特定警戒都道府県で４月の生活保護申請が２〜５割増

誇りをもって働きつづけたい
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毎 日 で す︒
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のか先の見えない手探りの

大人でさえも︑いつ終わる

は全体の三分の一ほどに︒

した︒私の職場でも︑登園

よびかけられま

園自粛の協力が

に︑各家庭に登

後︑外に出て青空を見上

げた時に︑﹁平和ってこう

が避難していたガマに入

う﹂と進路を決めました︒

いうことだ︒この青空を
町田

る機会があって︑持って
の持ち上がりで１歳児ク
ラスを担任しています︒

していく子どもの姿を見
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一つひとつの成長を獲得

を
１日も早く こんな日
･作
高宮信一

どの関係機関と連携し︑
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よりよい支援をと対応し

てすすめていきます︒

るのは︑やりがいがあり

苦労の連続も成長が喜び

で︑今年度は前年度から

保育園の保育士

子どもも職員も成長発達

新型コロナウイルス感染症が広がるなか、福祉職場と職員の果たしている役割の
大きさが社会的にも明らかになってきました。コロナをめぐる影響や変化を踏まえ
て、福祉職場を今後どのように充実させていくか、利用者・家族などの権利をどう
守っていくか。保育園と児童養護施設で働く東京地本の組合員による対談企画（５
月10日）を、感染防止対策を踏まえてオンラインでおこないました。
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４月17日、福祉保育労と
して政府にコロナ関連の
第二次緊急要請書を提出

導員
会 児童指

さん
榮井 大樹

ってほし
も、処遇が良くな
福祉施設も保育園
も同じ！
いは利用者も職員
発行責任者／土田昭一
2020年６月５日発行
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福祉職員︑子ども・保護者 をを支える施策を

新型コロナウイルスの特定警戒都道府県に
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園にして︑卒園式のやり

をしたりしていますが︑
３密対策で︑行動が寮舎
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高校３年生は施設を出る
前提で進路を考えていま

