消費税増税 軽減税率やポイント還元は評価されず

大幅増員・賃金引き上げ

キャッシュレスのポイント還元を、「評価す
った世論調査（10月19・20日実施）で、飲食

る」は 33％で、
「評価しない」が 51％と過半
料品などの軽減税率の実施によって税負担が
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伝えて広げる
チャンスを活かそう

金の引き上げを求めます﹂がこの秋からスタ

国会請願署名﹁福祉職員の大幅な増員と賃

ど︑労働基準法違反の実

違法状態や差別待遇

﹁支部での学

習の効果があり

職員配置基準が低すぎる

知られていません︒国の

度で差別待遇と言ってい

や︑全産業平均の７割程

労働基準法違反の実態

ついて学習した

た︒労働組合に

で報告を受け

ました﹂と会議

ことが最大の要因で︑職

い 賃 金 水 準 を︑
﹁あたり

筆以上の目標を掲げ︑とりくみがす

員数を抜本的に増やす施

まえ﹂﹁仕方がない﹂など

らず︑格差と分断が持ち

・休暇が取りづらく︑不

また︑福祉職場で休憩

会や制度を変えていくこ

な実態と思いを伝え︑社

当事者の私たちが深刻

ここ数年の世論の変化を

は私たちの役割であり︑

制度改善を迫っていくの

に改善を求めつつ︑国に

込まれています︒

福祉職場の低すぎる賃

とが求められています︒

られています︒議会に提

はなく︑外国人にも認め

ての政党が福祉労働者の

議院選挙でも︑ほぼすべ

性があります︒７月の参

見ても︑変えられる可能

払い残業が横行するな
る声が高まっています︒

出した場合は︑審査・質

処遇改善を公約に掲げた

私たちの運動もあって︑

疑がおこなわれ︑賛成多

ことは大きな変化です︒

マスコミ報道も続いてい

対話をすすめて
請 願 項 目 に は ︑﹁ 福 祉

数で採択されれば︑その

社会的な認識に広がり︑

ます︒しかし︑政府の対

職場の職員配置基準を抜

員に組合のことを聞かれた

執行委員が︑学習会で聞い

たこと ・ 学んだことなど

を︑自分の思いも添えてし

っかりと伝えることができ

たという︒

﹁何かみんなが元気にな

れること﹂をきっかけに︑

まいた学習交流会の種が芽

吹いた瞬間だった︒苦しい

時︑ 泣 き た い 時︑ 寂 し い

時︑そんな時に寄り添える

﹁なかま﹂づくりを労働組

合でできないか︒そこに行

き つ い た 時︑
﹁今できるこ

策は︑予算規模が不十分

られていくことになりま

の２点を掲げています︒

差をなくしてください﹂

す︒利用者と私たちの権

に︑対話を広げることで

人ひとりが署名用紙を手

重要なのは︑私たち一

ャラバン﹂です︒私たち

とをめざすのが﹁秋闘キ

政治課題に押し上げるこ

げの必要性を世論化し︑

ます︒大幅な増員と賃上

いっせいにすすめていき

ることができるかもという

で︑誰かの明日を支えられ

原理原則に立ち返ること

り︑みんなの一歩︒組合の

重 な も の︒ 一 人 の 百 歩 よ

と書く︒尊敬する人の言葉

﹁忙しいは心を亡くす﹂

つなげることができた︒

人の組合員の自信と確信に

う﹂と企画したものを︑一

とを︑できる範囲でもやろ

要望を実現する施策がと
置基準と労働基準法を守

す︒請願の署名簿に賛同

地方議会や自治体へ

本的に引き上げ︑その配
ながっていません︒対象

ることができる予算・人

名行動とともに︑地方議

が限定され︑底上げにな

署名し︑声を広げていく

会 へ の 請 願︵ 陳 情 ︶︑ 自

月前半にかけて︑署
い﹂﹁すべての福祉職員の

ことも一般的におこなわ

者の自筆で住所・氏名を

働きかけを強めよう

で大幅な引き上げにはつ

署名用紙を手に

金水準の引き上げを求め

増員の責任果たさず

不十分な政府の対策

トを確認し︑みんなのものにしていく必要が

すめられてきていますが︑その意義やポイン

員１人

あります︒１面で署名の意義を︑２・３面で

策が必要ですが︑政治は

としてしまえば︑改善へ

20

件費を保障してくださ

賃金を引き上げ︑全産業

治体への要請行動を全国

条は︑法改正な

利を守るには職員の大幅

にできることをやりきっ

ていきましょう︒

経験になった︒ ︵加藤︶

の姿は﹁心を取り戻す﹂貴

だ︒それに立ち向かう組合

どを求める権利を請願権

な増員が必要だと︑特に

憲法

として保障しています︒

伝えていきましょう︒

万円の格

支部の交流会後︑新入組合
とりくみのポイントを解説します︒

その責任を果たそうとし

の道は開けません︒職場

あたりまえなの？

よ

ていません︒

ートし︑本格的に広がりつつあります︒組合

態にあることはまだまだ

署名をすすめよう！

％にとどまり、
「感じない」が 73％と圧倒。
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全国福祉保育労働組合

