改憲阻止！消費税増税反対！真の男女平等実現を !
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仲間をふやして職場も
社会も変えよう！
2 月 23 日に札幌市内で道
労連女性部第 29 回定期大会
が開催され、函館、旭川、
釧路の各地区労連と６単産
から 15 名が参加しました。
小田島佳枝女性部長が「安
倍首相は改憲に異常なまで
の執念をむき出しにしてい
ます。日本を再び戦争する
国にさせないために、安倍 9
条改憲を断念させるための
たたかいと、くらし破壊の
消費税増税を許さないたた
かいに全力をあげましょう。
そのためにも、4 月の知事
選・一斉地方選挙、7 月の
参議院選挙は大事です。4 月から働き方改革関連法が施行になります。『高度プロフェッショナル
制度』を職場に導入させないたたかいと、残業の上限規制、年休取得の義務化などを協約化させ、
手当の待遇差をなくさせるなど、職場改善の取り組みをすすめましょう。今、『＃Me Too』の広が
りが世界を動かしています。すべての働く女性に、
『一人じゃないよ』と声をかけ、仲間をふやし、
集まり、語り合い、学び合い、たたかってこそ未
来がひらかれることを確信に、女性が先頭に立っ
て全力でたたかう１年にしましょう」と挨拶しま
した。
来賓として、道労連・三上友衛議長、日本共産
党の佐野弘美道議会議員がかけつけてくださいま
した。また、札幌市職員組合女性部をはじめ、た
くさんのメッセージが寄せられました。

学習会「人権の視点から多様な性のあり方を考える」
大会では、加藤丈晴弁護士を講師に、「人権の視点から多様な性
のあり方を考える」と題して学習会を、一般公開として行いました。
「LGBT とは何か」という基本から、社会の認識、抱える困難、
そして、当事者が職場で直面する困難や求められる対応や配慮など
について、ていねいでわかりやすい講演に深く考えさせられ、「ジ
ェンダーやセクシュアリティの問題は、虐げられたかわいそうなマ
イノリティの人たちの問題ではない。私たちひとりひとりの問題で
あり、自分が自分らしく生きるための、もっとも基本的な権利の問
題です」の言葉に大きく共感し、「さらに学んでいきたい」「職場で
活かしていきたい」などたくさんの感想が寄せられました。

誰もが安心して働き続けられる職場を！
奥野愛事務局長が急な発熱のため、小田島女性部長が女性労働者をとりまく情勢と職場・地域の
たたかいを報告し、「アベノミクスの 6 年間で、男女格差、正規と非正規の賃金格差は縮まるどこ
ろか依然として大きく、安倍政権の言う『女性の活躍』＝『女性の安上がりな活用』であることが
一層明らかになりました。『8 時間働けば普通に暮らせる賃金』と、最賃の大幅引き上げ、4 月から
の『働き方改革関連法』を労働者に有利な方向で活用することと『高度プロフェッショナル制度』
の廃止を求めて全力をあげましょう。2019 年は一斉地方選挙と参議院選挙の年です。地方から政
治を変え、国政を変え、憲法改悪反対、いのちとくらし、経済そして、憲法と教育を守り、民主主
義を破壊する策動を許さないたたかい、原発ゼロ、消費税増税と社会保障制度の全面改悪を許さな
いたたかいを職場・地域で繰り広げましょう。今こそ、仲間をふやし、強く大きな道労連と女性部
を確立しましょう」と、方針提起を行いました。
代議員のみなさんからは、職場の厳しい実態や、悩みながらも、一人一人を大切にしながら、て
いねいに活動している様子が報告されました。

函労会議･伊藤愛代議員
セクハラやパワハラ、女性の職場環境の問題についての労働相談が増えていま
す。年配の男性や上司からのハラスメントが多く、逆らえない、抵抗したり意見
するとますます辛い立場に立たされる、昼休みも取らせてもらえないなどの状況
があります。ハラスメントの末に自主退職に追い込まれたケースでは、給料 3 ヶ
月分で解決したけれど心の傷は残ってしまいます。日本はまだまだ「主婦なんだ
からいつ辞めてもかまわないだろう」「女のくせに」という考え方から変わって
いない人が多いと思います。＃ Mee Too 運動の広がりはいいことだと思います。労働相談に真摯
に取り組みたいです。