なっているのは︑福祉や

ア精神で支える仕組みに

る仕事です︒ボランティ

門知識があってこそでき

通りの賃金が支給されて

す︒パート職員にも通常

暇を使わずに済んでいま

どによって︑年次有給休

別休暇や在宅勤務扱いな

また︑私の園では︑特

が︑そもそも職員数が少

援は大きな課題でした

ます︒これまでも学習支

実として低い状況があり

で︑学力や学習意欲が現

学校に行けなかったなど

てもほめられなかった︑

環境がなかった︑勉強し

榮井

うと施設の会議で決めた

沿う形で対応をしていこ

トで指定されたものに︑

間帯ごとの勉強がプリン

で︑学校から時間割と時

は︑５月末まで登校自粛

っ て い ま す︒ 現 時 点 で

はそれぞれ別のことをや

人という体制で︑中高生

入ってきた職員とシフト

例年は︑新しく４月に

らいたいです︒

援を行政には検討しても

とや︑体制づくりへの支

をさらに幅広く認めるこ

いられる措置延長の制度

す︒必要に応じて施設に

で︑ 不 安 に な っ て い ま

すが︑先が見えないなか

具を決めたりする園も出

保育にお金をかけたくな

います︒でも︑年休を取

を重ねて仕事を教えてい

家庭で勉強をする

てきているんじゃないか

いということですよね︒

らされている園もありま
ところです︒また︑進路
きます︒子どもが学校に

けるように︑処遇を改善

な︒子どもは体の動きを

ただ子どもと遊んでいる

なく︑休校中の私たちの
選択が近づく中学３年生

したいです︒

試しながら︑頭も使って

わけでなく︑一人ひとり
す︒福祉保育労をアピー
サポートには限界を感じ

保育士は専門職で︑専

いる感じがします︒

いないんですよね︒
消毒が大変だからと遊

発達していきます︒遊び

の子どもたちのカリキュ
ルして︑組合員を増やし
行ってる間に︑振り返っ

具を減らしたり︑使う遊
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ています︒集団生活のな

17.9％

て︑改善していけるよう

５月３日 国会正門前
からネット配信

１００年目のメーデー
動画配信やＳＮＳの

21.7％

えていく仕事だからこ

その他

５・３憲法集会も
ネット配信で
各界から訴え

2018 年度末に高等学校等を卒業した児童のうち、2019 年５月１日
（ 現在の進路
）

やホームの単位になって
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きて︑関係が限られるの

0.2％

ています︒子どもたちは

0.2％

校説明会もないことで︑

98.8％

かで小学生４人に職員１

2.0％

にしていきたいですね︒

1.9％

そ︑実情を知ってもらい

1.9％

でストレスがさらにたま

94.3％

月からは窓を開けっぱな

トレスがかなりたまって
って︑ケンカなどのトラ

（2018年度末に中学校を卒業した児童のうち、2019年５月１日現在の進路）
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い ま す︒ １ 日 ３ 〜 ４ 時
ブルも増えています︒

