核兵器禁止条約を50の国・地域が批准 来年１月発効へ

で示すポイントを踏まえて、署名を広げることをよびかけます。

「#いのちまもる 医療・社会保障を立て直せ！ 10. 22総行動」で処遇改善・
配置基準の引き上げをビデオメッセージでアピール

が欠かせません︒

の政策を変えていくこと

経営努力を迫りつつ︑国

を積み上げて国会に要求

を広げながら︑署名の数

をつかって︑社会に共感

としています︒この権利

ましょう︒また︑分会と

声をかけ︑対話をすすめ

を手に︑組合未加入者に

感しています︒署名用紙

署名で共感広げ

実現を迫る運動です︒

な国会請願署名﹁公共的

が必要です︒ただ書いて

名という形で集めること

伝えて︑理解・共感を署

実態と改善の必要性を

う︒個人として︑自身の

に協力を申し入れましょ

ある団体・労働組合など

護者会・家族会︑関係の

して︑法人・経営者や保

国会に実現迫る

な役割が発揮できるよう

もらうのではなく︑てい

家族・知人・友人などに

月から新た

に︑福祉職員を増やし︑

ねいにコロナ禍での実態

署名をよびかけましょ

私たちは

賃金を引き上げてくださ

や思いを一人ひとりの

﹁私の言葉﹂で伝えてい

員１人 筆で年内に 万

福祉保育労として組合

う︒

い﹂
にとりくんでいます︒
請願とは︑国や自治体の

きましょう︒
条は﹁何

機関に要望を伝える権利
です︒憲法第

組合未加入者や

福岡地本で

は︑コロナ禍で

も少しずつ活動

を取り戻し始め

た︒組合員がオ

ンライン会議シ

ステムＺｏｏｍ の機能を学

習したり︑公共交通機関を

使うリスクを避けて不安な

く参加したりする姿に︑会

議へのさまざまな関わりを

新しい職員に必ず加入を

考えさせられる︒

よびかける分会の努力の積

み重ねが原動力になり︑福

岡地本は 年ぶりに３００

慮をしつつ︑工夫しなが

くみます︒感染対策に配

成やそのたたかいも︑職場

ている筑紫保育園分会の結

また︑本紙でも度々登場し

人をこえる組織になった︒

筆を目標に︑各地でとり

ら︑一人ひとりにできる

人も︑損害の救済︑公務

平常時でも厳しい実態

ことをやりきりましょ

法人・保護者

改正その他の事項に関

にあった福祉職場で︑コ

う︒

ーとして社会的に注目さ

友人などに声を

し︑平穏に請願する権利

ロナの影響を受けている

れているなかで︑福祉職

は規則の制定︑廃止又は

を有し︑何人も︑かかる

なか︑福祉職場に携わる

カーとよばれるようにな

員を増やすこと︑賃金を

︵白石︶

えてきた︒さあもう一人！

み重ねることで組合員が増

られないが︑その少しを積

進んでいることは意外と語

たり前ではない︒少し前に

かまが増えていくことは当

たのだと気づかされた︒な

ことで大輪につながってき

際に組合を話題にしてきた

し︑組織拡大を意識し︑実

の人との話で︑活動を継続

てきてくれた人もいる︒そ

がら組合事務所に電話をし

ことを知り︑とても喜びな

たたかうなかまが増えた

をこえた力になっている︒
か︑強い不安や緊張が続

請願をしたためにいかな

りました︒感染の危険が

引き上げることが緊急か

来年１月開会の通常国会に
提出します。事前に国会議員
に実態を伝えて、提出に必要
な紹介議員の受諾を要請しま
す。委員会で審議され、本会
議で採択されれば、内閣に送
られ、請願署名の項目の実現
に動きます。

