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全国福祉保育労働組合

はじめに

介護や保育、障害者福祉分野をはじめ福祉施設・事業所における人材不足は深刻な状

況が続いている。それは、これまで施設・事業所への報酬額など運営費が低く抑えられ

てきたことに加え、職員配置基準も実際の配置数にそぐわない実態が続いてきたことに

主に起因する。2007年の福祉人材確保基本指針1(以下、基本指針)で福祉労働者の

処遇改善の必要が第1に挙げられ、それ以後政府は対策を講じてきたが、福祉職場の実

態を見ると、大きく改善しているとは言い難いのが現状である。今や、保育園や福祉施

設の開設時に必要な人材が確保できないケースも生まれ、待機者問題を滞らせる要因で

もあり、また離職者が続くことで、施設や事業所では現場の実践経験が蓄積できず、利

用者処遇にもマイナスの影響を及ぼしている。

一方で政府は、2025年までに介護士を100万人、保育士は5年で7.4万人の

確保が必要であるとしており、そのためには引き続き福祉人材確保対策を実施すること

が不可欠であろう。厚生労働省は、福祉人材確保対策検討会2を設置するなど今後の対策

について検討をはじめている。そうした動向に合わせて福祉現場から求められる対策を

提言することは、この問題の国民的な議論の進展に意味を持つのではないかと考える。

また、社会情勢の変化により、国民の福祉要求はより多様に変化している。その要求

に応えていくためには専門性を有する人材の確保が必要になる。つまり量だけでなく、

質の高い福祉労働者の養成が、国民の福祉にとって求められるもうひとっの課題となっ

ている。

本来、福祉労働者の処遇改善には、各福祉制度の抜本的な改善、また労働施策による

福祉業種の最低賃金の創設など総合的な対策が必要であるが、ここでは、政府の人材確

保対策の諸課題を検討することを通じて、より実効性のある福祉人材確保対策の視点を

示したい。私たちは、そのことで国民の福祉向上に寄与する所存である。

1、統計による福祉労働者の低賃金、労働条件、離職の現状

厚生労働省の賃金構…造基本統計調査(2013年度)では、全産業の毎月の平均賃金

は32万4千円で、福祉施設介護員・ホームヘルパーは21万8千円、保育士は21万

3千円であり、およそ10万円の格差がある3。勤続年数4は、全産業平均が11.9年で

1「仕会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針(平成19年

厚生労働省告示第289号)」

22014年6月から開催され、「国、自治体、事業主等の役割や方策など、福祉人材確保対

策の在り方全般」に渡る検討を行う。

3毎月きまって支給する現金支給額(企業規模10人以上)の比較

4厚生労働省「雇用動向調査(2013年)」
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あるのに比べ、福祉施設介護員5.5年、ホームヘルパー5.6年、保育士は7.6年

