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介護労働者の組織化を大いに進めよう 
 11月は、介護制度改善と介護労働者の組織化をめざした「介護アクション月間」として、

全国各地で宣伝行動や介護の集会など、様々な取り組みが行われました。「介護アクション

月間」前後の取組みも含めて紹介します。本号で紹介する取り組み以外にも、北海道で一斉

宣伝行動（11月）、秋田、岩手で事業所訪問（10月）、埼玉・滋賀・京都の各府県で介護

集会の開催（いづれも 11月 1日）など多彩な取り組みが行われています。秋田、岩手、埼

玉、滋賀、京都の取り組みの様子は、「全労連 2015秋の組織拡大月間 仲間づくり推進ニ

ュース」Vol5、Vol8、Vol9で紹介させていただきました。ご参照ください。 

 

自治労連 介護関係労働者全国交流集会 in広島 
 「2015年自治労連介護関係労働者全国交流集会」が 10月 24日～25日、広島市内で開催され、全国か

ら 76人が参加しました。初日の本田宏氏（NPO法人医療制度研究会副理事長）により記念講演は日本の

医療介護を良くする運動に必要なことなどについて

熱く語り、笑いがあふれ、展望の持てるものでした。

続いて社会福祉部会・宮本茂部会長（介護対策委員）

が「15年目の介護保険－自治体労働者として社会保

障制度としての高齢者福祉・介護保険を考える－」

と題した基調報告をしました。 

 また、リレートークでは、津山美千子さん（なご

や介護福祉労働組合）が「『新総合事業』移行をにら

んで、職員に業務希望アンケート調査が行われまし

た。賃金引下げも心配されており。地域社協と共同

し自治体に要望書を出してとりくみを始めている」、大畠順一さん（広島自治労連委員長）が「新総合事

業では介護予防などの事業費が 3割削減となるため、サービスの一部をボランティアで行ったり、都市

部ではフィットネスクラブに委託する動きがある」、田邊洋さん（島根県事務所）が「県の医療構想の検

討では病床が 2～3割削減されることになり、地域医療に大きな影響を及ぼす。介護の診療報酬引き下げ

で事業者の経営が悪化し、介護労働者の劣悪な労働条件がさらに悪化するので労働相談や組み合加入が

広がっている状況がある」などそれぞれ報告しました。 

自治労連「自治体の仲間」（2015年 11 月号）より転載 

 

 

 



大分 介護で働く仲間の第2回介護セミナーに31名が参加 
 11月15日、介護で働く仲間の第2回介護セミナーが開催され、31名が参加しました。まず広瀬成美さん（大

分労働基準監督署 労災課長、全労働九州地方協議会 講師）より職場のメンタル対策について講演があり、

大分でも介護職場における腰痛やメンタルの労災申請が多いこと、「働き続けられる職場を作ることは会社の

義務、管理者の意識改革が大切」「職場での気づき、孤立させないことが大切」など労災をおこさないための

対策を講演してもらいました。また、メンタル不調にならないためにも、長時間労働をしないこと、特に休

日は確実にとれるようにすることを指摘していました。 

 つづいて久枝和生さん（大分県自治体一般労組 執行委員長）より介護職場の労働相談として「退職すると

きに、一時金を払わないために退職日を書き換えさせられた」「退職時に手当を返還させられる」「パワハラ・

モラルハラスメントでうつ症状を発症した」など現実の労働問題を報告してもらいました。 

 講演、報告のあと参加者は少人数のグループ討論をおこないながら、職場の現状と課題を交流しました。

「職員がたりずレベルが下がっていく利用者さんをみるのがつらい。ぎりぎりの人数なので交代勤務のため

お互いの評価、意見交換できない。しわ寄せが利用者にいくのではないか」といった声もでました。大分でも

介護労働者の待遇改善と人員確保はますます重要な課題となっています。 

大分県労連「大分県労連ニュース」（2015/11/20）より転載 

 

 

愛媛 介護改善と介護労働者の組織化を  

      11.18新居浜労連「介護を良くする学習会」 
 11 月 18 日、介護改善と介護労働者の組織化をめざして、新居浜市民文化センター視聴覚室において、

介護を良くする学習会が開催されました、新居浜労連など同実行委員会が主催したもので 70 人の参加が

ありました。東雲短期大学水野喜代志教授から「どうなる！これからの介護保険制度」の記念講演があ

り、つづいて、介護事業者の株式会社アクティブの白石さん、共立病院労組の藤田介護福祉士、介護利

用者家族の山元さんから、それぞれの立場で現場からの報告がありました。 

 意見交換では、「介護従事者は同じ職場でがんばってほしい。そのためにも賃金と労働条件の改善を」

という家族からの声や「（昨年）4 月の介護報酬改定で経営が厳しくなっている。介護改善の運動をすす

めたい」等の意見がフロアーから出されました。 

愛媛労連 「愛媛労連」（2015/12/5）より一部編集の上転載 

 



