７月〜TBS日曜劇場よる９時から『この世界の片隅に』放送

厚労省の特設サイトsaiteichingin. info『あなたの働く街ではどういうの？ 遠藤憲一の「確認した？」方言編』

﹁最低賃金﹂って何？

す︒

実際はいくら？
東京９５８円
沖縄などは７３７円
地域別最賃の最高額は
東京の９５８円で︑最低
額は高知・佐賀・大分・
長崎・熊本・宮崎・鹿児
島・沖縄の８県で７３７
円です︒全国平均では８
４８円になります︒２０
０６年には最高額７１９
円と最低額６１０円の差
は１０９円でしたが︑昨

っていますか︒使用者が

８００時間として計算す

す︒年間の労働時間を１

１円にまで広がっていま

年の改定でその差は２２

労働者に支払わなければ

ると︑東京は１７２万４

最低賃金とは何か︑知

ならない︑賃金の最低額

円︑全国平均では１５２

４００円で︑沖縄など８

都道府県ごとに地域別

万６４００円と︑とても

を定めた制度のことで

最低賃金が決められてい

生活できる賃金水準では

県では１３２万６６００

て︑その額よりも低い額

なく︑大幅な引き上げが

す︒

での契約は無効で︑最低

必要なのです︒

７月頃に厚労省の中央

大幅な引き上げ
全国一律制求めて

賃金未満しか支払ってい
ない場合は差額を支払わ
なければなりません︒支
払わない場合には︑最低
賃金法に罰則︵ 万円以

最低賃金審議会から各地

働時間で︑月給で働く人

人は日給を１日の所定労

だけでなく︑日給で働く

また︑時間給で働く人

おこない︑各都道府県単

その目安を参考に審議を

方最低賃金審議会では︑

目安が提示されます︒地

金審議会に引き上げ額の

国際的にも︑大多数の

地域別最低賃金を採用し

ています︒日本のように

道府県単位の地方最低賃

は１か月の平均所定労働

位の労働局長に答申しま

国は地域別ではなく全国

一律の最低賃金制をとっ
時間で割った額として︑

月頃

私の夢は﹁

歳定年に戻せ﹂︒

歳を過ぎた

ら︑若者の邪魔

にならないよう

に仕事からは隠

居して︑自分としてトータ

ル的な生き方をしたい︒職

業 や 肩 書 き で は な く︑﹁ 私

は私として生きています﹂

という自己紹介︒確かに︑

仕事︵労働︶はやりがいが

あるのだけれど︑イコール

オンリー生き甲斐になって

いたら︑ゆくゆくは濡れ落

ち葉か終わった人か︒働け

るうちは働きたいという方

が多いようだけれど︑ 歳

が︑待てよ︑ 歳までの労

なるだろうに⁝︒いや︑だ

っと多様性に満ちて柔軟に

っぱいいたら︑世の中はも

いろんなことをやる人がい

を選ぶ人だっているはず︒

保障があれば︑別の選択肢

かに生きられる年金や社会

定年で︑健康で文化的に豊

55

働が１日８時間で豊かに生

活できるなら︑ずーっとト

生きています﹂という日常

ータル的に﹁私は私として

す︒最低賃金の大幅な引

なのか︒ 歳定年の夢はも

進国との比較やみなさん

はずっと続けよう︒

とうな働き方を求める活動

はや間に合わないが︑まっ

︶
yoshicoon

の賃金と生活実感も踏ま

︵

えて︑考えあっていきま

しょう︒

55

高宮信一･作

き上げについて︑他の先

ている国はごく一部で

す︒改正額は毎年

に発効します︒

（「最低賃金大幅引き上げキャンペーン2018実行委員会」より）

最低賃金が適用されま

います︒

下の罰金︶が定められて

50

憲法25条、
いま福祉の職場では？

55

最低 賃金の
大幅引き上げを
さいてい
ちんぎん

時給１５００円以上が必要

発行責任者／土田昭一
2018年７月５日発行

55

55

10

「最低賃金」って聞いたことはありますよね。でも、
自分にはあまり関係がないと思っている人も多いのでは
ないでしょうか。毎年10月の地域別最低賃金の改定にむ
けた見直し論議も始まりました。最低賃金とは何か、私
たちの仕事や生活との関係性はどうなのか、みんなで考
えあうために、特集します。
〒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