員の罷免︑法律︑命令又

高宮信一･作

いています︒３密︵密閉

署名で共感を広げ
なかまを増やそう

社会に不可欠でも
職員数は少なく

20

誰もが改善の必要性を実

あっても︑利用者を原則

つ抜本的に必要ですが︑

●組合員自身の家族・知人などに声を
●職場の組合未加入者への働きかけを
●法人・事業所に協力の申し入れを
●保護者会や利用者団体などに申し入
れを
●保護者など一人ひとりに声を
●近隣の事業所に訪問やポストインを
●行動で感染させない・しない対策も

ートさせました。コロナ禍をきっかけに、福祉職員の増員・賃金の引

核の保有は
社会悪です！

16

20

10

る差別待遇も受けない﹂

受け入れて︑公共的な役

政府は極めて消極的で

ント

10月から福祉保育労として、国会請願署名「公共的な役割が発揮で

福祉職員を増やす
＆
賃金を引き上げる
き上げの実現を当事者として国に迫る重要なとりくみです。１〜３面
発行責任者／土田昭一
2020年11月５日発行

16
・密集・密接︶を避けら

職員数が少なく︑賃金水

賃金は低すぎる
コロナ禍で︑私たち福

準は全産業平均の約７割

れないうえに︑そもそも

祉労働者は︑社会生活を

にとどまっています︒

割を発揮するために日々

す︒職員を増やし︑賃金

流れに
こんな す
なりま

集めた署名は

維持するうえで必要不可

奮闘しています︒感染対

エッセンシャルワーカ

策の徹底を求められ︑新

を引き上げるためには︑

欠なエッセンシャルワー

たな業務負担も増えるな

署名を集めるポイ

きるように、福祉職員を増やし、賃金を引き上げてください」をスタ

〒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

要な 50カ国 ・ 地域の批准に達したと発表し

「核兵器のない世界を」という被爆者の願

た。90日後となる来年１月22日に、核兵器を

いを実現する運動を広げ、政府に批准と廃絶

非人道的で違法とする国際条約が発効するこ

にむけて世界の先頭に立つ決断を迫ろう。

2020年
11月号
第347号
全国福祉保育労働組合

とになる。しかし、唯一の被爆国の日本政府
国連は10月24日、核兵器の保有や使用を全

は批准しておらず、批判が高まっている。
面的に禁止する核兵器禁止条約が、発効に必

されています︒

務形態の変更を余儀なく

組合や学者・研究者など

では︑コロナ禍で教職員

は不可欠です︒教育現場

揮するには︑職員の増員

善の必要性を訴える時を

者として︑その実態と改

いません︒私たちが当事

さは社会的にも知られて

べて︑職員配置数の少な

国は動くが

少人数学級へ
が声をあげ︑少人数学級
迎えています︒

護︑障害福祉分野などの

す︒ し か し︑ 保 育 や 介

国も実現に動いていま

て︑配置基準を引き上げ

公共的な役割を踏まえ

国は福祉現場の実態と

ンシャルワーカーとして

上げが必要です︒エッセ

府がすすめてきた処遇改

の月額賃金の格差は︑政

つまり︑全産業平均と

ち一人ひとりが賃金実態

に問われています︒私た

いいのかどうか︑根本的

がこのような賃金水準で

して発揮する福祉労働者

を対象から外すよう強く求めました。

催し、初めて出席した衆議院厚生労働委員長
（当時）

午後には、衆・参の厚生労働委員との懇談会を開

スタッフも含めて参加は21人で規模は小さくなり

児童養護種別協議会としてはオンラインでの初の

ては、
「実施主体は自治体」との姿勢で、国の責任

から宮本徹議員（共産）
、参議院から倉林明子議員
ましたが、岩手、東京、神奈川、京都、大阪から参

全国的なとりくみとなりました。会って話したい気

による充実には言及しませんでした。また、職員配

（共産）