となっている。介護労働安定センターの介護労働実態調査(2013年度)5では、訪問

介護員・介護職員の離職率6は16,6%で、全労働者の平均715.6%より高い数値と

なっている。離職の理由に関して、施設・事業所で働く介護労働者4851人を対象に

した全国労働組合総連合の調査8があるが、仕事を辞めたいと思う理由の上位は「賃金が

低い」「仕事が忙しすぎる」「体力が続かない」となっている。離職に関して、賃金、人

手不足など労働条件が大きな要因となっていることがうかがわれる。

前掲の介護労働実態調査では、従業員の雇用形態の比率について、訪問介護員では正

規職員が17.5%であるのに対し非正規職員は79.0%、介護職員でも正規職員5

6.7%に対し非正規職員41.0%(いずれも不明と回答された人数を除く)である。

介護労働者に関して言えば非正規率が高い傾向を示している。離職率で比較すると、正

規職員が15.6%に対し非正規職員は17.6%と2ポイント高い。非正規職員は、

雇用が不安定で労働条件も正規に比較して差があるとされるが、こうした非正規職員の

増加が人材確保問題をいっそう深刻なものにしている。

また同調査の介護労働者自身の意識調査では、介護サービスの過不足状況について、

訪問介護員73.6%、介護職員51,4%が、「大いに不足」「不足」「やや不足」のい

ずれかを回答している。つまり人手不足や労働環境の問題は利用者のサービスに影響を

与えている。「働く上での悩み、不安、不満等について」の回答(複数)として、19の

質閤のうち30%を超える回答が4位までを占めるが、それは「人手が足りない」「仕事

内容のわりに賃金が低い」「有給休暇が取りにくい」「身体的負担が大きい」となってい

る。さらに、2014年1月に北海道労働局は道内の保育所220カ所を対象にした調

査で、全体の82%の181カ所で労働基準法などの法令違反が見つかったと発表して

いる,このような実態は決して北海道だけの傾向ではなく、またその背景には実態にそ

ぐわない人件費財源と職員配置基準がある。こうした例からも福祉職場の人手不足、低

賃金、過重労働の実態が依然として深刻であることがわかる。

2、政府の対応と人材確保対策をめぐる論点

(1)政府の人材確保対策の方針

厚生労働省が2007年に改定した基本指針は、社会福祉法89条1項の規定に従

い、福祉人材の安定的な確保を目的にしている。その前文では、「福祉・介護サービス

の仕事がこうした少子高齢社会を支える働きがいのある、魅力ある職業として社会的

に認知され、今後さらに拡大する福祉・介護ニーズに対応できる質の高い人材を安定

的に確保していくことが、今や国民生活に関わる喫緊の課題である」とし、進めるに

三(公財)介護労働安定センター「事業所における介護労働実態調査及び介護労働者の就業
実態と就業意識調査(2013年)」

6平成24年10月1日から平成25年9月30日までの期間

7雇用動向調査(2013年度)

6全国労働組合総連合「介護施設で働く労働者のアンケート(2014年)」
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あたっての考え方として最初に、「就職期の若年層を中心とした国民各層から選択され

る職業となるよう、他の分野とも比較して適切な給与水準が確保されるなど、労働環

境を整備する必要がある」と述べている。このような政府の方針は福祉現場の実態を

反映し、的を射たものになっている。

しかし現在も問題が解決に至っていないことの原因として、指針そのものは経営者

への努力を求めるに留まり(社会福祉法第90条)、国が行うべき措置についても同様

に努力を求めるのみである(同法92条)。この点で基本指針は社会福祉経営者や国に

対する法律上の強制力を持っていない。この規定のあいまいさがこれまでの政府の対

策の不十分さに現れていると言える。

(2)基本指針改定後の政府の対応と課題

基本指針の改定後、政府は、賃金や処遇を改善してほしいとの関係者の声や世論の

高まりに押され、介護労働者を中心に処遇改善のための対策を講じてきた。介護報酬

の引き上げに始まり、介護処遇改善交付金・介護処遇改善加算の創設、保育士等処遇

改善臨時特例事業の実施などがそれである。

しかし、政府の対策は十分に効果をあげてきているとは言い難い現状がある。福祉

施設介護員の年収を比較すると、2008年から2013年ではほとんど改善されて

いない9。っまり「適切な賃金水準の確保」という、処遇の核心のところで改善が進ん

でいないと言える。

また処遇改善のための制度そのものの問題として、①労働者全体(非正規労働者も

含めて)の賃金の全体的な底上げにつながっていない、②利用料に反映する(加算制

度)、③賃金の引き上げなど社会的な基準がない、③対象が限定される(介護、障害)