穂香さん、夫役を松坂桃李さんが演じる。出

演する二階堂ふみさんの「当たり前が当たり
現在も劇場公開が続く異例のロングヒット

前でなかった、悲しく寂しい時代に、私たち

に。７月からTBSで同名のドラマが放送され

と同じ人間が、懸命に生きていたことを感じ

る。主人公はオーディションで選ばれた松本

る作品にできたら」
というコメントが力強い。

2018年
７・８月号
第322号
全国福祉保育労働組合

戦時下の日常を描いたコミック「この世界

の片隅に」
（作：こうの史代）が映画化され、

む統合型リゾート︵Ｉ

に延長することを強行
の成果をもって秋に改

要法案を成立させ︑そ

るべきだ﹂が ％に対

％︵朝日︶と反

し ︑﹁ そ の 必 要 は な
い﹂

対 の 声 が 圧 倒 的 だ︒
﹁働き方改革﹂ 法案
も︑
﹁今の国会で成立
させるべきだ﹂の ％

もしも
最低賃金 なら
生活は
どうなる？
最低賃金で生活すると

う︒最低賃金での収入で
力で最低生計費調査がお

全労連や地方労連の協

て進学せざるを得なかっ

もが多額な奨学金を借り

てをあきらめたり︑子ど

最低生計費は
全国どこでも
単身者 万〜 万

生活ができるか︑費目ご
こなわれています︒食費

したらどうなるでしょ

とにかけられる額を計算

るなど︑貧困が連鎖する

たり︑将来にわたって厳

を積み上げて生活に必要
ことになります︒

︵左上参照︶が︑税込の

を一例にあげています

みると︑愛知県名古屋市

で文化的な最低限度の生

万円の収入になり︑健康

０時間働けば︑額面で

ら︑フルタイムで月１６

時給１５００円以上な

最低賃金が全国一律で

な費用を計算する調査で

歳単身世帯の男性を

す︒

万円が必要

地方都市では車の維持費

になります︒家賃が低い
ではないでしょうか︒

活を営めるようになるの

などの費用もかかり︑最
低生計費は低くなりませ
ん︒最低生計費に満たな

５･28中央行動

育︑高齢者介護︑障害福祉︑
児童養護︑学童児童館︑社協

５月 日︑来年度予算の概
算要求に向けた中央行動が開
・事業団の６つに分かれて交

祉保育労の基本要求﹂ の学
ペの解消を﹂
﹁基本は正規雇

各種別の交渉では﹁ワンオ

渉をおこないました︒

の地方組織から１

催され︑

習︑福祉人材確保にむけた全
用で﹂を共通項目としてすす

２ ６ 人 が 参 加 し ま し た︒
﹁福

体での厚労省交渉のあと︑保

ワンオペ解消を！
基本は正規雇用で

人の紹介議員

２１９６筆となりました︒

を通じて提出し︑累計で８万

産︑社民の計

は︑立憲民主︑国民民主︑共

の改善を求める請願署名﹂

﹁大幅な職員の増員と賃金

えました︒

を各参加者からていねいに伝

材の確保がままならない実態

ない回答もありましたが︑人

る﹂
︵ 保 育 ︶ な ど︑ か み 合 わ

で働きたいというニーズもあ

害福祉︶
︑﹁短時間など非常勤

できないのではないか﹂
︵障

複数体制にしても職員が確保

め ま し た︒﹁ 人 材 不 足 な の で

厚労省に現場実態の改善を迫る

日

保育部会 第 回
学習交流集会 東海
６月 日〜
名古屋市

社協・事業団種別協議会

東京都内

開催

全国学習交流集会
東京

５月 日

た。目標の150人を超える153人が参加しました。

い収入では生活を切り詰

代・保育園・保育士﹀
ため︑生活もかなり苦し
いのが実態です︒仕事に
やりがいは感じるもの
の︑長く働き続けられる
か︑とても不安です︒