、
芳賀道也議員（無所属）の出席・あいさつ
加がありました。全体が２時間のなかで、情勢の学

持ちはありますが、気軽に地域をこえて学習会がお

置基準の改善については、
「一律に改善すれば、い

をうけ、下条みつ衆議院議員
（立憲）
の秘書も出席し
習、総会での活動報告・方針・決算・予算の提案・

こなえることは、忙しい施設職員には大きなメリッ

っそうの職員不足を招く」
「加算で対応している」

ました。立憲民主党の４人の議員からメッセージを
採択のあと、後半はコロナ禍の施設での業務で新し

トです。オンライン機能を活用して、組合活動の活

とこれまでどおりの回答でした。また、指定管理者

いただきました。10月26日に開会した臨時国会で各
くできたことや気づけたことをテーマにグループデ

性化を図っていきます。

制度がもたらしている厳しい実態も伝え、福祉施設

常任委員長が交代し、盛山氏も退任しました。

増やそう福祉職員 ＆引き上げよう賃金を
コロナ前から矛盾
コロナ禍でさらに

そもそも少ない職員数
を求める運動が高まり︑

労働基準法の最低基準

て大幅に職員数を増やす

福祉現場の改善は？

としての休憩・休暇を保
福祉分野では︑国は職員
べきです︒あわせて︑そ

で運営されてきた状況に

盾が負担感・緊張感とな

常時の脆 弱 な体制の矛

障し︑不払い労働をなく
配置基準を見直すことに
の基準と労働基準法が守

コロナの影響をうけ︑平

って︑福祉現場を覆って
し︑必要な実践ができる
極めて消極的な姿勢のま
れる予算・人件費を保障

ぜい じゃく

います︒コロナ前から︑
体制のもとで︑感染対策
まです︒賃金の低さに比

おお

子どもや高齢者︑障害者
を含む公共的な役割を発
すべきなのです︒

に対する職員配置の最低
基準が低すぎるため︑職
員の負担が大きく︑記録

社会を支える専門職
この水準でいいのか

安心して働き続けてい
くには︑わずかな処遇改
善策の積み上げではな

月︶には保育士・福祉施

く︑抜本的な賃金の引き

設介護員とも９万３５０

善策によって︑保育士で

も率直に伝え︑改善させ

公共的な役割を専門職と

７０００円︑福祉施設介

ようと訴えて︑社会と政

０円です︒

護員で１万７００円しか

治にその実現を迫ってい

是正されていないので
す︒

きましょう︒

懇談に初出席

や計画の作成︑業務の準

減をすすめる菅政権を

コロナ禍での

備︑会議などの基幹業務

自由主義に基づく社会

退陣に追い込み︑憲法

衆院厚生労働委員長が

が時間内にはできず︑多

とも明らかになりまし

保障の削減により︑医

に基づいて平和と社会

地域をこえて初のオンライン開催

くが不払い労働となって

全産業平均との格差は︑

た︒支援をうける子ど

表現の自由を侵す違法

療・福祉の脆弱な体制

保障の実現をめざすと

10.19中央行動

いました︒コロナ禍とな
り︑職員の増員がないま

交付金事業が始まる直

保育士が 万５００円︑

コロナ禍で︑国民の

・違憲行為そのもので

の問題が浮き彫りにな

第16回全国児童養護施設職員等の学習交流集会

衆院厚生労働委員長の盛山正仁議員（自民）が議員懇談に出席し、
「処遇改善すすめる」と挨拶

力強くあいさつ
集会実行委員長でオンラインでの進行を務めた
東京地本・六踏園分会の榮井（さかい）大樹さん

まで︑感染対策の徹底が

前の２００９年６月は全

福祉施設介護員が 万 ４
２００円で︑２０１９年

められている日本学術

くらしと雇用は重大な

院憲法調査会長にす

す︒さらに︑理由も明

っています︒福祉現場

「処遇改善すすめる」
と
変化や気づきも交流

求められ︑消毒などの対

０円でした︒最新調査の

保育士と福祉施設介護員

産業平均が 万８１００

りました︒２００９年の