ダブル災害、ごめんだ
高宮信一･作

請願とは︑国や地方自治

平均との月約

れています︒

12
体の機関に︑要望を伝え

10

る行為です︒年齢に制限

16

10月に実施された消費税10％への引き上げ

にかかわって、テレビ朝日が増税後におこな

おける社会保障の財源
にふさわしい﹂などと

しかし︑今回の増税

宣伝してきました︒

による５兆数千億円の
増収のうち︑社会保障

低すぎる職員配置基準
加配するほど一人

の付与が義務化されまし

ら年次有給休暇の５日間

たが︑その対応に追われ

業務の準備などの基幹業

す︒記録や計画の作成︑

ている実態さえありま

福祉職場では︑子ども

をする機会も持てる﹂と

あたりの賃金は低く

や高齢者︑障害者に対す
ギリス在住の保育士でラ

的だ﹂ と書かれていま

務が常態的な不払い労働

す︒

る職員配置の最低基準が

こさんの著書﹁ＴＨＩＳ

し︑日本の基準は﹁衝撃

国の基準が低すぎるた

イターのブレイディみか

め︑職員を加配して業務

となっています︒

準を守ったうえで仕事に

定められていて︑その基

あたる必要があります︒
保育士が見た日本〜﹂

Ｉ Ｓ Ｊ Ａ Ｐ ＡＮ 〜 英 国

制は厳しく︑加配をする
国の配置基準なら︑３歳

︵ 太 田 出 版 ︶ で は︑﹁ 英
大幅に増やすと同時に︑

準を引き上げ︑職員数を

国の責任で職員配置基

にあたっていても職員体

ぎるため︑対象者の権利
ほど一人あたりの賃金は
その基準と労働基準法を

しかし︑その基準が低す

を守る実践が制約されて
児が 人いるところには

保育士の配置基準は

ってしまっています︒

低くなるという構造にな

また︑労働時間が６時

います︒

間を超える場合に 分以
上︑８時間を超える場合

先進国で最低レベル
たとえば︑保育園の保

に１時間以上の休憩保障
を義務としている労働基

き下げられました︒そ

５％から ・２％に引

裕層に応分の負担をさ

るとともに︑企業︑富

消費税率を引き下げ

る︒︵ 中 略 ︶ 保 育 士 と 子

保育士が最低でも３人い

です︒

人件費が保障されるべき

守ることができる予算・

賃金格差解消を

リアルに訴え

職場や自分の実情

どもたちが１対１で会話

含む︶は︑２０１８年６
月 実 施 分︵ 今 年 ３ 月 発

万６

表︶で 万９７００円で
す︒全産業平均は

障害者福祉分野を対象に

月から高齢者介護・

０００円の格差がありま

した特定処遇改善加算

７００円なので︑９万７

万９３０

処遇改善策が始まる前よ

になります︒それぞれの

９万７４００円低いこと

０円で︑全産業平均より

持つ人も少なくありませ

般にはそのような認識を

政府広報などでされ︑一

き上げられるとの宣伝が

で︑最大で月額８万円引

す︒保育士は

り全産業平均と格差が縮

ん︒実際にはそうならな

に伝え︑全産業平均との
格差解消を求めていきま
しょう︒

回目の節目に
学習と交流を
深めて
全国児童養護種別協
議会は︑東京・代々木
の国立オリンピック記

回目となる

念青少年総合センター
にて︑第
全国児童養護施設職員
等の学習交流集会を開
人が

参加しました︒東京以

催し︑２日間で

外 か ら も 岩 手︑ 神 奈
川︑京都︑大阪から８
人が忙しい勤務の合間
をぬって参加してくれ
ました︒

ら
ことか
う
できる
めよ
はじ

１日目は児童心理治
療施設や東京の連携型
専門ケア機能モデル事
業の職員にアドバイザ
ーとして参加していた
だき︑処遇困難児童の
対応についてグループ
ディスカッションをお
こないました︒恒例と
なっている夕食交流会
でも交流を深めまし
た︒２日目はスクール
ソーシャルワーカーの
谷川由紀子先生をお招
きし︑不登校の児童・
生徒の理解と対応につ
いて講演していただき
ました︒