福祉保育労 

高齢者福祉の職場にはたらく仲間の全国交流集会に 
 11 月 21 日～22 日、第 22 回高齢者福祉の職場に働く仲間の全国交流集会を大津市内で開き、各地から

65 人が集まりました。 

「当事者視点」をもって介護を 

 記念講演「介護職場で働くみなさんに伝えたいこと」では、

認知症の人と家族の会理事・鎌田松代さんが、ご自身の遠距

離介護と福祉施設の運営経験を踏まえて講演されました。施

設で実践している「心のしおり」（以前の生活を知るために、

入所時に本人の基本情報や家族表、思い出、お願いなどを記

入）を示し、本人の経歴や好み、思い出、家族との関係など

を手がかりとし、過去と現在をつなぎ、家族とともにおこなうケアの重要性を語りました。介助中のち

ょっとした声かけの必要性を含めた「もし、私なら、私の家族なら」との当事者視点を強調しました。 

○×クイズで労基法の学習も 

 全労働省労働組合の宮木義博さんから休暇などの具体例をもとにした「ケーススタディー労働基準法」

の講義をうけ、介護職場によくある事例の○×クイズへ。5 問中で全問正解は 3 人でしたが、実践に生か

そうと宮木さんに開設をしてもらいました。 

 2 日目の分科会では、人材確保、正規・非正規のちがい、労基法、組合活動実践交流の 4 つにわかれ、

論議をすすめました。全大会では分科会のほかに、2 つ争議と新分会の結成の報告を共有し、大きな拍手

がわきました。 

福祉保育労 「福祉のなかま」（2015年 12 月号）より転載 

 

 

大阪 ヘルパー労組連絡会が大阪府・労働局交渉を実施 
 11月24日（火）、大阪府と大阪労働局の交渉を行い、8人が参加しました。大阪府に対しては、今年4月

から実施された「改正」介護保険法により介護報酬が2.27％引き下げられるもとで起きている深刻な経

営困難や介護労働者の低賃金・人手不足、4月から実施されている「新総合事業」の実態や利用者や労働

者に支障のない制度かどうかを把握することなどを求めました。 

 大阪府からは、「介護保険財源は国と都道府県が1/2

ずつ負担するものであり、合理的だと考えている。介

護労働者には処遇改善加算がされており、事業所から

の返還がないので、実施されているものと考えている」

と回答がありました。また「新総合事業」で議論にな

っている介護分野への有償ボランティア制度について

は、「寝屋川で既に実施しているＮＰＯがあり、各事

業所にモデルケースとして紹介している」と話しまし

た。参加者からは、「月額12,000円の処遇改善がされ



たというが、現場ではその実感はない。給料があがった労働者は6人に1人という統計も出ている。」「ボ

ランティアというが、家事補助の仕事だけではない。利用者の状態を確認して関係機関と連携して対処

している。専門性はどうなるのか」「事業所の経営困難について、新規で設立された事業所の方が閉鎖

した事業所より数が多いというが、そもそも年に602件も閉鎖しているという事についてどう考えている

のか。小規模の事業所は介護保険でできないところを補っている。閉鎖すれば地域福祉の停滞や悪化に

つながっていく。福祉・介護を本気で良くしようと考えているとは思えない」と怒りの声があがりまし

た。 

 大阪府に対しては、介護施設・事業所に労働基準法や労働安全衛生法を遵守・指導することを求め、

介護現場へのボランティア導入、シルバー人材センターの拡大を労働局としてどう考えているのか聞き

ました。労働局からは、「介護分野は労基法、労安法ともに違反の多い業種として認識しており、監督

の取り締まりは重点としている。継続・新規の事業所に対して研修会を行い、労働保険については未手

続の事業主には個別訪問・指導し、それでも加入しない場合は強制適応としている。ボランティアやシ

ルバー人材については、どう関わって来るのかまだ不透明。ボランティアの定義は労働局として見解を

持っていないが、実態に即して労働者として認識していく」と回答しました。参加者からは、「違反の

多い業種といわれたが、使用者が認識を持っていないのではないか。指導を徹底してもらいたい」「今

後、有償ボランティアがどんどん増えてくる事態となる。『ボランティアだから』と認定されてしまえ

ば、専門性も損なわれ、労働者・利用者の双方にとって権利を守られない状況が生まれてくる。 しっか

り取締りをしてもらいたい」と要望がしました。 

おおさかヘルパー労組連絡会事務局「おおさかヘルパー労組連絡会NEWS」（2015/11/27）より転載 

 