りやすく解説し、解決方法を導き出す話をしていただきまし

交渉にむけて要望内容も討議しました。

めることが強いられま
す︒そして︑結婚や子育

非正規で働く
なかまの声は？
手取り 万９２００円

時

やりがい感じてもこれでは⁝
︿島根県
時給８７０円で週

間働いて︑１カ月の総支
給額は 万９２００円で
す︒そこから税金などが
引かれます︒賃金が低い

ではないでしょうか︒

円って︑あまりに低いの

と低いです︒時給８３０

８２０円︒手取りはもっ

代・障害者施設・支援員﹀

時給８３０円は低すぎる
︿北海道

障害者の通所施設で働

万７

時間の勤務で１

いて︑時給は８３０円で
す︒週

カ月の総支給額は

し、子どもの発達のつまずきを通して、保育者の悩みをわか

かれて、分会の状況や労働条件などを交流し、翌日の厚労省

しい生活を余儀なくされ

民︶と１会派︵無所属

教授に「明日の保育のために〜力となる発達の学び〜」と題

べきとの話がありました。後半は、参加者が２グループにわ

は○円︑被服費は△円な

の会︶は︑共同で﹁国

13条を踏まえ、住民の生活要求に目を向けてとりくんでいく

24
4

どと︑生活に必要な費目

報﹂の隠ぺいなど︑安

民多数が反対する悪法

などが話されました。２日目は、日本福祉大・近藤直子名誉

22

してみましょう︒

倍政治のウソとごまか

成立のための延長﹂だ

もの権利条約の制定の歴史から改定保育所保育指針の問題点

講演をいただきました。憲法25条はもちろん、幸福追求権の

月額で 〜

社会問題になっている
ように︑福祉職場の賃金
水準は国の調査でも約
万円と︑全産業平均より
も９万円ほど低くなって
います︒非正規職員の賃
金はさらに低く︑最低賃
金に近い状況です︒全体
を底上げしていくために
も︑最低賃金の大幅な引
き上げを求めていきまし
ょう︒

しの姿勢だ︒また︑最

あげよう

重要とする﹁働き方改

として︑引き続いて疑

か

革﹂法案についても︑

惑の追及と悪法阻止の

ら

残業代ゼロ制度︵高度

ために︑結束して安倍
内閣の退陣を迫ってい

プロフェッショナル制

18

欧米各国との 最 低 賃 金 比 較

した﹁働き方改革﹂一

Ｒ︶実施法案などの重

した︒ねらいは︑残業
選を迎える自民党総裁

事長が中身のない記者

の国民とともに安倍政

者の実態と課題が、日本福祉大・中村強士准教授から、子ど

は、現場にどのような影響をあたえるか〜」をテーマに基調

日本は東京
︵９５８円︶で最下位

自民・公明の与党な
括法案や︑カジノを含

身近なところ

どは６月 日までの通

日まで 日間も大幅

常国会の会期を︑７月

代ゼロ制度などを柱に

く姿勢を強めている︒
かん げき

サッカーのワールド

りの実施は法案要綱作

会見をしたが︑安倍内

ついて︑加計学園の理

カップと震災の間隙を

成後におこなったとい

閣の政治手法の本質を

会期延長に反対した

権ＮＯの声を広げてい

しっかり見抜き︑多く

野党５党︵立憲︑国民

大きく崩れた︒

うお粗末さで︑根拠は

度︶のニーズの聴き取

国会の会期延長で
﹁残業代ゼロ﹂﹁カジノ﹂
強行ねらう

％︵読売︶と大き

次ぐ公文書の改ざん︑

のは︑財務省による相

で明らかになってきた

そもそも︑通常国会

く上回っている︒

が

を︑
﹁そう思わない﹂

ウソとごまかしの安倍政権はＮＯ
選を有利に進めようと
することにある︒
世論調査でも︑国民
がそれらの法案成立を
望んでいないことは明
らかになっている︒カ
ジ ノ 法 案 に つ い て︑