などが指摘されている。

それと並んで政府の処遇改善対策の目玉として、「キャリアアップの仕組みの構築」

が基本指針には挙げられていた。これに基づきこれまで資格制度とそれに応じた給与

体系などの整備が行われてきた。より高い専門性を維持する資格制度の改善は必要で

あり、また資格等に応じて賃金が上がる仕組みそのものは評価の客観性を持っている

が、報酬額など全体の施設収入が不足している条件の下では、職員間の賃金額の格差

は返って拡大する結果となっている。離職等を防ぎ、安定的な人材確保に結びっける

には、職員全体の賃金が底上げされ、生活するに足りる水準がまず保障されることが

不可欠であり、その前提に立ってキャリアアップの仕組みは議論されるべきではない

かと考える。

このように、政府の対策は賃金底上げや職員増員など処遇改善への結びっきが弱く、

そのため結果として、福祉職場での労働法違反が増加するなど、人材不足に追い討ち

を掛けるような問題にもつながっている。

9厚生労働省「賃金構造基本統計調査(2013年度)」
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3、福祉労働の今日的な意義と専門性の確認

(1)求められる専門性と今日的な役割・意義

国民生活基礎調査(厚生労働省)によれば、2012年の貧困率は16.1%、子

どもの貧困率は16.3%といずれも過去最高となった。また65歳以.ヒの高齢者が

高齢者を介護する「老老介護」の割合も52,4%となっている。介護を理由に離職

せざるを得ない「介護離職」も年間10万人を超えると言われている。また児童相談

所に寄せられた児童虐待に関する相談件数は66,701件と増加している。これら

は一例だが、虐待や差別、貧困など生活実態の変化に応じて、国民の福祉要求は高度

化、複雑化している。そうした要求に応えるためには、より専門的な福祉サービスの

質を担保する必要があり、専門性を持った労働力の確保がこれまで以上に求められる。

福祉施策を量・質ともに拡充していくことは国家的な課題である。それを担う労働

者は公共的な性格を有し、その確保と養成は国の義務といえる。

(2)専門労働者の確保の現状

これまで、保育士資格をはじめ、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、ホー

ムヘルパーなど福祉労働に関する資格制度が整備されてきた。しかし福祉に対する社

会的要求の高まりと相反し、専門性に見合った処遇が保障されてこなかったために、

養成機関に学生が集まりにくい状況が生まれている。

さらに、准保育士や子育て支援員制度、介護分野に外国人技能実習生の導入の検討

など、人材不足を理由に資格制度と専門性を軽視する人材確保政策の動きもある。横

浜市で起きたベビーシソター事件に象徴されるように、こうした政策動向はより質が

低くかつ廉価なインフォーマルな福祉市場の形成に結びつきやすく、福祉労働者の処

遇改善を足止めし、かえって国民の福祉要求に応えることができなくなると考える。

4、目指すべき方向と提言

(1)目的

福祉労働者の賃金及び処遇の改善と職員配置基準(夜間含む)への引き上げを通じ

て福祉専門労働者の確保、定着を図ること、及び専門的な教育を受けた労働者を養成

し確保することで、利用者(国民)の求める福祉ニーズに応える。

(2)めざすべき方向

①福祉労働者の人材確保問題の最大の要因である、処遇(賃金、労働条件、雇用)

の改善を施策の基本とする。

②職員配置基準を改善することで、職員の業務負担の軽減と正規雇用者の拡大をめ

ざす。

③求められる福祉労働は専門的なものであることから、現行の資格制度を国民の福

祉要求に対応できるように改善する。また福祉人材の養成機関への支援を充実し、

憲法に基づく人権保障理念、専門知識・技術の習得ができる機会を拡大する。
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④また福祉労働は公共的な性格を有することから、その処遇の改善は公的責任の下