年金者組合･真田紀子代議員
北海道内では 65 歳以上の高齢者は 134 万 7982 人、人口の約 30%います。今、
老齢基礎年金の受給者は 140 万人くらいいます。月平均で 5 万 4365 円、これじゃ
あ生活できない。厚生年金の人は月平均 13 万 8000 円です。無年金や低年金の人
がいっぱいいます。それは、戦争をくぐり、結婚し、職場を辞めて、子どもを育
ててという社会の変化の中で、女性が社会を担っていたんです。給料をもらうと
いう状況ではない中で、そのことによって年金がつながっていない、40 年かけて
いない、25 年かけていない、全くもらえない。それが昨年から 10 年かけたら給付するということ
になりましたけど、10 年では金額が少ない。今、無年金だろうが低年金だろうが、最低、基礎年
金 3 万 3000 円を支給せよという運動をずっとやっています。そして、誰でもが 8 万円もらえると
いう最低保障年金制度に取り組んでいて、国連からの勧告や、指定都市の市長会からの意見書も毎

年出ていますが、政治の壁は厚いです。これは選挙で政治を変えるしかないと考えています。安倍
政権ができた H14 年から H29 年までで年金は一度も上がっていません。この間約 2 万 5000 円下が
っているという酷い状況です。私たちの年金を上げていかないと、今の現役の人たちがもらう時は
低いところからスタートすることになってしまい、本当に暮らせなくなってしまいます。支給年齢
の引き上げ、70 歳からということ、掛金の引き上げも言われています。誰もが安心できる年金制
度を作っていきたいです。

釧労連･重康有美代議員
釧労連では、昨年 100 名の組合員が増えましたが、10 月の大会後、さらに 9
名増えました。そのほとんどが医療一般、ローカルユニオンで女性がほとんど
です。釧路は貧困率が高く、中でも子どもの貧困は切実です。離婚率が高いの
も貧困の原因になっています。シングルマザーも、非正規の方も多く、時給の
高いところを求めて、ハローワークではなく情報誌をみて仕事に就くので、ブ
ラック企業からさらにひどいブラック企業に渡り歩いているという方がとても
多くて、組合員の中でも、前の仕事の問題で相談したことが解決しても、次の
仕事がまたブラックでまた相談を受けるということを繰り返すことが多いです。相談に来る方はま
だいいですがほとんどの方は泣き寝入りで、未払い賃金もそのままです。あるコールセンターでは、
辞める前の賃金を取りに来いというので行くと、辞めたことでどれだけ会社が損失したかというこ
とでそのお金を請求されます。本当に労働環境が釧路は良くないです。釧労連は、目に見える組合
活動を心がけています。2014 年から毎週土曜日の憲法宣伝、市民との共闘も心がけていて、19 日
の戦争させない釧路行動、原発をなくす金曜行動にも取り組んでいます。釧路日赤の過労自死裁判
へのご支援をよろしくお願い致します。二度と繰り返さないために労災を勝ち取りたいと思います。

道医労連･西崎理恵子代議員
はまますふくしの里介護ユニオンは、2013 年に全職員 28 名が組合員になりま
した。赤字により石狩社会福祉協議会から民間法人に運営が変わるということ
で、なんの説明もなく民間法人が面接を始め、ある職員の雇用契約書を見ると
給与が半分だったりと、とても不誠実で契約を結べる内容ではなかったため、
組合を結成し、民間法人による指定管理者の運営を辞めさせ、単年度での社協
との委託運営を勝ち取りました。その後、団体交渉では「安定した生活を保障
するため、嘱託職員・臨時職員を正規職員として雇用へ！」を目指し、現在もたたかっています。2009
年から社協の運営ですが、それ以前から働いている人は正規職員や嘱託職員で雇用され福利厚生や
退職金制度がありますが、2009 年以降の職員は時給で雇用され、1 年ごとに数 10 円上がるものの 6
年目以降は定昇はなし。社協として正規職員や嘱託職員への昇給制度がないため、私たちの要求を
のむのは難しいと言われてきました。しかし、団交を重ねることによって、時給者が月給制になっ
たり、夜勤手当が 3000 円から 5000 円に増えたり、資格の有無や経験年数で時給を 70 円から 100
円ほど上げることが出来ました。2018 年 4 月からは昇給はないとされていた制度の見直しが行わ
れ、キャリアアップを経て昇給が可能となり、嘱託職員への道が開けました。しかし、生活はさほ
ど変わっていないことが組合員の聞き取り調査でわかり、退職金や賞与、寒冷地手当、住宅手当の
格差をなくすという課題があり、団交ですすめていきたいです。浜益の医療・介護を守るため、組
合員の安定した暮らしを守るため、これからも一致団結し交渉していきたいと思います。