があまりにも足りていな

①中学校卒業後の進路

１日から始まる慣らし保
育の準備と︑在園児がク
うと不安で︑感染者をた
間︑いっしょにサッカー

がさわったペンをその度
に消毒しているそうで

いなかで︑孤立している

高校進学率は高くなったが、高校卒業後の進路は、
一般に比べ進学率は低く、就職が多くなっている

方も見直しました︒４月

ラスを代わる準備もあ
たく社会の風潮を恐怖に

町田 感染症対策で︑使

動で︑代わりに言って行

里親に寄り添えるのも私

進学、就職の状況

外にも出られないのでス

り︑３月後半から４月初

コロナ禍で

感じています︒

福祉職場の実情や専門性は

ってきました︒ウイルス

った大量のおもちゃを毎
す︒
﹁保育園は１日１回
でいいの？﹂ と言われ

くことが重要です︒制度

たちの役割で専門性だと

就職
進 学
大学等
専修学校等

めが１年で一番忙しいの

感染対策を徹底して
子どもと向きあう日々
実情が知られていないと痛感

をもらわないようにとプ

子どもがいる職員の勤務

かけ企画なども中止︑短

レッシャーが強いなか︑

榮井 高校３年生が施設

縮した卒園式だけになっ

日１回︑すべて消毒して

に配慮して︑カバーしあ

て︑悔いがすごく残りま
とにかく消毒︑手洗い・
います︒中高校生を対象

を出るにあたってのおで

した︒また︑児童養護施
うがいを徹底していま

誇りを持って働けるように

設は休業しようがありま
て︑ショックでした︒子
どもの後をついて回って

を変えていくことが職員

その他

活用で声を広げて

子どもたちがずっ

と施設にいる状況

を 迎 え ま す︒ で

も︑今回は入職１

週目から施設に子

どもたちがずっと

います︒自分の心

身も気をつけつ

つ︑新人や２・３

年目などその上の

若い世代の職員が

追い込まれないよ

うに︑支えていき

たいです︒

性をスピーチしました。

にした塾で講師をしてい

だけでなく︑特に組合に

業務も厳しく︑感染リ

思います︒

います︒

②高等学校等卒業後の進路

全国各地

とが民主主義の第一歩」などと、民主主義を守っていく重要

ぎました。

就職

５月１日

私の意見は違うけれどよく声をあげましたねと支えあえるこ

地本のツイッターで発信すると、共感が広がり、拡散が相次

る知人は︑塾では子ども

ことが明らかになって

ぼって声をあげている人がいたら、私もそう思っています、

紙に要求を掲げた写真撮影をよびかけ。届いたメッセージを

感染拡大 防止で︑ケー

新型コロナウイルスの

います︒６月中旬まで

さんは、
「民主主義の対義語は沈黙」
「まわりに勇気を振りし

ーデー＃賃金を上げてのハッシュタグのついたメッセージ用

51.9％

５月３日に開催予定だった「平和と命と人権を！５.３憲

す︒

変えるしかないですね︒

感染リスクを抱えなが

いずれも︑今まで私

の会期中の成立は厳し

野の訴えがあり、元NHKキャスターでジャーナリストの堀潤

となりました。京都地本では、各分会・組合員に＃今日はメ

8.8％

法集会」
（同実行委主催）も、感染防止のために、国会正門

せん︒休校・休園などに

社会に変えていく力を広
げたい︒やっぱり政治を

職員と賃金を増やして
働きつづけられる職場に

ようになるかもしれませ

スクもあるなか︑学生や

ん︒低い賃金や労基法違

その保護者が進路として

分野は大変革期にあっ

反の宿直回数の実態を改

対立を生まないって︑

て︑里親を増やしていく

善する必要があります︒

大切な視点ですね︒国の

方針ですが︑施設と里親

ここ数年で段階的に改善

護者で︑声を上げること

のどっちがいいという二

されてきましたが︑子育

は難しいです︒私たちが

児童養護での当事

元論ではなく︑社会の仕

てしながら働きつづけら

榮井

組みとしてどちらも大事

れるように︑もっと職員

者は︑子どもと︑貧困や

で す︒
﹁こんなことを言

を増やして賃金も上げて

児童養護施設を敬遠する

ったら︑子どもを取り上

いけるよう︑これからも

政策として社会的養護の

げられるんじゃないか﹂

求めていきます︒

アドボカシー︵代弁︶活

と相談できずにいる里親

孤立などの状況にある保

もいます︒支援する体制

感染源にならない＆感染者を

禁止する条文を設ける

ら働いています︒他の

出さないように対策を徹底
ものです︒三つ目は︑

産業に比べて賃金が低
い︑休憩・休暇も取れ

度訪問介護の定義に
﹁職場﹂を追加して︑

ない︑法令が守られて

障害者総合支援法の重

通勤移動にかかる介護

いない労働環境にあ
り︑人材不足の業界で

を含むことを明確にす

す︒コロナ禍で︑私た
ちの仕事がこの社会に
なくてはならない仕事

たちが何度も国会に足

い状況ですが︑今後も

であり︑専門職である

を運び︑国会議員や厚

るものです︒

労省︑内閣府に現場実

さまざまな形で声をあ

前に人を集めない形での集会ネット配信になりました。各分

りくまれました。中央メーデーや北海道メーデーも動画配信

62.9％

100 年目となった第 91 回メーデーですが、新型コロナウイ

厚生労働省「社会的養護の現況に関する調査」
全中卒者・全高卒者は学校基本調査（2019年５月１日現在）

切り替えやSNSでのメッセージ発信など、工夫をしながらと

14.3％

ルスの感染拡大防止を踏まえて、集会のオンライン配信への

進 学
高校等
専修学校等
児童養護施設児
2,306人
（参考）全中卒者
1,131千人

14.0％
児童養護施設児
1,752人
（参考）全高卒者
1,134千人
京都地本のメーデー報告ニュース

よって小学生や保育園の

に行ったら︑高齢者の福
祉に予算をつけるからと
予算は増やせないと︒高
齢者の福祉の充実をと交

引き上げます︒事務職

求められていると感じて

対立ではなく︑
たいへんさの
実情と専門性を共有して
社会と政治を変えよう！
今 ︑社会と
政 治に伝えた い こ と は
渉に行ったら︑保育の要
望が多いのでと言われた
から﹂と︒これは︑対立