に進めることを原則とし、最低基準はナショナルミニマムとすることで、社会的

地位の向上を図る。

⑤事業者は、以上のような福祉労働の特性を理解し、その確保、定着、養成への社

会的責任を負う。

⑥国と地方公共団体は、こうした福祉人材確保政策を策定し推進する。その実施の

ために計画作成、財源保障に責任を負う。

(3)提言

《第1段階》

①現行の制度の枠組みを継続し、内容を拡充することによって、福祉労働者の賃金

の底上げを図る。

*その際、介護・障害報酬額の処遇改善加算などを利用者負担の算定基礎から外

す。また加算の対象を正規、非正規、すべての職種とする。加算分の使途に関

しては、既定の定期昇給でなくベースアップなど賃金の底上げにっながる使い

方に限定する、の3点について改善を行う。

②基本指針の処遇改善に係る方針を指導監査の方針として明確に位置づけ、その徹

底を図る。

③職員配置基準を引き上げ、かつ正規雇用率を高めることで、過密・長時間労働の

現状を改善する。

④現行の資格制度を基本として現場の実態に合わせた改善を進める。また資格取得

要件の緩和や子育て支援員等の資格制度の導入、職員配置上の無資格者導入など

の規制緩和は行わない。

《第2段階》

①現行の基本指針について、時期を定めた処遇改善を目的とし、国、地方公共団体の実

施責任を明記したうえで法制化する。

*その際に公的な賃金の基準(福祉職俸給表の水準)と正規職員を基本とした職員配

置基準を定める。

*人件費に関する報酬(運営費)収入の使途規定(人件費率σ)最低基準)を設けるな

ど事業主の賃金引上げに関する規制を設ける。

②国はその基準を実施するための予算を確保し報酬額に反映する。また会計支出上の使

途制限、違反した場合の罰則規定の付与を条件とする。

③専門的な幅祉労働者の養成、研修の施策の拡充

*民間の福祉人材の養成機関(大学、専門学校など)の自立性を尊重しつ、運営を安

定化する補助の創設、学生への就学補助を実施し、専門家養成の裾野を広げる。

*仕会人の資格取得に関わる費用負担に対し、公的補助を拡大する。現任者研修の義

務付けと費用負担への補助を拡大する。
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おわりに

私たちは、このように2つの段階を経て、実効性を伴った福祉人材確保対策を国が行

うことを求めたい。繰り返しになるが、福祉労働者の処遇が一般的な産業の労働者に比

べて著しく低いことが、人材確保問題の第1の課題である。これは国民全体の福祉に関

わる緊急に解決しなければならない問題であり、それは国の責任においてなされるべき

であろう。そのため、次年度予算編成に際して政府は、先の通常国会で成立した「介護・

障害福祉従事者の入材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律案」

の「平成二十七年四月一日までに、介護・障害福祉従事者の賃金水準その他の事情を勘

案し、介護・障害福祉従事者の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在

り方にっいてその財源の確保も含め検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とした趣旨に基づき、必要な対策と予算措

置を執ることを併せて求めたい。

私たちは、この提言を関係者・国民に広く伝え、お互いが合意できる点で協力し合い、

実効性のある人材確保対策を早急に実現していく所存である。

以上
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介護・障害福祉従事者の人材確保のための

介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律

(2014年6月20日第186階通常国会で成立)

政府は、高齢者等並びに障害者及び障害児が安心して暮らすことができる社会を実現す

るためにこれらの者に対する介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下「介

護・障害福祉従事者」という。)が重要な役割を担っていることに鑑み、これらのサービ

スを担う優れた人材の確保を図るため、平成二十七年四月一日までに、介護・障害福祉従

事者の賃金水準その他の事情を勘案し、介護・障害福祉従事者の賃金をはじめとする処遇

の改善に資するための施策の在り方についてその財源の確保も含め検討を加え、必要があ

ると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行する。

(介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律の廃止)

2介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律(平成二十年

法律第四十四号)は、廃止する。

理由

高齢者等並びに障害者及び障害児が安心して暮らすことができる社会を実現するために

介護・障害福祉従事者が重要な役割を担っていることに鑑み、介護又は障害福祉に関する

サービスを担う優れた人材の確保を図るため、平成二十七年四月一日までに、介護・障害

福祉従事者の賃金水準その他の事情を勘案し、介護・障害福祉従事者の賃金をはじめとす

る処遇の改善に資するための施策の在り方についてその財源の確保も含め検討を加え、必

要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする必要がある。

これが、この法律案を提出する理由である。
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国民が必要とする保育や介護、障害者福祉などの事業は、現場で専門職として利用者を