北海道国公･小松原與加代議員
私の職場では、育児時短や夜勤免除を利用して子育てしながら働き続けている
副師長の看護師さんが、看護部長に「そろそろ夜勤できないの？」と言われ、ま
だ子どもは 1 歳～ 3 歳くらいなのにやらざるを得なくて 3 月から夜勤に入ること
になり、それが病棟のスタッフにも影響して、「副師長さんが夜勤を始めるから

あなたたちも夜勤できないの？」と言われ、そのスタッフも 3 月から夜勤をすることになりました。
父親の勤務が 8 時、9 時になることもあり、子どもたちは保育所にその時間まで残ることになりま
す。
これは、パワハラになるんだと安全衛生の中でも話していますが、本人の意思なのかどうか確かめ
るよう要求していますが、今後も追及し、団交していきたいです。その中で組合加入をよびかけた
いです。八雲町にある独立行政法人国立八雲病院が函館と札幌に機能移転となりますが、重症心身
障害児・者が 80 床、筋ジストロフィー症が 120 床と、2020 年秋には移動しなければなりません。
まだ建物も建っていません。患者さんの家族の中にはすでに八雲に居住している方々もいて、移転
できないという声も多数出されています。職員も 4 割は転勤できる状況にありません。転勤しても、
今の患者さんを担当できる保障もありません。八雲で署名や宣伝、自動車パレードに取り組んでい
ます。ぜひ、支援をお願い致します。

道医労連･田中里美代議員
十勝勤医協で 3 年くらい外来で勤務していますが、はたらくみんなの要求ア
ンケートを見ると、病棟や外来も看護師の数が足りない、患者さんに充分なケ
アが出来なかったり、患者さんと話をする時間を持てないなどの声があがって
います。退職者が増える中で、そこの補充がない状況もあり、その声をあげた
とき、師長から「法的な数の基準は満たしている」ということで増員はないま
まです。どこの病院もそうだと思いますが、看護師の絶対的な数が足りなくて
充分なケアが出来ないというジレンマがあることを日々感じています。組合員
の数がなかなか増えなくて試行錯誤していますが、去年 7 名組員が増え、今年も共済の説明と合わ
せて組合へのお誘いをしています。春闘に向けて、嘱託再雇用や臨時職員には忌引き、生休、病欠、
遅刻、早退、中引きなどがないので、フルタイムの正規職員と同じ時間帯で働いている方が、休日
の外来など特診日に出勤していても、「病欠でも私は無給なんだよ」という声があがっていて、有
給で保障することを要求としてあげています。

生協労連･小原里美代議員
北海道には地域生協、コープさっぽろ、大学生協があり、非正規のパートさん
が多い組織です。大学生協のある職場で、育休を取りたいというパートさんに対
して店長が、「妊娠したなら辞めてもらわなきゃ困る」ということを言われたと
いう話ともうすでに退職してしまった後の報告だったということでビックリしま
した。無給であっても産休、育休は取れるということは私たち労働組合はあたり
まえだと思っていましたが、管理監督者である店長や専務のとこでは法律で守ら
れているという認識がないということで、私たちも組合員に対して学習も含めて徹底していかない
と、第 2 第 3 の彼女が出てくるねと、生協労連としてもパートでも休みが取れることを伝えていか
ないとダメだと確認し合いました。パワハラの問題では、女性職員が女性のパートさんにパワハラ
することや、ベテランパートさんによる新人パートさんへの対応など、少なからずどこの職場でも
おきていることが問題になっています。人手不足の原因は時給の低さと、職場環境、パートがパー
トに教えるという方法が問題であり、正規がパートに教えるという昔のやり方に変えていかないと、
正規職員がパートに職場運営を任せているからそういうことがおきるんだと明確にしていかない
と、職場の中でパート対パートの対立してしまう。そういう職場運営をしいてる理事会、店長に問
題があるのであって、パートさんが悪いわけではないと組合で話し合っています。同一労働同一賃
金の問題では、今、非正規は一時金が廃止されて出ないが、正規に出されているものは比率が違っ
てても制度としてきちんと認めることを要求しています。厚生労働省のガイドラインをさらに学習
して、春闘で理事に要求していきたいです。