んだなと思っています︒

を生まないという発想な
の 理 由 を 聞 い た ら︑﹁ 保
﹁たいへんなのに保育

員やケアマネジャーも

第15回全国児童養護施設職員等の学習交流集会
で情勢報告をする榮井さん（2019年10月25日）

対立ではなく共有して
いっしょにアピールを！
町田 社会に変化が起き
育の充実をと政府に交渉

いっしょにアピールして

たいへんさを共有して︑

対立の土俵に乗らず︑

人たちがいます︒

かを得ようと思っている

いがみあわせることで何

けない︒身近なところで

う職員﹂という対立はい

るのに登園するの？とい

預けることもリスクがあ

いう保護者﹂
﹁保育園に

園が預かってくれないと

たと感じるのは２０１５
年夏です︒憲法違反の安
保関連法案を通させない
ために︑多くの人が国会
前に集まりました︒その
翌年に﹁保育園落ちた日
本死ね﹂というブログを
きっかけに︑お母さんた
ちが行動を起こました︒
﹁声に出していいんだ﹂
と行動する人たちが出て
きているのは希望です︒
組合の歴史でも︑私た
いくことが重要です︒こ
れは保育園だけではどう

に助成金を支給しま

した︒５月８日に野党

対象となっています︒

態を訴え︑改善を求め

げ︑政治を動かす運動

組合員の座談会特集を予定しています。

ちの先輩が入っていたの

に も で き ま せ ん︒
﹁保

保に関する特別措置法

そんななかですが︑

す︒ 国 が 全 額 負 担 し

が共同して︑介護・障

二つ目は︑障害者総合

てきたものです︒今︑

では、社会福祉協議会と訪問介護の仕事にかかわる

は保育所労組でしたが︑
種別を超えて福祉保育労

れても︑福祉職場では
案﹂です︒平均賃金を

障﹂と﹁補償﹂で支える

新型コロナウイルス
かつてない緊張感のも

になりました︒先輩にそ

の感染拡大をうけ︑ ４

１人あたり月１万円引

私たちの注目すべき法

て︑助成額は段階的に

き上げるため︑事業者

矛盾や影響が広がって
案が国会に提出されま

が出され︑さまざまな

います︒宣言が解除さ

害福祉従事者の処遇改

支援法と児童福祉法を

福祉の改善を求める３法案が国会へ
声をあげて運動をすすめよう

善などにむけた３法案

改正して︑大臣告示に

を衆議院に提出し︑審
議入りしました︒

よる食事加算や送迎加

定）となり、８月の発行はありません。７・８月号

４月７日の緊急事態宣言の発出
をうけて翌８日に法人に提出し
た桜ヶ丘第一保育園分会の緊急
要望書の要旨

とでの業務が続いてい

さい。https://note.com/otsukishoten/n/n03f0f3dc55a2

ます︒

クセス数３万超に。検索するなどして、ぜひお読みくだ

月から５月にかけて︑

月からの経過とコロナ禍での思いをつづった記事は、ア

政府から緊急事態宣言

えている』
（町田ひろみ）に反響が広がっています。２

一 つ は︑﹁ 介 護 ・ 障

◆次号は例年どおり、７ ・ ８月号（７月５日発行予

ジャーナリスト堀潤さん

仕事のなかで 不安と恐怖も

をすすめましょう︒

「福祉のなかま」次号の発行について

５月３日に配信された大月書店note（ネット記事）

分会でパートの組合員にもアンケートを実施して声を把握

○宣言をうけて臨時休園となるように
多摩市に要請を
○感染リスクを伴うことへの特別手当
を自治体へいっしょに要求を
○賃金の変更がある場合は組合に通知
を
★労使で力をあわせて労働条件や制度
を改善していこうとしています。
私たち福祉労働者は︑