問題を抱え込まず
広い視野で
近年︑子どもたちを
取り巻く環境は複雑化
し︑児童福祉の現場に
求められることも多く
なっています︒そうい
う時だからこそ︑施設
職員同士が交流し︑問
題を１人で抱えず︑さ
まざまな学びを通して
広い視野が持つことが
大切です︒この場から
始まったつながりの輪
をこれからも広げてい
きます︒

東京）

育士配置の基準は先進国

今年度の国の予算

の結果︑約 兆円の減

せて︑社会保障の財源

●18日
（土） 第56回中央委員会（予定）

44

●10日
（日） 全労連全国介護学習交流集会
（東京）
●16日
（土） 障害種別・重症児部会交流集会
（〜17日 福岡）
●30日
（土） 福祉保育労20春闘討論集会
（〜12月１日 東京）

準法を守ることも困難な

は︑税収入約 兆５０

収となっています︒一

社会的養護をめぐる情勢を東京の事務局役員が報告

１月

15

11月

では最低レベルです︒イ

ば︑消費税が富裕層や

００億円︑歳出︵国債

方で消費税は３％から

を確保する税制の抜本

■署名に住所・氏名を書いてもらうだ
けでなく、仕事や生活の実態と改善
の必要性を自分の言葉で伝えよう。
■家族・知人・友人に協力をよびかけ
よう。職場・法人や保護者・利用者
家族、保護者会、組合未加入の職員
などに協力を要請しよう。
■関係する団体の会議や集会などで署
名用紙を配布し、実態をアピールし
て、協力をよびかけよう。

処遇困難児童の対応を討論し、交流も
講演では不登校の背景や特徴を学んで

署名を集めるポイント
15

「福祉職場に働くみんなの要求
アンケート」にとりくもう！

のが実態です︒今年度か

０００円の改善がなされ
たとしています︒また︑

月額約 万円の

依然として残る

政府は処遇改善を強調
するけれど︑全産業平均
との格差は月 万円も
﹁処遇改善した﹂と
政府は宣伝するが

しかし︑厚生労働省の

もの格差が残っているこ

いことや︑それぞれの職

０１３年度から段階的に

賃金構造基本統計調査で

とになります︒

小した額は︑福祉施設介

施策をおこない︑月額３

は︑福祉施設介護員︵高

護員も保育士も１万数千

政府が処遇改善策を始

万５０００円＋最大４万

齢者介護や障害者福祉な

賃金格差

めて 年になります︒２

円︵最大４万円の処遇改

保育園の保育士には︑２

００９年度後半からは高

善加算Ⅱは２０１７年度

場や自分の実情をリアル

齢者・障害福祉職場の職

どの職員を定義︶の月額

万円

員に対する交付金事業を

から︶の改善をしてきた

大企業の減税の穴埋め

兆９００

８％に引き上げられ︑

的な改善を求めていき

円にとどまり︑約

おこない︑その後は加算

賃金︵時間外手当などを

と宣伝しています︒

新たな国債を発行して

財源に充てられている

兆４００
０億円の赤字となって

同じ比較で 兆円の増

２． 国は、 すべての生活部面につい
て、社会福祉、社会保障及び公衆衛
生の向上及び増進に努めなければな
らない。

10

憲法 25 条は「福祉の向上 ・ 増進は
国の責任」としています

（〜19日

33

とするなど︑月額５万７

います︒１９９０年以

政構造の変化を見れ

を︑国債︵国の借金︶

降︑２０１８年度まで

兆６０００億円もの

の発行の抑制や︑本来

税による増収の大部分

租税で賄うべき社会保

ことは明らかです︒

で重い負担を強い︑福

子どもからお年寄りま

そもそも消費税は︑

に所得税の最高税率は
％に引き下
げられ︑法人税も ・

％から

障予算を消費税財源に
置き換えることをねら
っていました︒

祉を壊す税制です︒社
会保障の拡充は︑憲法
で定められた国の責務

費除く︶約

です︒

０億円で︑

います︒そのため︑赤

収となっています︒財

ましょう︒
字の穴埋めのために約

画・ニムラ

20

福祉職員の大幅増員と
賃金引き上げは国の責任で

第15回全国児童養護施設職員等の学習交流集会 10月25日〜26日
東京都内

福祉職場の実態と改善の必要性を 自分の言葉で伝えよう

％

安倍政権は︑食料品
など一部を除いて︑
月から消費税率を
に 引 き 上 げ ま し た︒
﹁高齢者を含めて国民
全体で広く負担する消
に充てる財源は約１兆

引き下げと大企業・富裕層に応分の負担を求めよう
１０００億円でしかあ
りませんでした︵その
後１兆７０００億円追
加︶
︒ も と も と︑ 引 き
上げを決めた２０１２
年当時の政権与党の民
主党と自民党・公明党
の﹁３党合意﹂は︑増