旭労連・髙野明美代議員
旭労連の女性部として、国際女性デーや道北母親大会、澤地久枝さんが呼び
かけた 3 の日行動に取り組んでいます。専従なので、労働相談の電話を受ける
ことが多く、相手の方は話す人がいないから相談の電話をかけてくることが多
く、長時間になることもあります。引き続き、ていねいな対応を心がけたいと
思います。

福祉保育労組・岡秀子代議員
比較的女性が多い職場ですが、どこからがパワハラなのか、経験重ねている
人の言葉は若い人にとっては一歩間違うとパワハラと受け止められるから気を
つけなさいと私自身、先日言われました。難しい問題だが、丁寧な言葉を使う
ことは大事だし、心が穏やかじゃないとギスギスすると職場の中でも人間だか
ら受け止めが違ってくることもあります。福祉の現場は人手不足で、とにかく
忙しく、風邪を引いて休むのも申し訳ない、ひとり休んだら･･･という現状で、
年休も 5 日間義務化というが、全然取れていないという話も出ている。だから
こそ休みが取れる職場を実現して気持ちよく仕事をすることが人と関わる仕事では大事だなと思い
ます。その根本は何かというと、福祉でいうとちゃんとした職員配置基準だったり、必要な人数が
保障されないという国の制度や税金の使い方であり、今の政治にたどりつくんだと思います。保育
の無償化や待機児童の問題が出ていますが、予算の取り合いではなく、すべてを充実させるための
政策が大事であり、消費税増税の問題と福祉保育の予算を天秤にかけるような状況を作り出さない
運動を作っていきたいです。

仲間をふやそう！労働組合を強く！大きく！
常任委員会のまとめで、「どの発言にも女性の働く状況がいかに厳しいか、働き続ける困難さが
あふれていることが明らかになりました。そして、労働組合があるからこそおかしいことはおかし
いと声をあげることが出来るし、たたかって要求を前進させ、職場環境を変えて働きやすい職場に
変えていくことが出来ていることも明らかになりました。学習してたたかって権利を勝ち取ること
の重要性と、たたかうことで勇気をもらい、元気になることが発言の中にあふれていました。女性
が働きやすい職場は、男性にとっても働きやすい職場です。あきらめずに声をあげ、変えていきま
しょう。労働組合の存在をもっと発信して仲間をふやし、ひとりぼっちで悩む女性、困っている女
性に声をかけ、仲間とともにたたかいを広げましょう」と全員で確認し合う大会となりました。新
役員で力を合わせて、また１年間、全道のみなさんと一緒にがんばっていきます。
どうぞよろしくお願い致します。
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※今大会で、福祉保育労組の岩崎瑞佳さん、道医労連女性部の西千里さん、松原美香さんの 3 名
が退任されました。長い間、本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。

おひなさまも怒ってます！ひなまつり行動
暖かな日差しがふりそ
そぐ3月1日(金)、自衛隊の
海外派兵反対！憲法の平和
原則を守る北海道女性連絡
会は、子どもたちの幸せと、
くらしや憲法・平和を守ろ
うと、様々な願いを持ち寄
り、ひなまつり行動を行い
ました。行動には60名が参
加しました。
男雛と女雛、色とりど
りのタペストリーや、「ウ
ソつきは戦争の始まりで
す」と書かれた横断幕を先
頭に、
「憲法９条を改悪し、
「戦争する国」へとつきす
すむことも、くらしを破壊
する消費税の増税を絶対に
許さず、安倍政権を退陣させるために、女性が先頭に立って声をあげましょう」と、呼びかけ、
「戦
争始める総理はいらない！」「くらしを壊す総理はいらない！」と元気よくコールしながら札幌市
内をパレードしました。

3月8日は国際女性デー全道集会へ

3 月 8 日は国際女性デーです。世界の女性たちが連帯して、くらしと権利と平和のために立ち
上がる日です。ぜひ、集会にご参加下さい。

