クロネコヤマトの支店が労基署から是正勧告 引きつけて考えよう

分、15分で食べて、すぐ積み込みや配達をし
監督署から是正勧告を受けた。神奈川労連が

ていた」「支店長も知っていると思うが、訴
当事者の組合員と11月に記者会見し、ＮＨＫ

えをしても変わらなかった」などと会見で告
などでも報道された。携帯端末の返却後の作

発した実態を引きつけて考えよう。

〒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

平和と福祉の危機

法廃止などで一致できる
人たちと手を結び︑憲法

働組合が先頭に立つ必要

ストをかまえる春闘へ

性を強調︒地方組織でス

を守り活かせるように労

春闘福祉で働く

澤村書記長は基調報告

い ﹂ が 圧 倒 的 で︑﹁ 人 手

職場の不満は﹁賃金が安

ト﹂の第一次集計でも︑

みんなの要求アンケー

かおうとよびかけまし

トをかまえて春闘をたた

廃止などを国に求め︑ス

遇の大幅な改善と戦争法

トライキ権を確立し︑処

で︑
﹁

が 足 り な い ﹂﹁ 休 暇 が と

た︒
摘︒ 春闘での現在の要
求額も平均で３万１００

︵ナースウェーブ運動︶

ストを配置したこと︑交

スアップ獲得をめざして

遇改善をめざしていきた

る︒組合員を増やして処

く︑やっていて楽しくな
年からの看護婦闘争
日本医労連の吉村書記

渉をおこなうこと︑要求

５円︵前年比＋７０００
円︶と初めて３万円を超

は 年に看護師等の人材

日本医労連提供

次長を講師に迎えた講演

ストで勝ち取った
医療現場に学ぶ

れない﹂が続く状況を指

17

17

え︑賃金引き上げが切実

89
ました︒全産業平均との

な要求になっているとし

キ﹂は︑福祉保育労にと

﹁医療現場のストライ

と基本指針の制定につな

確保の促進に関する法律

共感を得ることができる

に確信をもって利用者に

的な発言が続きました︒

い﹂
︵ 東 海 ︶ な ど︑ 積 極

で看護婦などの人権が保

った賃金の大幅な引き上

全産業平均の７割程度だ

ているが︑ていねいに伝

ま た︑﹁ 執 行 部 が 各 分 会
がりました︒

政府は保育士で６０００

障されなかっ た時代か

げや夜勤回数の改善など

討 論 で は ︑﹁ ９ 月 の 全

えていきたい﹂
︵滋賀︶

かなどが重要な視点とし

って大きな学びとなりま

円︑介護職で１万円の引

ら︑恋愛・結婚・通勤の

を実現させてきた成果が

国大会の時はストを荒唐

と︑十分な説明をしてい

にスト権の確立と行使の

き上げしか打ち出してい

自由を求め︑全寮制廃止

報告されました︒ストは

無稽だと思っていたが︑

て語られました︒

ないと批判しました︒

・妊娠制限に反対する運

経営者と対等にたたかう

これらの運動により︑

また︑戦争ができる国

動を展開︒ 年の病院ス

発行責任者／多久和令一
2016年12月５日発行

17 春 闘
討論集会

11月13日、福祉保育労17春闘討論集会を東京都内で開催し、24の地方組織の
役員と執行部あわせて65人の出席のもと、熱い討論を繰り広げました。

ていねいに説明して

こうとう

所施設ではアピールにな

りにくいという懸念も出

く必要性が決意とともに

有期雇用の労

働者が年次有給

休暇について質

問した際に︑施

設長は﹁雇用保

険に加入できな

い人にはありません﹂と︑

すました顔して答えまし

た︒この事業所では︑昨年

８月に不正受給問題で県か

ら費用返還命令が出され︑

当時の理事長兼施設長が施

設長職を退任し︑事務長が

施設長に︒利用している障

害者へのパワハラ︑人権無

視も依然として続く中で十