こう︒

としたソーシャルワーク〜『我が事・丸ごと』の地域づくり

円

福祉職場の
低い賃金
非正規はさらに
厳しく

大幅引き上げ求める声

☆その他は、おこづかい・交際費・消耗品・理美容品など

25

も

226,945円
税込み合計

（小計の20%で計算を）
47,562円
非消費支出
（税・保険料）

民主︑共産︑自由︑社

１日目は、あいち保育労働実態調査プロジェクトより名城

大経済学部・蓑輪明子准教授から調査結果をもとに保育労働

憲
法
条が
保
障
する

179,383円
小計

35

東北から関西までの社協、事業団など 18 人が参加しまし

た。前半は、川上富雄氏（駒澤大学准教授）に「地域を基盤

健康で文化的な

16,300円
予備費

現地実行委員会のみなさんで「春駒踊り」
学習を深めて交流につなげて翌日は厚労省交渉

資料：全労連作成

最低限度の生活を

19,062円

福祉人材確保にかかわる全体の厚労省交渉で

in 27

958

東京

いとなむために

交通・通信

第26回非正規ではたらく
なかまの全国交流集会で
の福祉保育労の交流会で
（6月9日）

1,101

オレゴン州

最低賃金生活だったら

2,186円

虚偽答弁︑自衛隊﹁日

17

も
し

保健医療

歳単身男性の最低生計費と比較しよう

8,426円

﹁今の国会で成立させ

16

27

3,480円
被服・履物

28

in

イギリス

家具・家事用品

24

円」実現しよう！
０
０
５
１
給
時
＝
賃
最
る
せ
「くら
☆例年通り、
「福祉のなかま」の８月の発行はあ
りません。今号が合併号で、次号（323 号）は
９月５日発行の予定です。

画・ニムラ
案・タミヤ

40

●15日
（土） 福祉保育労第34回定期全国大会予定
（都内）〜16日
（日）
●28日
（金） 第14回全国児童養護施設職員等の学
習交流集会
（都内）〜29日
（土）

1,127

ワシントン州

21,217円
他
の

39
12

カナダ

そ
24

20

９月

1,193
（21歳以上）

7,510円

24

1,045
（オンタリオ州）

０円

17,745円

教

13

ベルギー

水道・光熱

22

1,122

ドイツ

育

教養・娯楽
17

13

1,201
（22歳以上）

45,000円
居
住

円

1,269

フランス

費

58

35

オランダ

38,457円
食

＝☆

●５日
（日） 中四国ブロック・広島平和集会
●19日
（日） 救護施設分会交流会
（翌日厚労省交渉 東京）

（時間額・為替レート換算／円）

25

最低賃金生活だったら？
〔参考〕愛知県名古屋市

時給
21

737

宮崎・沖縄
など８県

１カ月の
最賃生活収入
１日の労働時間
×１カ月
（22日分）
あなたの県の
地域別最低賃金

1,271
（23歳以上）

25

1,569

オーストラリア

1,600
1,400
1,200
1,000
800
600

費

73

20

32

×８×22

８月

全国一律・時給1500円以上は必要だ！
22

②
2018年７･８月号

福祉のなかま
第322号

③

2018年７･８月号
﹁一人ではなかなかで

きないことも︑みんなと

いっしょに声をあげられ

ることが組合の力﹂とい

う確信には︑分会での就

業規則などの読み合わせ

や憲法・情勢の定期的な

学 び が あ り ま す︒﹁ 日 本

の未来を担う子どもを守

るため︑保育の質の向上

福祉のなかま

や︑子どもが安心して過

力
ラ

チカ

ごせる国づくりをめざし

組合

ていきたい﹂とも話して

仕事を始めて３年目

！

い
伝えたの

くれました︒

第322号

辻

ち

伝えていこう
声をあげることの大切さを

あ き

智愛紀さん

山梨県社会福祉労働組合 いずみ園･ひまわり分会

紙面を読んで
事務仕事を
勤務時間前にやっている労働実態
東海地本・かわらまち分会 樋田

千夏さん

５月号１面の愛知保育労働実態調査結果
で、過去１カ月の勤務時間前の労働の内容に
ついて、
「たまっている事務」が 55.2％でし
た。福祉職場というなかで、困っている家庭
の受け入れや父母対応を優先しながら働くこ
とを考えると、人材確保が必要なんだと感じ
ています。