た介護・障害福祉分野へ

円︑保育士は 万７６０

月からの特定処

基軸にした社会保障の

会議の会員の任命につ

え︑改憲にまい進する

らかにせず︑政府の勝

★時間外勤務手当や交代手当などを含む額で、
税・社会保険料等を引く前の額面

※厚生労働省・賃金構造基本統計調査

2019年
2014年
2009年

策のほか︑会議や行事だ
けでなく︑さまざまな業

２０１９年では︑全産業

を引く前の額面︶で︑こ

とも 万４５００円とな

の処遇改善交付金から始

︵同年

削減をさらに推進して

いて︑同会議から推薦

心・安全を確保するた
め に は︑
﹁安倍政治の

姿勢です︒ 月８日に

手な解釈で任命を拒否

りくみを︑力をあわせ

福祉施設
介護員

20

大きく

統計調査︵時間外勤務手

ま

当や交代手当などを含む

平均が 万８０００円︑

だ

額で︑税・社会保険料等

年の推移はどうなっ

の

まりました︒毎年６月時

０円︑介護職を指す福祉

たでしょうか︒

点の賃金をもとにした厚

遇改善加算実施前の６

安倍前首相の辞任を

いく構えです︒また︑

もや障害者︑高齢者な

も活用しよう
かけるチラシ
合加入をよび
署名協力や組

24.45 24.45 保育士

施設介護員は 万３９０

受けて新たに就任した

安倍政権で改憲をすす

危機に直面していま

どの利用者と職員の安

めて感染リスクの高い

菅 首 相 は︑
﹁安倍政権

された１０５人のうち

す︒また︑ 年代後半

であることを物語って

の継承﹂を掲げ︑憲法
めてきた衛藤征士郎氏

６人を拒否しました︒

から推進されてきた新

菅首相は︑法律で定

条を﹁空文化﹂する
を自民党改憲推進本部

これは︑学問の自由・

環境に置かれているこ

﹁自助・共助・公助﹂
長に︑細田博之氏を衆

います︒

を看板に︑自己責任を

継承﹂ではなく︑転換
こそ求められていま

開かれた自民党改憲推

では︑狭い空間に多く

てすすめていきましょ

﹁安倍政治﹂の継承ではなく転換を
憲法にもとづく政治の実現を求めよう

進本部の役員会では︑

する行為は︑菅政権が

の利用者・職員がいる

改憲と社会保障の削

年内に改憲の条文をと

前政権と同様に立憲主

す︒

りまとめる方針が確認

ぜいじゃく

10

10

10月23日・東京都内とオンライン接続

30

生労働省の賃金構造基本

月から２年半実施され

遇改善策は︑２００９年

政府の福祉職場への処

改善策から 年
格差是正も不十分

賃金改善はわずか
全産業平均との開きは

全産業平均と福祉職の賃金推移
う︒

画・ニムラ
案・タミヤ

21.61 21.97
21.76 21.39

全産業平均
33.80
32.96
31.81

全産業平均との
格差是正
10年間でわずか
１万円前後！

40

職員数が少ないのは
配置基準が低いから
休憩・休暇＆必要な
実践が保障できない
（万円）

33

24

10

ことが避けられず︑極

☆「21春闘 福祉職場で働くみんなの要求アンケート」を急
いで提出しよう！

10

10

私たちは社会に必要不可欠なエッセンシャルワーカー
今こそ、当事者として労働条件の改善を訴えよう！
◆第57回中央委員会は2021年１月16日(土）・17日(日）の予
定です。

職員数が少ない、配置基準が低いから
休憩・休暇が取りづらい、必要な実践ができない
義を壊す強権的な政権

されました︒

10

0

●15日(日) 高齢種別協議会総会・学習会
●22日(日) 保育種別協議会学習交流集会
●23日(祝) 障害種別協議会全国学習交流集会
●25日(水) 福祉職場の非正規格差をなくそう！学習会
●29日(日) 福祉保育労21春闘討論集会
※上記はすべてオンラインの参加になります。