分な説明もない人事異動な

どもあり︑組合に加入して

半年が経過し︑組合公然化

を決意したのです︒

地方本部に寄せられる労

働 相 談 で は︑
﹁雇用期間の

切れる年度末の退職を考え

ています﹂というものも多

く︑働きつづけながら集団

的に改善していく可能性が

見えづらい状況もありま

す︒

このあと開催した第１

も︑安心して働き続けられ

職場を去っていく福祉労

っ た﹂
︵ 島 根 ︶︑
﹁隣接す

回の全国闘争委員会で

る処遇改善を求める今回の

自治体への要求運動をす

提起をおこなうことを確

委員会を踏まえて︑ 春

ですよ﹂と言える組合にし

﹁一人で公然化しても安心

私たちの署名は大切です︒

ていきましょう︒︵白石︶

闘一斉行動日の具体的な

認しました︒

すめ︑現状を伝えていき

行動の反応がすごくよ

た い ﹂︵ 和 歌 山 ︶︑﹁ 宣 伝

働者を減らしていくために

る県との賃金格差が大き

日の第２回の

学習会を重ねる中で必要

高宮信一･作

は︑ 月

手段で︑ 春闘でもベー

年の暮れ
ひとり鍋 家族で食べる

く︑人材が集まらない︒

話されました︒

む けい

説明にまわっている︒入

づくりが具体的にすすめ

トで大幅賃上げを獲得︒

ストをかまえる必要性

られているもとで︑戦争

50

10

もあるにもかかわらず︑

した︒ 年代に医療職場

賃金格差が月額約 万円

92

性を日々感じるようにな

16

60

岩手からは宣伝行動の反響と組合員の変化が報告された

大幅増員・賃金改善
戦争法廃止の実現へ

11月13日

医療現場のスト闘争も
学んで みんなで討論

11

業などが不払いとなっ ていた。
「昼食も 10

2016年
12月号
第304号
全国福祉保育労働組合

＆

17

12

ヤマト運輸の横浜市にある支店が宅配ドラ

イバーに対する賃金の一部不払いで労働基準

福祉職員の大幅増員と賃金改善求め

月
会福祉法人の︶事業所が

は ？ ﹂ と の 質 問 に﹁
︵社

点事項として検討した

いる︒処遇については重

担も大きいのは理解して

求め︑内閣府や厚生労働省との交渉︑議員要請

し︑休憩をとれる体制が

ープの１日の流れを示
・賃金改善署名﹂を推進

﹁福祉職員の大幅増員

新宿駅南口で︑執行委

名にご協力ください﹂と

祉労働者の処遇改善の署

姿 に 通 行 人 が 注 目︒﹁ 福

れ︑
﹁がんばっ てくださ

っ てきて署名をしてく

いのですが︑自らかけ寄

か？﹂と聞いてくる高校

るんですが︑大丈夫です

祉職場に進路を考えてい

す ﹂ と 話 す 女 性 や︑
﹁福

ＰＲティッシュ４５０個

もらいたい﹂﹁家族が福祉

込み保育は本当にやめて

た︒組合員からは﹁長い

声もあがっています︒

宣伝をおこなおうという

セットのチラシとティッ

おこないました︒２５０

博多駅前で９人の参加で

いないとね！﹂と声をか

よねぇ⁝でも先生たちが

先生たちって本当に大変

し た︒﹁ あ れ ？ 保 育 士 ？

くことができないので

働かなくては食べてい

ない︒しかし労働者は

別段構わない﹂として

﹁私は我慢できるから

は憲法違反であっ て

の武力行使も︑つまり

た交渉︑意思表示を当

東京・代々木

青森県弘前市

子どもたちによりよい保育を！
11・３大集会

分会長を不当解雇
組合つぶし・不当労働行為を許さない！
11月３日

10月30日

滋賀医大の垰田
（たおだ）
和史先生が「介護

介護など人間相手の労働の特徴にふれ、心の

岩手、東京、愛知、岐阜、京都、大阪、沖
健康問題やストレスチェック、腰痛対策を話

縄から50人が参加しました。１日目は児童養