ループにわけてオンライン会議で開催しました。

の『
「女の仕事」と言われてきた保育園が今の日本を支

算の廃止や引き下げを

止対策で、東京都内で開催する形でなく、５月に５グ

町田さんが書いたネット記事が話題に！
害福祉従事者の人材確

４月26日に予定していた全国委員長会議は、感染防

画・ニムラ
案・タミヤ

「３密」避けられない

②
2020年６月号

福祉のなかま
第343号

③

2020年６月号
﹁３密﹂が避けられな

いことへのいらだち︑子

どもが感染しないかとの

不安︑換気や消毒・健康

チェックなどの過重労働

により︑保育現場は日々

緊張の連続で疲弊感を増

し て い ま し た︒ そ ん な

中︑勤務する園では︑新

型コロナウイルス感染症

への対応について︑分会

力
ラ

チカ

福祉のなかま

と理事長・園長で懇談し

組合

ました︒

！

い
伝えたの

本音を語る仲間の言葉

でハッ とされられたの

第343号

Myメッセージ

佐藤

思いや困っていることを出しあって
尊重しあえる職場をつくる

加代子さん

神奈川県本部 副執行委員長
（三ツ境たんぽぽ保育園）

「伝えたい組合の力」を力に
組合員を増やしたい
広島支部・いずみ会分会 藤原

明典さん

「伝えたい組合の力」を読んで、組合が要求し
たことが伝わって、組合員が増えているというこ
とに希望を持ちました。組合員が過半数まで至っ
ていない私の分会でも、組合活動をがんばること
で未加入の人にも伝わって、組合員を増やしてい
けたらなと思っています。

新しい職員２人を
「おためし分会」に招いて
は︑自らが感染すること

への不安でした︒子ども

のいのちはもちろんです

が︑組合員と家族の健康

を守ることも労働組合の

大切な役割です︒急いで

他の保育分会の現状や要

求を聴き取り︑県本部の

役員として︑緊急要請書

をまとめ︑県と横浜市に

提出︒４月 日の東京新

聞夕刊に一面トップで大

きく取り上げられまし

た︒

原動力の背景にあるの

は︑
﹁若手もベテラン

も︑すべての職員・分会

員が自分の思いや困って

いることを出しあい︑お

互いを尊重できる職場を

つくる﹂という組合活動

へ の 熱 い 思 い で す︒﹁ 市

の担当者は１時間じっく

り話を聞いてくれまし

た︒緊急の要請でも無視

できないのは︑ 年以上

にわたって要請活動をし

てきたから﹂と︑継続す

編集部︼

ることの力を再確認して

います︒
︻構成

︻趣味︼新聞スクラップ

20
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紙面を読んで

京都地本・あらぐさ保育園分会 原田

恵里さん

分会では新しい職員に組合の仲間になってほし
いという思いから、おいしいお茶とお菓子を用意
して２人を招いて「おためし分会」 を持ちまし
た。次の日に「どうやった？」と聞いてみると、
「とても楽しかったです」と感想をいただけたの
で、またお誘いすることになっています。
「組合
は労働者の味方だよ」と感じてもらいながら、加
入につなげていきたいです。