21

21

31

90

25

10

11月

10

署名でみんなに
伝えよう！

10月23日に第16回全国児童養護施設職員等の学習

ィスカッションをおこないました。視野が広がるこ

10月19日、中央本部役員による中央行動をオンラ
交流集会をおこないました。ここ数年は全国から会

とで、他の施設の新しいとりくみを参考に自分の施

イン併用で開催しました。厚生労働省交渉は、
「新
場に集まって１泊２日で開催してきましたが、今年

設に取り入れたり、何を大事にして仕事をしていく

型コロナウイルス感染症対策に関する第三次緊急要
度はコロナウイルスの感染拡大の状況を考慮し、

のかを見つめ直したりするきっかけにもなっていま

請書」 と「社会福祉制度 ・ 政策等に関する基本要

の盛山正仁議員
（自民）
は「与党の立場から処遇改善
Zoomでのオンライン開催になりました。

す。

求」にもとづいておこないました。PCR検査につい

をすすめる」とあいさつしました。ほかに、衆議院
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組合員の意見に耳を傾け、風通しの良い
魅力ある組合づくりで、組織を大きく！

亜希子さん

岩手県社会福祉労働組合 書記次長

⑭木をつつく鳥
⑯芸術の⁝⁝︑読書の⁝⁝
⑰縦 ↑↓
⑱夕方に発行する新聞
㉑ミッキー⁝⁝︑ミニー⁝
⁝
㉒彼女の相手
㉓以前の看護師の名称
㉔ズボンの別の呼び方
⑮支給すること︒⁝⁝金
⑲もちつき道具の一つ︑⁝
⁝ときね
⑳⁝⁝を極める︑⁝⁝なた
たかい
㉑息子や娘の子ども
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った!!
入ってて 良か
済
ワンコイン共
年末にインフルエンザに…
５日間の休業給付が
年末に、不覚にもインフルエンザにかかっ
てしまいました。園が年末のため休園だった
ので、有休は１日だけの消化でしたが、頭痛
や発熱などでとても苦しい５日間でした。
年末の休園期間だったにもかかわらず、イ
ンフルエンザでの休業が認められて５日間の
給付を受け取ることができました。入ってて
良かった！ワンコイン共済＾□＾
（静岡地本 さっちゃん）

いざという
時に備えて
「ワンコイン共済」に加入を !!
コロナ禍が続いている中で、インフルエンザの
流行シーズンが近づいてきました。症状で見分け
ることは難しいと言われています。
今年は、例年以上に予防接種・手洗い・うがい
・マスク着用などの予防対策が必要になります。
厚生労働省のHPにも、今年は、過去５年間で
最大量のインフルエンザワクチンを供給する予定
と記載されています。
さまざまな対策をし、 予防接種を受けていて

で︑会議はとても楽しく︑

より深く学ぶ機会になる

ことを知りました︒組合

員の悩みに寄り添い︑対

話を通して信頼関係を築

くことで︑自らの成長に

もつながっています︒

わからないことがあっ

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▶2021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

３４５号︵２０２０年９月
号︶の答えと当選者
３ ４ ５ 号 の 答 え は︑﹁ コ
ロナブトリ﹂でした︒応募
は 人でした︒抽選により
次の方々に図書カードを送
ります︒
関谷 祐子さん
︵東海地本・ぽけっと分会︶
西畑 亜津紀さん
︵ 東海地本・田代保育園分会︶
鈴木 美香さん
︵ 東海地本・かわらまち分会︶
宮井 保代さん
︵大阪地本・コスモス分会︶
木内 夕紀さん
︵広島支部・もみじ分会︶

応 募 方 法

■ タテのカギ

Ｆ

ても﹁大丈夫︒こう考え

Ｅ

福祉全般を大切にする政治を
群馬支部・風の子分会 腰高

久実乃さん

「今月の主張」で、介護保険と障害福祉サ
ービスの報酬改定の方向がますますひどくな
っていることを知り、怒りを感じました。コ
ロナ禍でも、保育園は児童福祉法第24条の第
１項で公的に守られていることを実感してい
ますが、福祉全般を大切にしてくれる政治を
望みます。