され、抱えない介護の実例を写真で説明され

護施設の退所者などのアフターケア事業「ゆ
ました。認知症の人と家族の会の河西さんか

ずりは」の高橋亜美所長が講演。社会的養護
らは、介護家族の立場からの素直な思いを語

にかかわる自立について、誰にも頼らず自分

「待機児解消へ保育所増やそう！処遇改善

青森支部の主催で、報告会「あのたんぽぽ
ってもらい介護の仕事を見直す機会になりま

でできることではなく、
「支えられ、支える

で保育士増やそう！子どもたちによりよい保

保育園でなにが起こっているのか」が開催さ
した。夕食交流会の前に三ノ宮駅で宣伝行動

ことのできるようになること」などと指摘。

育を！11・３大集会」が日比谷野外音楽堂で

れ、 組合員、 保護者など 34 人が出席しまし
をおこない、２日目は４つのテーマでの分科

退所後の生活・アフターケアを日頃から意識

開催され、全国から福祉保育労の組合員など

た。分会長である保育士・相馬和子さんが10
会で職場での問題などを交流しました。現地

する必要性が語られました。夕食交流会で交

3500人が参加。福祉保育労からも保育士の処

月26日付で解雇された経過などが克明に報告
実行委は10回の会議を重ねて、集会成功に奮

流を深め、２日目は分科会で「親への支援」

遇改善などをアピールし、にぎやかにデモ行

され、不当解雇の撤回・職場復帰を求めてた
闘しました。全体で63人が参加しました。

と「当事者からの話」を深めあいました。

進しました。

たかう決意が示されました。

ープからフォロー が必

貯めていると認識してい
い﹂ などと回答しまし

定 し て い る ﹂﹁ 来 年 度 か

し︑スト権の確立・行使

した︒参加した組合員か

法人の貯め込み

員が４人︑分会から４人

い﹂と励ましの言葉をか
生の姿もありました︒

賃金と労働条件を！﹂

を 配 布 し︑﹁ 大 幅 増 員 ・

く︑横断幕を見ていく人

目で子どもの豊かな成長

シュを配布しました︒

あって︑文字通り生存

はならない事態だ︒私

けてくれた人もいまし

権をかけたたたかいの

たちは主権者として︑

宣伝物の受け取りはよ

歴史がある︒憲法に保

福祉の専門職として︑
自らの持つ最大限の力

障された団結権︑団体

を発揮して阻止し︑是
正しなければならない

職場組織で︑仕事と生

すべての地方組織と

事態に直面している︒

したたたかいによって

活をめぐる情勢と組合

交渉権︑争議権はそう

労働者が勝ちとったも

方針をしっかり話し合

法定の休憩・休暇が

然とする強固な労働組

い︑スト権を背景とし

ので︑誰かが与えてく

とれない福祉職場の現

合をめざそう︒

れたものではない︒

実も︑自衛隊の海外で

第12回全国児童養護施設職員等の
学習交流集会

要︒事務記録などは勤務
時間内にはできない﹂な
どと訴えました︒
障害福祉課の担当者は
﹁ グ ル ー プ ホ ー ム︵ Ｇ

全確保もままならないた

る︒是正していくことが

Ｈ︶は小規模で職員の負

め︑多くの施設で独自に

国の基準の３

１にしてい
た︒

１では安

加配して２
必要﹂などと︑低賃金の

日︑福祉保育労中央行動に全国から

ることを踏まえ︑増員し
主要な責任が社会福祉法

人が参加し︑職員の大幅な増員と賃金の改善を

た場合の時間別の体制や

ら介護従事者の賃金を １
ないことを伝えました︒
にむけて︑運動を強めて

りました︒

あらためて浮き彫りにな

かう局面だということが

賃金の改善を求めてたた

私たちが大幅な増員と

各地ですすめよう

さあ︑署名を

自に加配しているが︑人
人にあるかのような問題
発言をくり返しました︒

