
新年あけましておめでとうご
ざいます。昨年のアメリカの金融危機を

発端に、全世界に景気が悪化し
てます。日本でも、世界に名だ

たる企業が経営悪化を理由にど
んどん派遣労働者を解雇の動き

が出ています。そんな解雇された労働者は中
組合を結成し、解雇撤回へと要

求を前進しています。
わたしたちも、元気で生き生き

働ける条件づくりのために要求
づくりを進めていきましょう。

国に向けて公的福祉を守る運
動を、積極的に行動を起こして

きました。介護分野では、介護
報酬の大幅引き上げや人材確保

等の条件改善の要求を求め、厚
労省交渉行いました。宣伝行動

では、チラシの受け取りも良く、 関心の高さを実感しました。
障害者自立支援法廃止の集会

もたくさんの参加で大成功で
した。制度を根本的に変えて

いくために、世間に広く発信
していこうと意思統一されま

した。保育分野でも、名古屋市公
立園の廃園民営化案が出され

るなか、連帯して運動を進め
ています。国においては、保

育制度を解体しょうとする攻
撃が緊急の動きとなっていま

す。公的責任を投げ捨てて市
場にまかせようというもので

す。情勢にすばやく連動して、
保育の市場化をゆるすな、公

的保育を守っていく運動を引
き続きつくっていきましょう。

今年も厳しい情勢では、あ
りますが、世間にも大きくア

ピールしながら、運動を元気
よく進め、私たちが元気で生

き生き働ける職場づくりにつ
なげていきましょう。
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障害12/15障害者自立支援法の「施行後３年の見直し」

について、社会保障審議会障害者部会の報告書がまとま

りました。障害児支援の根拠は児童福祉法とすること、

自立支援協議会を法定化すること、障害程度区分を見直

してケアマネジメントを踏まえた支給決定とすることな

どを提言しました。ただ、障害者の範囲に関しては、発

達障害と高次脳機能障害も対象であることを明確にする

必要性を確認した半面、難病を含めることは課題を残し

ました。所得保障に関しても進展はなく、利用者負担軽

減措置の継続を求めるにとどまりました。５．１％の報

酬単価がアップしますが、「応益負担」そのものを撤廃

させる取り組みを更に強めていきましょう。

保育 12/24 保育制度改変を議論してきた厚生労働省の社会保障審議会少子化対策特別部会が、年内にまとめたいとしていた第1次報告の正式なとりまとめを年明けに延期すると発表。全保連で取り組んだ国会請願署名が衆参両院で全会派一致で採択されたことや、「直接契約方式導入」の新制度に反対する私たちのFAXやメールでの要請運動、全国の世路運結集や日本保育協会など保育団体の抵抗のちからなど、運動の大きな成果です。しかし、依然として、新たな保育の仕組み導入をめざす方針事態は変っていないため、今後も連帯したよりいっそうの運動が必要です。介護 12/26 社会保障審議会介護給付費分科会が介護報酬改定をだしました。率は10/３に政府・与党が示した３％となっており、このうち在宅分が1.7％、施設分が1.3％となっています。介護従事者の処遇改善については、夜勤や重度・認知症者への対応といった負担の重いサービスを評価するほか、介護者の専門性を評価する内容となっていますが、全体の賃金の底上げを図るという構造にはなっていません。また、具体的な給与等の決定は「労使に委ねるべきもの（同報告）」としていて問題です。私たちの２年半に及ぶ運動が、介護保険初の報酬増額という成果を生んだことに確信を持ちつつ今後も手をゆるめない取り組みが必要です。