︻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

標識がある⁝⁝市

① 日本標準時子午線の通過

④三角⁝⁝︒杓子⁝⁝

⑦紫外線から目を守る

⑨話題の映画が上⁝⁝され

る

⑩対⁝⁝︒苦肉の⁝⁝

⑪物事に検討を加えて︑判

定・評価すること

⑫桃太郎の⁝⁝退治

集まれないことで
集まることの大切さを実感
東海地本・西部医療センターくさのみ保育所分会 岡村 悦子さん

⑭ゼミナールのことです

⑳新型⁝⁝ウイルス禍

⑲頭の上︒⁝⁝注意

㉔首都はバンコク

㉒バンビは⁝⁝の名

㉕オセロの石は⁝⁝と黒

⑯約束のしるし︒⁝⁝げん

⑱猫の首に付けたりする

まん

⑳カメやカッパの背中

３４１号︵２０２０年４月

㉑へたの⁝⁝好き

㉓王様の耳は⁝⁝の耳

３４１号の答えは︑﹁ヒナ

号︶の答えと当選者

タボッコ﹂
でした︒
応募は

人で︑抽選により次の方々

㉔乳幼児の認可外施設

㉖就職の⁝⁝が決まった

㉗働き過ぎによる疲れ

■ タテのカギ

祐子さん

関谷

に図書カードを送ります︒

①朝咲くラッパ型の花

梅村

︵東海地本・ぽけっと分会︶

円香さん

②直⁝⁝︒第六⁝⁝

原田 恵里さん

幸江さん

︵東海地本・田代保育園分会︶

坂野

︵ 京都地本・あらぐさ保育園分会︶

③俳優が演技する動作

ク

④日本工業規格︒⁝⁝マー

出されます

療育センター分会︶

︵大阪地本 ・ 大阪発達総合

⑤アイスクリームに添えて

⑥国会︒衆⁝⁝︒参⁝⁝

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▶７月15日
発表▶2020年９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

馬場 順子さん

応 募 方 法

10

⑧山から落ちてくる石

Ｆ

︵大阪地本・穂積福祉会分会︶

Ｅ

⑪ヒヨコのことです

Ｄ

⑬今年は６月 日

Ｃ

⑮人の心を引きつける力

Ｂ

⑰宣伝用の紙︒⁝⁝配り

答え

A

コロナウイルスの広がりのなかで、 組合活動
も、みんなで集まって会議をするということには
ならず、今まで当たり前と思っていたことがどれ
だけ大切なことだったかを教えてくれています。
うちの分会でも会議はできない状況ですが、組合
員と話しあって今の課題を共有できるように努力
しています。福祉保育の仕事がどんな状況でも求
められている。だからこそ、処遇改善をもっと訴
えていかなければ。

オンラインで分会会議をやったよ！
東海地本・田代保育園分会 西山

怜華さん

コロナウイルスの影響で自粛が続いているた
め、園児やパートさんに会えないのはつらいです
が、早く収束することを願って、今はしっかりと
対策をしているところです。先日、オンラインの
分会会議をおこなって、コミュニケーションの大
切さをあらためて感じました。

26

組合加入と共済加入をセットでよびかけよう！
新しい職員を迎えて、組合のお誘いをする時期ですね。加入を訴えるときに
は、必ず「福祉保育労共済」もセットで！ぜひ、組合と共済の「入っててよか
った」エピソードを熱く語りましょう！
リスクに
備 え て

７月１日から
新しい共済期間が
始まります！
継続手続きのご案内を発送しました！
どちらも６月15日締切

「ワンコイン共済」加入のみなさまへ
送付内容に変更がある場合（住所変更や掛金の
増減等）は、変更内容を記載して返送ください。
返信がない場合は、自動継続となります。
★更新のタイミングで医療共済等の上乗せのご検
討を！

みんなで「ワンコイン共済」に入ろう！

福祉職場って、
「３密」を避けられず感染症にかかりやすい環境。身体への負担も大き
く、命を預かる責任で常に緊張状態が続きます。どんなに健康でも心身が不調になる危険性
があります。そんなリスクに備えて、福祉保育労の組合員の特権「ワンコイン共済」に加入
しましょう！月500円（年間6,000円）で入院１日1,500円、医師の指示での休業５日以上で
１日750円、インフルエンザなどの感染症でも給付が！

分会共済担当者のみなさまへ
分会慶弔共済は
①分会慶弔共済申込書と登録
者名簿の提出（郵送）
②掛金の送金
必ず期日までに２つの手続
きを済ませてください。遅れ
ると給付に影響が出ることも
ありますので、ご注意くださ
い。

た!!
っ
か
て 良
入って
福祉保育労共済
「少ない掛金で大きな補償」を実感！
昨年の夏にヘルニアで２週間ほど入院しました。安い掛金
でも、退院後に給付金が支払われ、とても助かり、加入して
よかったと思いました。
北海道地本・Ｑちゃん
（ワンコイン共済＋医療共済に加入）

④