勤務表を示し︑抜本的な

老健局の担当者は﹁経

改善を求めました︒

を増やせば賃金は減る﹂

た︒

などの声があがりまし

行動などをおこないました︒

最低基準の積算では
体制が組めない
保育分野の交渉では︑

休憩は取れず

２
障害分野の交渉では︑

内閣府の担当者からは
﹁まず来年度予算で２％
は承知している︒それら
重度の通所施設でのグル

時間以上の開所が前提
で︑長時間保育がすすむ
の処遇改善に全力でとり
も踏まえて介護報酬を改

ＧＨ体制の改善を

もと︑最低基準上の職員
くみたい﹂と回答しまし

万円の上乗せしていきた
﹁胃ろうなどの方もい
いきましょう︒

１になっていること

配置ではまったく不十分
た︒

営実態調査でも事業所で

だと︑時間ごとの保育体

い﹂などと答えました︒
て︑食事介助も他のグル

制の例をあげて実証しま

﹁賃金の低さの原因

低賃金の要因は

らも﹁国の基準では保育
高齢分野の交渉では︑

６日〜 日を全国大宣伝ゾーンと設定し︑各地での宣伝行動をよびかけました︒ 月

た︒
日の吉祥寺駅前での
宣伝では︑﹁娘が保育士な
んですが︑仕事が大変す

の計８人で宣伝しまし
訴えました︒新宿では宣
けてくれた人もいまし

ぎて辞めてしまったんで

た︒目立つようにのぼり
伝物の受け取りはよくな

署名の対話のなかでは
﹁私も福祉の仕事をして
います︒職員不足は本当
に深刻﹂﹁子どもを保育園

﹁福祉労働者の処遇改善

に通わせています︒詰め

参加でおこないました︒

の仕事をしていますが︑
筆集ま

配﹂
などと話されました︒

給料が低くて生活が心

賃金改善署名﹂が 筆︑

りました︒

﹁保育署名﹂が

で人材確保を！﹂などと
訴えました︒
１時間の行動で︑組合

を考えた時︑やはり側に
いる大人の存在は大切だ
と胸を張っていいんだと
思うことができた﹂など

支部長・分会長会議の

や︑写真を撮る人もいま

の感想も︒筑豊地区でも

後のお昼休み 分ほど︑

声をかけてくれる人も

﹁保育士の先生たちがいないとね！﹂

心 に︑﹁ 働 き 続 け ら れ る

中︑現場の実態報告を中

少し暑いくらいの晴天の

東神奈川駅前で 人の

﹁私も福祉の仕事をしています﹂
署名で福祉労働者との対話が

を立て︑横断幕を広げた

かけ寄って署名と励ましの言葉が

﹁がんばってください﹂

以降もさまざまなつながりを活かして︑署名をすすめていきましょう︒

20

東京・日比谷

厚生労働省交渉や議員要請行動

･

一行使できる力が団結
の力である︒
弁護士はいわゆる労
働者ではない︒国選弁
護を引き受けるにあた
って対等な契約当事者
として〝受託しない自

22

10月28〜29日

士が足りないので園で独

でたたかったことの成
果だ︒決定権を持つ立
場にある者︑あるいは
権力︑経済力︑武力を
行使できる者に対し
て ︑ そ う し た〝 ち か
ら〟を持たない者が唯

福祉保育労では﹁福祉職員の大幅増員・賃金改善署名﹂を大きく広げようと︑ 月

福祉職場のリアルな実態
伝えた言葉 響いて署名に

報酬の引き下げではな

国の負担で弁護を受け

％余の引き上げと

ることのできる人の対

く

起こした︒国選弁護報

この場合︑一人ひと

酬の引き下げ等に抗し

の弁護士会のうち １４
りの弁護士が﹁その報

私たちの持つ権利

力を問い直し
･

１がストに参加︒結果︑

象拡大で決着した︒

弁護士がストライキを

昨年 月フランスで
10

スト権を背景とした交渉 意思表示を当然とする労働組合に
酬では引き受けない﹂
と抵抗することはでき
る が︑
﹁私はそれで結
構です﹂と引き受ける
弁護士が現れれば︑結
局のところ報酬は引き
下げられてしまう︒弁