「自助・共助」でなく
政府は「公助」に責任を
東海地本・ぽけっと分会 関谷

祐子さん

「今月の主張」を読みました。「公助」を
どう手厚くするかを考えるべき政府が「自助
・共助」を叫んでいる。自己責任じゃなく、
公的に責任を持つことのあたりまえを、みん
なで声にしていかないといけないと思いまし
た。

︻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？

Ｄ

たら？﹂と︑組合の仲間

Ｃ

■ヨコのカギ

Ｂ

①英語ではヒストリー
②双方が同じことを繰り返
して︑らちがあかないこ
と
③復しゅう︒雪辱戦
④全国のいたる所︑⁝⁝浦
々
⑤スイッチョンと鳴く虫
⑦パンダの主食は竹と⁝⁝
⑨のちの日︒⁝⁝談
⑩人を親しく感じる気持ち
⑬風呂につく水アカ
⑭﹁弱化﹂の反対語は？

答え

A

に限らず︑関係組織の人

見を交え︑より良い方向

① 時または 時のことで
す
③立春︑立夏︑立秋︑⁝⁝
⑥地図上でＮの方角
⑦人種⁝⁝反対
⑧ 千歳あめを持った子がお
宮参りします
⑩クジラが吹きます
⑪間違っている文字
⑫順番︒優先⁝⁝
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とも年齢の壁をこえて意

だい ご み

を探ることができる︒こ

れが組合の醍醐味だと思

経験が浅いからこそ

います︒

﹁何でも知りたい﹂とい

う姿勢で︑たくさんの組

合員の意見に耳を傾け︑

風通しの良い︑話したく

なる魅力ある組合をめざ

します︒組合の強化・拡

大は喫緊の課題です︒組

合員が組合の魅力を感じ

るようになれば︑自発的

に力強い動きが広がり︑

組織が大きくなると信じ

て︑尽力していきます︒

︻趣味 ︼本を読む︑子
どもといっしょに電車
・新幹線を見る︒

12

紙面を読んで

も、かかってしまったという給付請求が、毎年あ
ります。
福祉保育労共済の「ワンコイン共済」は、持病
があっても組合員なら誰でも加入できて、インフ
ルエンザでの５〜７日間ほどの自宅療養も、「休
業給付」の対象になります。
いざという時に備えて、
「ワンコイン共済」に
急いで加入しましょう ! !

非正規雇用の声を
大切に組合に迎えていこう
東海地本・かわらまち分会 鈴木

美香さん

全国大会議案のポイント２「組合の『見え
る化』を図り連携して拡大をすすめよう」を
読んで、組織拡大のためにも非正規労働者の
声を拾っていくことも大切だと思いました。

給料の中身も要チェック！
広島支部・もみじ分会 木内

夕紀さん

４コマ漫画「教えて！福志朗先生」がわか
りやすかったです。給料について、ただもら
うだけでなく、その中身もチェックした方が
いいと思いました。たいへんためになり、絵
もかわいかったです。

年末調整のお知らせ
所得税と住民税の保険料控除について
○年金共済は、 保険会社に委託をしている
「拠出型企業年金保険」のため、所得税と
住民税の保険料控除の対象になります。
Ａコース 「個人年金保険料控除」
Ｂコース 「生命保険料控除」
※どちらも旧税制のため、それぞれ所得税
は最高５万円、住民税は最高３万5000円
ずつが控除対象になります（掛金によっ
て控除対象額は異なります）
。

加入者には、10月末頃に幹事会社の「大同
生命株式会社」から、
「生命保険料控除のご
案内」
のハガキがご自宅に送付されています。

11月末〜12月頃に、職場で配られる「給与
所得の保険料控除申告書」に、控除額を記入
してハガキを添付して提出すると、所得税は
年末調整で還付され、所得税は翌年（６月か
ら）の納税額に反映されます。
☆労働組合の自主共済は控除対象になりませ
ん。
⇒福祉保育労共済独自の「ワンコイン共
済」
・生命共済・医療共済等など

④