Myメッセージ
つじ

④

「妊娠順番ルール」
「産まない約束」って？
で︑保育士をしているま

わりの友人たちは組合の

ない職場で働いていま

す︒
独裁的な運営や﹁有給

休暇を使わせてもらえな

い﹂などの不満も多く聞

いていますが︑愚痴で終

わっていると言います︒

﹁人生の主人公は自分︒

もっと多くの人が働きや

すく︑充実した生き方が

できるように︑組合に参

︻解き方︼二重ワクの文字

を︑Ａ〜Ｆの順に並べてで

きる言葉はなに？

大阪地本・さつき福祉会分会 平田

㉑歩くこと︒⁝⁝５分

⑲登呂⁝⁝︒野尻湖⁝⁝

⑰⁝の毛皮

㉗現在︑⁝︑未来

㉕碁石を使うゲーム

㉓⁝⁝満点の冒険ドラマ

３２０号︵２０１８年５月

㉒原稿用紙などの枠を

㉔水は液体︑空気は？

３ ２ ０ 号 の 答 え は︑
﹁ド

ウブツエン﹂で︑応募は

人でした︒抽選により次の

千夏さん

方々に図書カードを送りま

す︒

洋子さん

号︶の答えと当選者

福岡地本・つくしの里分会 林

樋田

伊藤

︵東海地本・かわらまち分会︶

㉖夏の定番行事︒⁝学校

㉘音楽が流れ出る小箱

㉙讃岐うどんは⁝が強い

■ タテのカギ

オンを

職員が心身ともに
健康であることが前提条件

17

請求件数
（ ）は昨年度

新しい
共済期間が始まりました

2018年度の加入証書は７月中に発送予
定です。掛金は毎月22日（22日が土・日
・祝日の場合は直後の平日）に指定の口
座より引き落としなります。
ただし、
「ワンコイン共済」のみ加入
・「火災共済」の掛金は年払いとなりま
すので、７月23日に１年分の掛金の引き
落としとなります。

『分会慶弔共済』に加入している
分会の共済担当者のみなさんへ
継続手続きのご協力ありがとうござい
ました。
2018年度『分会慶弔共済』の「登録者
名簿」と「登録者証」は、後日発送いた
します。
まだ、継続手続きが済んでいない場合
は、
大至急手続き
（継続申込書と登録者名
簿の送付と掛金の振込）
をお願いします。

妙子さん

愛知の保育所の労働実態調査や「出産順番
制」など、まだまだ前時代的なルールがある
ものだと衝撃をうけました。福祉の現場では
「じゃ あ利用者さんが困っ てもいいの？」
「子どもたち、どうすんの？」という雰囲気
になりがちですが、職員が心身ともに健康で
あることは利用者支援（保育も）の前提条件
だと思います。みんなでそのために活動して
いきます。

2017年度（2017年７月〜2018年６月）の
「ワンコイン共済」の給付状況

「ワンコイン共済」・「個人共済」
ご加入のみなさんへ

隆雄さん

「今月の主張」 にあっ た「妊娠順番ルー
ル」 については、SNSなどで知ってはいた
が、まったく対策が打たれていないことに驚
かされました。大切な保育の労働環境がそう
いった状況だと担い手がいなくなってしまう
のは目に見えています。組合の力で認識を少
しずつ変えていってほしい。