由〟を行使したに過ぎ

37

48

労働者の健康問題を考える」と題して講演。

地方組織から選出された役員で
構成する会議で、2017年の
春闘方針や統一要求などを
論議して決定する
会議ピヨ！

15

神戸

84
30

（東京）
●21日(土）〜22日（日）
第53回中央委員会

11月17日 東京地本
11月20日 神奈川県本部
11月20日 福岡地本

11月19〜20日

14

全国大宣伝

12 11

グループホームの職員体制の改善を求める東海地本の組合員

護士らが団結してスト

画・ニムラ
案・タミヤ

１月

11

11月６日
〜20日
福祉職員の大幅
増員・賃金改善署名

会議前の時間に宣伝実施！（東京）
署名をよびかけ対話もすすんで（神奈川）
博多駅前で横断幕を掲げて（福岡）

たもので︑全国１６４

12

第23回高齢者福祉の職場に働く
仲間の全国交流集会 in 兵庫

11

?!

福祉保育労中央行動
11・14

②
2016年12月号

福祉のなかま
第304号

③

2016年12月号
﹁仲間と声を上げ︑力

を合わせて︑明るく楽し

く力強くがんばっていき

ます﹂と９月の全国大会

で討論のトップで発言し

たのが高曲さんです︒

28

愛媛県での福祉保育労

加盟の組織は実に 年ぶ

り︒ 組 合 結 成 の 背 景 に

は︑県労連のご尽力と全

福祉のなかま

労連の﹁介護総がかり﹂の

力
ラ

チカ

とりくみがありました︒

組合

しかし︑道のりは波乱

！

い
伝えたの

万丈︒少ない職員でのＧ

Ｈ︵グループホーム︶の

第304号

高曲

この仕事を続けたい、この職場で働きたい
要求は山ほどある
要求を実現するために愛媛で組合を結成！

まさ こ

雅子さん

えひめ介護福祉ユニオン 執行委員長

ストライキ権を持つこと
行使する意味を考えたい
福岡地本・つくしの里分会 林

妙子さん

「署名してもいいですか？」
反応の変化を力に
業務は多忙を極め︑重度

化の中で本来のＧＨとか

け離れていく矛盾を感じ

ていました︒

入所者の急変に対する

会社の現場任せの姿勢に

緊 張 の 糸 が 切 れ︑﹁ も う

仕事を辞めよう﹂と松山

︻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？

東海地本･東部地域療育センターぽけっと分会 五十川 薫さん

東海地本では駅前宣伝で担当を決めて、た
くさんの組合員が宣伝行動に参加していま
す。処遇の改善にむけて訴えるなかで「署名
してもいいですか？」と自ら署名に寄ってく
ださる方もいて、力になりますね。

署名のよびかけに
保護者からも「先生の力に」と

⑯中国料理にあう漬物

⑱千の 倍

⑳草花を植えた一区画

月

㉑独裁政権は⁝⁝すべきで

す

㉓木の中心部分

10

⑭中国の王朝の一つです

⑮もとになる材料

⑰冬ごもりをします

⑲洋酒の酒場

⑳﹁暦﹂のことです

３０２号︵２０１６年

答えは﹁ウマコユル﹂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

書カードを送ります︒

由佳里さん

ひろ子さん

︵宮城支部・なかよし分会︶

齋藤

三浦

洋子さん

︵神奈川県本部・瀬谷はーと分会︶

伊藤

︵大阪地本・さつき福祉会分会︶

10

㉒芭蕉の句﹁⁝⁝をあつめ

10

て早し最上川﹂

㉔駅から○○ 分で着く

㉕所得税︑消費税など

㉖防寒用⁝⁝ジャケット

■ タテのカギ

①大みそかの夜に食べます

②鳥の羽の⁝⁝ぶとん

③昔話﹁一⁝⁝法師﹂

目じるし

④江戸時代の火消しの組の

⑤漫才でボケ役の相棒

⑦あばたも⁝⁝

13

労連の議長に相談しまし

た︒
﹁あなたはこの仕

事︑嫌いじゃないよね？

他の人に代わっても良く

■ヨコのカギ

①ユズ湯に入ります

はならない︒それならあ

なたが職場を変えていっ

ソロ活動？

③ 来年からは５人それぞれ

⑥寒い朝に見られます

⑦サンタさんの出入り口

たら﹂
︒ その言葉が腑に

落ちて︑組合を作ろうと

一念発起︒

⑨﹁遅い﹂の反対語

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▶１月15日
発表▶2017年２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

