンコイン共済と医療共済に加入してい
たおかげで、共済給付金を受けることができ
て感激です。とはいえ、あらためて健康が一
番だということを思い知らされました。

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
火災共済・交通災害共済

→ 労働組合の自主共済のため
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の書類は、毎年10

加入申込書、
パンフレットのお申込みは共済会まで
制度の紹介（※）
月々５千円から自由に掛金設定ができます。
年金受取開始年齢は一定期間後、自由に決め
られます。
個人年金保険料控除対象となるＡコース、生
命保険料控除対象となるＢコースがありま
す。
加入から一定期間は元本割れしますが、長期
的にはよりよく生活を支えることをめざして
運用されています。実績や予定利率は、パン
フレットに掲載しています。

月頃に幹事会社の「大同生命株式会社」の差
出人名で、加入者のご自宅に送付されます。

④

※各事項の詳細等については年金共済のパンフ
レットを必ずご確認ください。

他の保険会社に比べて掛金が安く、手続き
が簡単で、内容がとてもいいのが一番です。
「共済を続けていて本
当によかったな」と思っ
ています。ありがと
うございました。

⎛ 島根支部
⎞
特養ひまわり園分会
⎝ 森脇 良一さん ⎠