09春闘方針（案）は、
執行委員会で議論した物

を12月の末に組合員全員
にお届けしています。み

なさん、もう目は通され
ましたか？ぜひ分会でも

討議して１月31日（18:30
～労働会館本館）の地本

委員会に意見を上げてくだ
さいね。09春闘の重点課題は「足

かけ３年にわたって積み上
げてきた人材確保運動を介

護報酬単価の大幅引き上げ・
実効性のある福祉人材確保

対策の具体化としての“成
果”に結実させていくこと

をめざす。」ことにあります。
賃金については“明日も元

気に働ける”“専門性にふさ
わしい”賃金をめざし、「福

祉職俸給表」の水準である初
任給17万円以上を今年も要求し

ます。昨年度は時給「１０００
円」の春闘要求でしたが、それ

では年収２００万円以下の水準
です。福祉職場からワーキング プアをなくすため、08秋闘で取

り組んだ時給「１２００円」署
名に引き続き、09春闘でも時給

「１２００円」の要求とし
ました。介護障害職場では、

介護報酬アップ分を確実に
人件費アップにつなげるよ

うに職場闘争を展開してい
きましょう。依然として病休者が多

く、職場改善が緊急の
課題となっています。

「５年前と比較して労
働状態が良くなってい

るとは言えない。むし
ろ悪くなっている。仕

事の仕方が改善されて
いない。」（小野Dr）

との解析もあります。
08秋闘では16ヵ園の

小規模保育園で「産
業医」の設置が実現

し一歩前進をしまし
た。ひとりひとりの

「しんどい」思いを本音で出し
合い、職場改善への真剣な議論 を進めていきましょう。

院内保育所では、東市民の24
時間保育実施と運営形態の変更

（09･４月より）の提案、名市
大では学内保育所との統合化

（２０１０年～）の提案と組合
員の雇用にかか

わる重大な局面
を迎えています。

09春闘では、団
体交渉で迫って

いきます。
私たちのまわりには権利外に

おかれて過酷な労働実態で働い
ている未組織福祉保育労働者が

沢山います。「ひとりぼっちの
福祉労働者をなくそう」をスロー

ガンに09春闘では７５０人地本
達成をめざします。要求実現と

組織拡大を両輪に春闘を展開し
ていきましょう。

分会では福祉保育の専門職と
しての自信と誇りを持ち、“明

日を元気で働ける”ためのひと
りひとりの切実な思いを本音で

語り合い、みんなの要求として
まとめ、全分会で提出していき

ましょう。
地本委員会では、積極的な分

会・支部・種別からの発言で09
春闘を元気にスタートさせましょ

う。

目指せ!!７５０人地本!

09春闘方針のポイントは…？
賃金は初任給17万

時給「１２００円」要求

本音で話せる分会討議を!!

院内保育所の問題は団交で

働き続けられる職場を!!
０９春闘方針ダイジェスト

みなさーん！！地本ホームページがあるのってご存知ですか？…と言う私も全く知らなかったので 福保労東海地本 検索 してみました。すると、可愛いイラストとともに『仲間が居るってうれしいね』の文字が出迎えてくれました。ホッと和ませてくれるそのページをどんどんみていくと、組合についてわかりやすく書いてあります。「保育福祉労働組合（略して福保労）」とは何か？どんな仲間がいるのか？どんな活動をしているのか？・・・ちょっとした疑問がすぐに解決できちゃうのが、ポイントです☆☆本当にお役立ちページですよ～そして、なっなんと！！“最近職場でこんな困ったことがあって･･･”と言う労働相談にものってもらえますよ。また昨年より力を入れているのが『福利の魅力再発見！～私のレポート～』です。ここでは様々な福祉保育職場で働く方たちの生の声を毎月UPしています。昨年9月からはじめて、もう16本UPしています。「分かる、分かる」と共感できる内容や、「そんな思いがあるんだ･･･」と考えさせられたりする内容で充実しています。ぜひ、ちょっと癒されたいな～と思うときに読むのがオススメ☆読み終わる頃には、心が温かくなっているはず！！そしてあなたの「今日子どもとこんなことがあったんだよ～」と言う楽しいことや「ねぇ！ちょっと聞いてよ」と思うことがあれば、みんなで交流できると良いですね。さぁ！あなたも今すぐパソコンを開いて、福保労東海地本を検索！！そして東海地本HPをブックマークにつけてこまめにチェックしてみてくださーい☆そして、職場の仲間やお友だち、保護者にも宣伝して福祉保育労東海地本を広めてくださいね～では、みなさんにHPで会えるのを楽しみにしています☆☆
地本委員会で発言を!!



08年11月、名古屋市公立保育
園父母の会が「公立保育園の廃

止計画撤回を求める請願」を多
数の署名と共に市議会に提出し

ましたが、議会はこれを否決し、
計画を推し進めています。とり

わけ、千種台保育園では新入園
児募集を行わず自然消滅を待つ

という手段までとってきていま
す。そこで、市民の意志を直接

市政に反映させる手段としての
「住民投票」の実施を求めてい

くことにしました。
保育ネットを母体とした名古

屋市の公立保育園を廃園・民営
化することの是非を問う住民投

票条例制定をめざし、実行委員 会をつくり、「住民投票」を求
める直接請求に取り組むことに

しました。今、実行委員会では居住区の
署名を集めることができる受任

者を増やし、１月22日～２月21
日の１ヶ月間で10万筆を目標に

して取り組む予定をしています。
一人一人の組合員がこの運動を

語り広げ、世論を高めていきま
しょう。市民の意志が反映出来

る市政を求めていきましょう。
署名の取り組みの起点として

スタート集会が行われます。参
加しましょう!!