ところが︑家族の介護

応 募 方 法

⑪室内用の通話装置

Ｅ

⑧⁝饅頭︒⁝歌合戦

Ｄ

⑬ハワイアン音楽の弦楽器

Ｃ

⑩⁝⁝の場を求めて休息

⑫野心︒⁝⁝をいだく

Ｂ

回の夜勤︑月に

答え

A

で職場を離れ︑別のＧＨ

へ︒月

２６０時間も働く同僚の

﹁あ〜しんどい﹂という

ため息を聞き︑やりがい

のある介護の仕事を続け

編集部︶

て改善したいと︑組合を

成

結 成 し た の で す︒
︵構

広島の認知症ＧＨで勤務
後に介護離職し︑松山市の
知的障害者ＧＨで勤務︒今
年９月にえひめ介護福祉ユ
ニオンを結成し福祉保育労
に加入︒趣味はパン作り︒

17

紙面を読んで

福岡地本でもストライキについての学習が
始まりました。そもそも労働者にとってスト
権を持つこと、行使することの意味など、し
っかり考えたいです。

Myメッセージ
たかまがり

宮城支部・厚生福祉会保育園分会 渡邉

友美さん

保育園で署名活動をしていた時に、クラス
の保護者の方に「先生たちの力になれるなら
! !」と言って応えてもらえて、とてもうれし
かったです。

子どものような若者たちの
がんばりを励みに
大阪地本・さつき福祉会分会 伊藤

洋子さん

「福祉のなかま」いつも読んでいます。自
分の子どもぐらいの年齢の若者たちが福祉の
現場でがんばっている姿に励まされます。自
分の職場、 自分の足元だけでなく、 大阪府
下、全国へと目を向けて、働きつづけていき
たいです。

風邪の季節と職場の安全衛生
うがいと手洗い、
加湿を

健康対策部が鋭意作成中！

健康カレンダー
健康
カレンダー（４月はじまり）
健康に働き続けるための
健康に
けるための情報満載！
情報満載！
今年も
今年
も全組合員
全組合員にお
にお届
届けします
けします♪
♪

風邪の原因となるウイルスの多くは、15℃以
下で活動が活発になります。さらに空気が乾燥
していると、ウイルスが空気中に飛散・漂いや
すく、呼吸とともに体に取り込まれやすくなり
ます。まずは、外出から帰ったらうがいと手洗
い、
そして部屋を乾燥させないことが大切です。

「負けない力」を弱らせない
しかし福祉現場には、そんなことを言ってい
られない現実も。 そこで一番大切なことは、
「負けない力」
。人には本来、外から侵入する
ウイルスから身を守るための負けない力＝免疫
力が備わっています。免疫力低下の原因となる
のが、不規則な食事や栄養の偏った食事、睡眠
不足です。

いのちと健康を守ろう

しの課題です。労
働組合としてしっ
かり問題にしていく必要があります。

共済加入も忘れずに
万が一、病気やケガで休業を余儀なくされて
も「ワンコイン共済」「医療共済」に加入して
いれば休業給付が得られます。安心して療養で
きるたすけあいも労働組合の重要な課題です。
みんなの課題として、
加入促進に努めましょう。

◎休業での給付額（65歳未満）
ワンコイン ワンコイン共済
くち
共済のみ ＋医療共済７口
月額掛金
５日間休業
（インフルエンザ等）

30日間休業（骨折等）
90日間休業
（腰痛、抑うつ等）

待!!
期
ご
乞う

④

特に長時間・不規則勤務や夜勤・宿直の常態
化は、風邪をひくどころか寿命を縮めるとの調
査結果も。十分なインターバルや休憩・休暇、
適切な交代が可能な職員配置の実現は待ったな

健康給付 （10年間
入院・休業給付なし）

500円

1,480円

3,750円

12,500円

22,500円

75,000円

67,500円

225,000円

10,000円

10,000円

※医師の指示での連続５〜90日の休業が対象
くち
※医療共済の加入限度口数は20口です。