 

秋田 ～第 6回介護で働くなかまのつどい～ 

35人が参加、腰痛予防体操で心地よい汗を流しました 
 11 月 29 日（日）10 時～12 時 15 分、秋田市の中

央シルバーエリアコミュニティセンターを会場に、

第 6 回介護で働くなかまのつどいがひらかれ、35

人が参加しました。 

 今回のテーマは「腰痛予防で介護の不安を吹きと

ばそう」。県内全域（場合によっては東北各県にも

出かけるで、腰痛予防などの講座で講師を務めてい

る佐藤宏満さんから、人間の骨格やそれを支える筋

肉の仕組みを学び、腰痛予防の体操を 2 時間にわた

って取り組みました。「楽しかった」「リフレッシュ

できた」「骨格などについて考えることがなかった

ので、今後の対処方法を学べてよかった。実践していきたい」など、好評でした。また、労組は必

要、加入したいとの感想も寄せられており、実行委員会ではすみやかにアプローチしていくことに

しています。 

秋田県労連 「秋田県労連事務局ニュース」（2015/11/30）より転載 



神奈川  介護制度を良くしたい 

      第 7回「介護のつどい」に 100人超が参加 
 12月 12日、「第 7回介護保険と介護労働を考えるつどい」が開かれ、100 人超の方が参加しました。 

 

患者や高齢者を追い出す 

 国は高齢者の生活全般を地域で支える体制として「地域包括ケアシステム」の確立をバラ色に描いて

いますが、実態は団塊の世代が 75歳以上となる 2025年にむけて病院や介護施設から患者や高齢者を追

い出して「在宅」を推進するもので、根底にあるのは医療費抑制、介護給付費抑制です。 

 安倍政権は、要支援者が最も利用している訪問介護や通所介護のサービスを介護保険から外して自治

体の新総合事業に置き替え、特別養護老人ホーム

の入所を要介護 3以上に限定し、一定所得者の介

護利用料は 8月から 2割負担に引き上げるなど大

改悪を行っています。加えて 4月からの介護報酬

引き下げにより介護事業所の経営は圧迫され、倒

産や廃業に追い込まれる事業所もあり、介護従事

者の賃金は上がるどころか引き下げや非正規への

置き換えが進行していることが社保協の調査で浮

き彫りになりました。 

 

懸念のある県の計画 

 病院や介護施設に入れずに「在宅」にされた時に問題となるのが。「医療介護連携」で、現状では 24

時間の訪問介護・看護の体制は出来ていません。この確率がなければ「地域包括ケアシステム」は絵空

事にすぎず、県福祉部長に「かながわ高齢者福祉計画と医療介護連携に向けた課題」を講演してもらい

ました。しかし「医療介護連携」をどう確立するかの話はなく、県は人材確保策として外国人労働者を

活用するため「特区」として認めるよう国に働きか

けていることが明らかになりました。外国人労働者

の権利の保障や、介護における低賃金労働をいっそ

う促進させる懸念があり、労働組合として県に働き

かけていく必要があります。 

 立教大学の柴田英昭教授の講演で国の社会保障改

悪全般について学んだ後、4つの特別報告がありまし

た。介護福祉養成専門校専任教員の小林さんは養成

校の現状を報告し、ヘルパーが受けている利用者か

らの「被害」の実態を「明日の介護をつくる会」の実態調査をもとに渇き労連の寺田さんが報告。認知

症の実態については「認知症の人と家族の会」の岸代表が発言し、ホームヘルパーの藤原るかさんがNHK

からの取材の話も交えてヘルパーの実態が理解されない状況について触れました。 

 その後、4つの分科会に分かれて「認知症への対応」、「医療介護連携」、「ヘルパー・介護員の実態」、

「地域からの介護を良くする取り組み」について交流を深めました。 



 参加者からは「医療も介護も改悪されて希望が無くなりそうだが、もっと勉強して運動しないといけ

ない」などの感想が寄せられました。 

 ヘルパーや介護職の定着は事業所にとっても重要な課題であり、このつどいで結びついた介護事業所

やヘルパーの方とも連携し、神奈川労連では今後ヘルパーの組織化にもつなげる取り組みを展開します。 

神奈川労連「神奈川の仲間」 (2016/1/1)より転載 

 

 