スタート集会１月22日（木）18:30～ナディ
アパーク・アートピアホール

・署名の取り組み期間
１月22日から２月21日の１ヶ月 今、名古屋市政はどうなって

いるでしょう？今進められている「名古屋城
本丸御殿復元」の事業費は１５

０億円といわれています。私た
ちが公立保育園は公立保育園の

ままで建替えをと希望している
にもかかわらず、市はお金がな

いから公立での立て替えは不可
能といっていますが、公立保育

園を１つ建てるのにかかる費用
は約２億円です。本丸御殿

で廃園・民営化を提案され
ている「最大50ヵ園」の公

立での建て替えは可能です。
１４２億円をかけ名古屋

市が推進している「徳山ダ
ム導水路計画」はどうでしょ

うか？金城学院大学伊藤教
授は「１９９４年に完成し

た長良川河口ぜきの水もほ
とんど使っていない中で、

徳山ダムの水をさらに補給
するのは論外」と必要のな

い無駄な計画と批判してい
ます。では、その一方で市民生活に

直結している所をみてみましょ
う。団地が増え若い世代の人口

が上昇していくであろう守山区
の守山市民病院の産科は廃止さ

れました。敬老パスは有料化に
なりました。また、公立保育園

だけでなく、母子寮や高齢者・
障害者のための13施設に指定管 理者制度導入・民営化という計

画を進めようとしています。安
価で子どもや地域の人に親しま

れてきた市民プールは全区で廃
止が決定されました。

今度の４月、このような中で
名古屋市長選挙を迎えます。い

ままでの名古屋市を継承してい
くのか？それとも名古屋市が推

し進めている大型事業を見直し、
市民が安心して住めるまち・名

古屋につくりかえていく
のか？「市民本位の暮ら

し」にしていこうと声を
上げている人は誰なのか？

私たちは福祉保育労働
者として、しっかり学び

見定め、市民本位の暮ら
しを大切にし、子どもや

障害者・高齢者が安心し
て住み続けられ、働く私

たちも笑顔で働き続けら
れる。そんな名古屋市の

実現めざして、大切な一
票を投じましょう。

名古屋がかわれば愛知がかわ
る！愛知がかわれば国がかわる！

革新の一歩は自分の一票から！

スタート集会に是非参加を!!

自主退職を強要されている千種名東にある優全さくら保育園の職員が２名労働相談に来ました。相談の中で「退職強要はゆるせない。組合に入って闘いたい」ということで、２名ともに福保労に加盟しました。千種名東支部役員も駆けつけ・書記局・愛労連の相談員、本人など６名が参加し、12月24日に組合結成通知と団体交渉申込書を理事長・園長に渡してきました。雇用の継続を求めて、年明け団体交渉に臨みます。お二人は旗びらきに参加してくれる予定です。