13

案・タミヤ

23

45
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37

45

23

12

62

15 77

10

すべて国民は、健康で文化的な最低
限度の生活を営む権利を有する。

10

23

職員配置基準の引き上げを！
配置基準と労基法を
守ることができる予算確保を

福 祉 を 壊す消費税増税

費税が︑高齢化社会に

33

50

10
10

10

休憩なし、ワンオペ、持ち帰り残業
職員を募集しても応募なし
あまりにも低すぎる賃金
好きな仕事も続けられない

②

2019年11月号

福祉のなかま
第336号

③

2019年11月号
つばさ園に就職して３

年目︒もとは教員志望で

した︒不登校を経験した

高校時代に︑親身に支え

てくれたのは担任の先

生︒﹁ こ ん な 大 人 に な り

た い ﹂﹁ 困 難 を 抱 え る 子

どもと向きあい︑力にな

りたい﹂と︑行き着いた

のが児童養護施設の指導

員でした︒

力
ラ

チカ

学生の時から政治や平

組合

福祉のなかま

和について関心があり︑

！

い
伝えたの

気になることは︑即Ｙｏ

ｕ Ｔｕ ｂｅ ︒わかりやす

第336号

Myメッセージ

柿本

京都地本 つばさ・ももの木分会 地本執行委員

い 動 画 の 多 く は︑﹁ 安 倍

︻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？

■ヨコのカギ

①建 物 の 外 に 張 り 出 し た

﹁縁側﹂

④枯れて落ちます

⑦苦⁝⁝の策

⑧河川敷などでサトイモの

東海地本・田代保育園分会

⑬鶏肉入りの⁝⁝ライス

歳です
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⑭⁝⁝に交われば赤くなる

⑯

⑱苦しみと楽しみ

⑳温度計の記号で℃は？

㉒声をかけての応援です

㉔種︒⁝⁝チョコレート

㉖平城京の地

⑲陸上競技の走者

㉑場面︒ラスト⁝⁝

㉓職務変更︒人事⁝⁝

㉕鳥獣の内臓︒⁝⁝焼き

㉗苦あれば⁝⁝あり

３３４号︵２０１９年９月

号︶の答えと当選者

３３４号の答えは︑﹁ゲッ

カビジン﹂
でした︒
応募は

→ 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
ています。

下條

拓也さん

秋闘をがんばっている記事に、自分も！と
いう気持ちをもらい、笑顔が映える記事に、
笑顔でがんばるぞ！という気持ちをもらいま
す。

萩原

実香さん

東海地本の定期大会に参加してきました。
初めての去年はついていくのに必死で、なか
なか理解できなかったですが、今年も続けて
参加したことで比較的理解できたので、今後
も続けて参加したいです。

㉘面目︒⁝⁝を立てる

人で︑抽選により次の方々

美希さん

に図書カードを送ります︒

阿部

綾香さん

︵山形地本・最上支部︶

︵ 東海地本・田代保育園分会︶

篠原

與那嶺知加さん

康子さん

︵京都地本・蜂ヶ岡分会︶

大石

康博さん

︵ 大阪地本・大阪市社協分会︶

●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

９月号の「主張」の「組合のたたかう姿を
『見える化』しよう」を読んで、組合として
一生懸命活動していることが 見える こと
は、後輩や未加入者にも組合の存在意義がわ
かりやすくて良いなと感じました。

去年に続いて
定期大会に参加してきたよ

㉙日曜以外︒⁝⁝デー

■ タテのカギ

①くれない色︒口⁝⁝

②いたずら描きのこと

③高僧の敬称︒弘法⁝⁝

④桃太郎が退治するのは

⑤エレベーター記号はＢ

⑥結婚をとりもつ⁝⁝人

⑨豆などを日光に当てない

で発芽させた野菜

︵ 大阪地本・さつき福祉会分会︶

津田

掛金の税金控除について

東海地本・犬山さくら保育園分会 伏屋 圭奈子さん

京都地本・朱い実保育園分会

老後不安も
年金共済があってよかった！
大阪地本・大阪市社協分会

大石

康子さん

60歳の定年を迎えて２年目で、非正規で週
４日、継続雇用として勤務しています。老後
2000万円が必要と話題になりましたが、年金
共済があってよかったと思います。退職金を
共済にも充てて原資を増やして、仕事を辞め
たら受け取りを開始しようと思っています。