おおさかヘルパー労組連絡会第 7回総会 
 12 月 14 日（月）おおさかヘルパー労組連絡会は第 7 回定期総会を

開催しました。14 名が参加し、現場の実態を交流しました。総会の第

1 部として、全労連介護・ヘルパーネット世話人で、日本医労連介護

政策担当の米沢哲さんを講師にお招きし、全労連「介護調査」から見

る介護労働者の実態として学習会を行いました。調査からは介護労働

者のうち年休を取得できない人が 20％を超えていることや、介護職の

中で雇用形態や地域で処遇格差が大きいことなどが明らかになってい

ます。また、ヘルパー労働者のサービス提供時間が短縮されたために労働が過密になり、利用者さんと

コミュニケーションを取れなくなっていること、処遇改善加算を実施しても、給料が上がったと「まっ

たく感じない」人が 60％を超えることが分かっています。   

介護保険制度の改悪により介護報酬が引き下げられるもとで、事業所の経営が困難になり、労働者の

賃金や介護サービスが切り下げられています。政府は社会保障を充実させるためには消費増税や保険料

引き上げで財源を作ると言っていますが、大企業への法人税優遇や戦後最高額となっている軍事費への

支出など、税金の集め方・使い方を改善することで利用者・国民に負担を押し付けずに社会保障を拡充

することは可能です。国の責任で介護報酬の大幅引き上げ、国の負担割合の引き上げを行い、公的な介

護サービスを拡充するよう、現場から声をあげていきましょう。 

第 2 部として、これまでの経過報告と方針提案を嘉満事務局長から行い、討論と議案採決を行いまし

た。討論では、「国の政策がどんどん悪くなる中で、

利用者の生命を守れるのか？というところに来て

いると思う。サービス責任者やヘルパーなど、連

携をしていかないといけないのに、何人でやって

も 1人分の給料しか出ない。連携が取れなくなって

いる。」「堺では介護で働く仲間の交流会を半年に 1

回開催し、集まって交流をすることで自分と違う

事業所の現状を知ったり相談したりすることで元

気になっている。現場で働く人たちが報われるよ

うに取り組みを進めていきたい。」「ある事業所で

は 180 件を担当している。1・2 年前まで要支援の

利用者はほとんどいなかったが、今は30件が要支援の方。要介護認定を外された人が要支援になってい

て、今後、要支援さえ外されてしまったら、いったいどうなるのか。学習を進めて改悪反対の声をあげ

ていきたい」「1 人の利用者に対して、複数の介護労働者がコマ切れに時間を区切って支援することにな



ると、信頼関係を築いたり利用者の状況をしっかり把握することが難しくなる。」など、現場の状況が

出されました。政府は地域支援総合事業の実施の中で、介護事業をボランティアやシルバー人材センタ

ーなどに移行して人材不足を解消しようとしています。人材不足の根本原因は介護労働者の賃金の低さ

や仕事のキツさです。介護労働者の処遇改善を抜本的に強化し、やりがいを持って働き続けられる制度

を実現させていきましょう。 

おおさかヘルパー労組連絡会事務局「おおさかヘルパー労組連絡会NEWS」（2015/12/15）より転載 

  

 

 

(ニュースから) 介護保険、家事援助除外も 軽度者対象の自己負担を検討 

2016年 1月 21日 東京新聞朝刊 

 厚生労働省は二十日までに、介護の必要度が比較的低い「要介護１、２」の人を対象に、在宅で

の生活を援助するサービスの在り方を見直す方針を固めた。掃除や調理、買い物などの援助を

介護保険の対象から外し、原則自己負担とすることを検討する。膨張する社会保障費を抑制する

狙いがあるが、負担増につながる高齢者の反発も予想される。 

 トイレや入浴などの介助をする身体介護は見直しの対象とはしない。社会保障審議会の部会で

二月から議論を始め、年内に結論を出し、二〇一七年の通常国会での法改正を目指す。 

 見直しの対象となるのは、主に介護ヘルパーが自宅を訪れる訪問介護の生活援助サービス。一

三年度の厚労省の調査で、訪問介護の利用者のうち生活援助サービスだけを使う割合は、要介

護１は５０％を超えるため「ヘルパーを家政婦代わりにしている」との指摘が出ていた。財務省も昨

年、介護の必要度が低い人については原則自己負担とするよう求めた。 

 介護保険を使うと利用者は一～二割負担で済み、一割負担の人は一回二百五十円程度で生活

援助（四十五分以上）を利用できる。自己負担になれば、一回二千五百円程度かかることになる。

このため厚労省は、自治体が実施している家事支援サービスへの補助を充実して利用者負担を

緩和することも検討していく。 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201601/CK2016012102000131.html より転載 
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