福祉労働者におすすめ
「ワンコイン共済」

７月１日
から

正仁さん

妊娠制限に
対策が打たれてないとは

①病気の診断には⁝オピニ

②食肉動物の犬歯

③油田から出る

澤口

︵大阪地本・さつき福祉会分会︶

諒さん

④⁝⁝野球︒⁝⁝ゴルフ

竹本 容子さん

︵大阪地本・コスモス分会︶

⑤成否を天にゆだねる？

⑥木製の履物の総称

■ヨコのカギ

⑧当てずっぽうの直感

加することや声をあげる

①指定⁝⁝︒宴会の⁝⁝

者福祉協会分会︶

︵大阪地本・大阪府視覚障害

③クーラーより安上がり？

⑪⁝⁝は身を助く

矢田百合子さん

ことの大切さを伝えてい

⑦ウナギ料理の定番

⑭東京湾上のパーキングエ

こう﹂とよびかけます︒

障害のある子どもたち

⑨ショート ↑↓

答えと「福祉のなかま」の気になった記事の感
想、近況などを必ず添えて、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▶８月15日
発表▶2018年10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

︵福岡地本・つくしの里分会︶

応 募 方 法

リア

Ｆ

⑯外面 ↑↓

Ｅ

⑱人気者︒⁝のプーさん

Ｄ

が通う児童発達支援セン

⑫人事を尽くして天命を⁝

Ｃ

⑳組織が発行する新聞

Ｂ

㉑リーダーは城島茂さん

答え

A

⑩目の上に生えています

タ ー の 保 育 士 と し て︑

円

⑬１ 円 は ア ル ミ 貨 ︑

は？

⑮都会から離れたふる里

﹁子どもの心が動いた！

心が通ってる！﹂と思う

瞬 間 が あ り ま す︒﹁ 集 団

の輪に入りづらい子ども

の気持ちに寄り添うなか

で﹃この先生といっしょ

なら﹄と信頼を寄せてく

れ︑さまざまなことに目

だい ご み

が向き始める時﹂が仕事

︵編集部︶
の醍醐味です︒

趣味は︑友だちとご
飯を食べたり飲んだ
り︑カメラを持って近
所をぷらぷらしたりす
ることです︒

10

大阪地本・コスモス分会 北野

「今月の主張」を読みましたが、
「妊娠順
番ルール」や「産まない約束」を時々耳にし
ます。何を言っているんだ！そんなことを言
う人たちに福祉を名乗る資格はない！

入

院

休

業

96件
（61件）
111件
（82件）

給付額
1,408,500円
2,148,000円

2017年度の「ワンコイン共済」で病気やケガによる
入院給付は、昨年度より35件増えています。また、休
業給付は29件増えています。
給付理由は、
「 インフルエンザ」
「 流行性結膜炎」
「腰
痛」
など福祉 ・ 保育の職場ではさけて通れない病気で
す。
「うつ病・自律神経失調症」
「切迫流産」
もあります。
人手が足りないために休憩も休みもとれず、リフレ
ッシュもままならないほか、子どもや高齢者、障害者
を厳しい体制で支えている実態を反映しています。
福祉保育労共済は、医師の指示で５日以上の休業や
入院（日帰り入院も）をした場合は、有給休暇利用等
の場合でも給付対象となり１日目から保障されます。
また、 医師の指示での精密検査入院も給付の対象で
す。まさに福祉労働者にピッタリの共済です。
さらに、10年間、病気もケガもなく元気に働くこと
ができた方には、
「健康給付」１万円が給付されます。
未加入の組合員のみなさんは、この機会に「ワンコ
イン共済」に加入して健康対策をしましょう。

入ってて
良かった!!
思いがけない事態に
備えて、オススメです!!
ワンコイン共済と医療共済に入っ
ています。女性特有の病気が心配な
のと掛金の額が少なくできるのであ
りがたいです。
今回は急な入院で給付されて、と
ても助かりました。
もっと共済会の輪が広がって、仲
間の「良かった！」のメッセージが
もっと増えるといいな!! 特に何も
保険に入ってなくて、何か一つは掛
けておきたいという方は、少ない掛
金からでも始められて手軽ですよ。
女性は妊娠・出産や思
いがけない事態も多々
あるので、特にオスス
メしたいです。
⎛ 東海地本・ ⎞
⎝ まゆちゃん ⎠