「住民投票」を求めていきます

[風の音]仕事が中心となり、疎遠になっていく
仲間と、山登りを計画。メンバー５人。

日程は２泊３日。目指すは３０００ｍ
級の山、北アルプスの奥穂高。本格的な

登山者は1人で他は初めての経験。
計画より遅れつつ、１日目の目的地に

無事到着。テントを立て、食事を食べ、
酒を飲む。翌朝、いよいよ３０００ｍの世界に向

けて出発。残雪のある道では、雪合戦。
先頭を歩くメンバーの尻に浣腸。キャッ

キャ、キャッキャふざけながら歩いている
と、大きな声が山に響く。「雪渓の上で

す。出血しています。動いていません。」人
が滑落し、死んだらしい。ヘリコプターが

山間を飛び回り、周辺の登山客は、滑
落事故の話題で持ちきりとなった。

「山は怖い」協調性の低いメンバーの間に
共通のキーワードが生まれた。荷物は一

つにまとめ、鎖を使いながら岩を直角に
よじ登る。グラグラと揺れる石があれば、

後ろのメンバーに注意を促す。霧が濃く
なれば、後ろのメンバーが来ているかマメ

に確認する。全員が、「無事に帰る」とい
う基本行為に全力で頑張る。

無事下山し解散後、メンバー全員でメー
ル送りあった。「みんなのおかげです。あり

がとう（感謝）」「ビッグイベントが終わっ
てしまい寂しいです。（哀）」「ケンカもあっ

たけど、ほとんどは笑いが占めていました
（楽）」「みんなと会えた普通の時間が楽

しかった（喜）」不安だらけの登山が無事
に終わったことの充実感と達成感に、皆

満ち溢れていた。足がすくむほどの急斜面を登れた経
験。下り斜面を走ることのからだへの高

揚感と興奮。10キロもある重いザックを
背負っての２泊３日の山登りは自然の雄

大さを５感で体験することができ、今も
目に焼きついた風景が頭の脳裏をよぎる。

すばらしかったのは自然だけ？ノウ・
ノウ・NO～。自然以上に４人の仲間の魅

力を感じた。「山はいいそ～！」（☆）



くさの実分会

古居千裕・三井和歌子

杉浦祐介・尾崎花菜①昨年「うっしっし」と思ったこと（古居）保育の中で「ちょっと難しいかなー？」と思ったけど、チャレンジしてみたら子ども達が夢中になってやり、キラキラ笑顔で「できたー」「たのしかったー」と言ってくれた瞬間。（杉浦）散歩中にごっこ遊びをまぜながら楽しい散歩になったとき。（三井）すごく見たかった映画を見に行ったら思いがけず５００円で見ることが出来た時（尾崎）100円均一に買い物に行って200円商品を店員さんが気づかず100円でレジを打ってくれたこと!!ラッキーでした(^-^)うっしっし②「もう!」と思うこと（古居）ゆっくりショッピングができなぁ～～い。（杉浦）散歩中、なかなか園に帰れないとき、なかなか昼寝してくれない時（三井）同じ失敗を何度も繰り返してしまった自分（尾崎）忘れ物したり、転んだり、落ちたり...鈍くさい自分に「もう!!」③今年こそ白黒つけたいこと（古居）念願の夢をかなえるゾ!!（尾崎）友達とマリオカート対戦して遊ぶことがあるのですが、自分の方が強い!!と、なかなかひいてくれないので来年こそ私の方が強いことを証明してやります!!

【【【【編編編編集集集集後後後後記記記記】】】】あけましておめでとうございます。
いよいよ、新しい年もはじまりまし

たね。うし年ということで、もうもう！
と怒りながら、国に県に市に私たち

の思いを届けていきましょう！一筆
一筆を集めれば、きっと私たちの思

いは届くと思います。
さて、新しい年を迎えて、ですが、

編集後記を書いているのは、２００
８年の12月。なんだか、すばやく過

ぎて行く今日この頃です。そして、
年賀状に追われているのです。新年

最初の贈り物“年賀状”。心をこめ て書きたいと思いつつ、やっつけ仕
事のような…。あいての顔を思い浮

かべながら、筆を進めています。元
旦に届きますように。

そして、今年もよりよい年になる
ように、楽しく過ごしていきたいな

と思います。子どもの笑顔を励みに
して。大切な友達との時間を満喫し

て。おいしいものをたくさん食べて。
通いはじめたジムで体力つけて。

２００９年の12月・師走には、『うっ
しっし』と、笑って今年を振り返れ

るといいなと思うのです。
みなさんも、日々『うっしっし』

と笑いながら嫌なことは、吹き飛ば
していきましょう！（久）

年男・年女の皆さんへ質問

① 昨年「うっしっし」と思ったこと

② 「もぅ！」と思うこと

③ 今年こそ白黒つけたいこと

年
男
・
年
女
丑
年
大
集
合

こ
ん
な
私
で

ご
ざ
い
ま
す
が

今
年
モ
ー
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

新瑞福祉分会

福田昭子（こすもす）・山口政枝

（さざんか）・山本純子（あさがお）①昨年「うっしっし」と思ったこと（福田・山口）このアンケートを書くにあたってイラストなど周囲の仲間が手伝ってくれた事。（山本）子どもと負いかけっこやゲーム・トランプなどで勝てたとき。②「もう!」と思うこと(山本)思うように体が、頭が動かなかったとき、自分に「もう！」って思う（福田・山口）ボーナス下がる。忙しい。③今年こそ白黒つけたいこと（福田・山口）メリハリのある生活をおくりたい。