参考になった年金共済加入者の声
大阪地本・さつき福祉会分会

肥後

慎一さん

「あったか共済コーナー」の年金共済に加
入している方からのコメントがすっごく参考
になりました。
「老後に 2000 万円必要」が話
題になり、どこか漠然とした不安な気持ちが
世間に漂っていると思います。運動の力で、
老後も安心して暮らすことができる社会を実
現することが求められています。
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火災共済で
自然災害への備えを

年 末 調 整

「見える」ことでわかりやすく伝わる

笑顔が映える記事に
「笑顔でがんばるぞ！」と

政 権 支 持 ﹂﹁ 安 全 保 障 法

制は必要﹂でした︒いつ

の間にかその考えに染ま

っていましたが︑組合加

入後は︑価値観や政治観

が一変しました︒

分会は︑平和や憲法を

守り︑基地をなくすため

に︑学習会や現地視察︑

宣伝行動などに力を入れ

ています︒原点は︑施設

のモットーである﹁暴力

禁止﹂
︒ 今 年 ２ 月︑ 分 会

から仲間６人と沖縄県民

投票の応援に行きまし

た︒強く感じたのは県民

⑪人の言葉をまねる小鳥

⑬七五三の日に買います

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▶12月15日
発表▶2020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

鍋料理を食べる山形の行

応 募 方 法

の熱意︒基地建設反対・

Ｆ

⑮行った先︒⁝⁝不明

Ｅ

事

Ｄ

⑰蒸気で進む大きな船

Ｃ

⑩外国産の自動車

⑫⁝⁝の上にも三年

答え

Ｂ

賛成を問わず︑自分たち

のことは自分たちで決め

るとの強い意志でした︒

仕事でのやりがいは︑

子どもたちとの関係づく

り︒難しいですが︑信頼関

係が築けると達成感があ

伝え︑平和や政治に対し

ります︒組合での経験を

て自らの考えが持てる大

編集部︼

人になれるよう援助した

いです︒︻構成

︻趣味︼ 映画鑑賞とボ
ランティア活動︒
A

紙面を読んで

は

子どもたちに、戦争に行く
可能性が１％もない世の中を！

祥平さん

④

昨年は７月の西日本豪雨、８月の台風21号、９月
の台風24号で、床上浸水等の水害や、強風による屋
根の破損や飛来物による窓ガラスの破損等の被害が
西日本の広範囲で発生しました。
今年は９月の台風15号で、強風による屋根などの
破損に加えて、電柱等の倒壊による長期間に及ぶ停
電が続きました。復旧が途上にあるなか、追い打ち
をかけるように10月の台風19号で、東海から東北に
かけての広範囲で、強風による被害に加え、長時間
の大雨でいくつのも河川が氾濫しました。住宅の浸
水被害や土砂崩れによって道路や線路も寸断され、
復旧までにはかなりの時間を要する事態となってい
ます。
あらためて、その恐ろしさと日頃からの備えの必
要性を思い知らされる自然災害が続いています。
福祉保育労共済の火災共済は、風水害（雪害を含
む） による建物の被害（台風による屋根の一部損
壊、浸水による床や壁の損害等）があり、修理の見
積もり等で一定額以上の損害額になった場合には、
給付の対象（限度あり）となります。
※詳細は、お問い合わせください。

った!!
か
良
ってて

入

福祉保育労共済

親知らず治療の入院でも
給付されました！
親知らずの周囲が炎症を起こしたため、
３日間入院して、３本を抜歯しました。
入院費がどのくらいかかるのか考えもせ
ず、 決断した後に「しまった!! 医療費っ
てどのくらいだろう…」と不安に。
自分が加入している民間保険を調べたけ
れど、親知らずで保険がおりるなんてこと
はどこもなく…。「福祉保育労共済は？」
と本部に電話すると「親知らずの治療で
も、医者の指示での入院なら、給付金が出
ますよ〜」というお返事！やった!!「共済
入っておいて良かった
〜！」 としみじみ感じ
ました。
まだ入っ てない方、
ぜひ加入を!! 心強いで
すよ!!
（神奈川・かよプーさん）