支えている福祉労働者が担っています。いま、福祉労働者の人材不足が社会問題になっていて、

その確保と定着を図ることが国の責任として求められています。

しかし、政府のすすめる人材確保対策は不十分で、福祉労働者の処遇は低いままの実態です。
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:201012011:201212013:

政府対策i交付金1助成金一→報醐加算・臨時特例事業一→
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1"'骨.と†:1・;:'訟可(厚生労働省「賃金構造基本統計調査.
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霧騰、、[,
10.3%

「

勤務時間が

長いにも

かかわらず

安い5つ%

十一

司

職務の大変さ、

貨任に比べて安い

76.ア%

その他

6.ア%

IL

晶

、

無回答

1.3%

*厚生労働省委託調査i2011年
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O連當上で最も重要な諜題

.1保育者の資質の維持・向上

盛備者の確保

嬬の亡刀実瞬きいマ!

㊧保膏者の資質向上に磨要なこと

保育者の給与面での待遇改善

　
ノ

富韻配塵準の改善
ベネセ研究所「第2回幼児教育・保育についての基本調査」(2012年)
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訪問介護員介護職員

介護労働安定センター'平成25年度事業所における介護労働

実態調査及ひ介護労働者の就業実態と就業意識調査」

く㌧

障害者施設支援員

私が勤務しているのは、障雷を持って生まれた方や何らかの後遺症によって障害

を余襟なくされた方が医療や療育を必要とし、生活している施設です。自分では

まったく動くことができず、声も出せず、すべてにおいて介助を必要としています。全

身で出すかすかなサインで支援を訴えま寸b

その入居者を支援する人材が不足しています。通常なら硬勤が月4回のところを6

回から8回しないと勤務が回らないのです。誰かが休むと迷惑をかけるからと無理し

て働くことで、腰痛やストレスが悪化して、休職や退繊に追い込まれて、また人が足

りなくなるという悪循環になっています。

入居者を「守る」「支援する」というきれいごとだけては済まされない福祉の現場

を見てください。支援する側の人が心豊かにならないと、鎚のいい福祉社会は生ま

れません。やりがいのある仕事なのに、低賃金が人材不足につながっています。嘔祉

の仕事に希望が持てるようにしてくたさい。

七狸



{藝会で1欝搬購が'罐習と吉幅墨痛睾が、食会一塾で献〔しています1
人材が確保できない事態が深刻になり、改善を求める運動も広がる中で6月に

「介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律」が議員立法で提出され、全会一致で成立しました。

2015年の4月1日までに「介護・障害福祉従事者の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための

施策の在り方についてその財源の確保も含め検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて必要な措置を講じる」というものです。

{壱t'～{CLet謎cc、、、f"e"'`・{イ、rイH 専'

凶・老福連が昨年おこな1r)た「全国老、kホーゴ、範設駐

アン,一ト」には、1弓OO通を超えそ回簑沈ミ呈轟t'一一らi'li+Lし

た。改定のたびに変わる制度と、壺くなる刊霞蓄負担と厳

しい経営に、戸惑いと怒りの声が広がっています。とり℃

け、いま高齢者施設では、職員不足が深刻で可。橿祉・介

護1という崇高な仕事に異合う給与身分=社会的評idec「11,

高iりこせ必要Fす。そわ1ゴ、利用者・匡民にとっアも心費

不可実な共1藍課題です。

《21世紀1人福祉の向一!:をめさτ「施詮融・告蓋、上轟1『'・2事藷膏長》

いま社会福祉事業をめぐり大きな改革が押し寄せてい

ます。それは人権保障としての公的福祉から自助・自立、

慈善としての福祉へ、さらに成長戦略の金儲けのための

福祉への変質です。私たちはすべての福祉関係者と地

域の共同でこの動きをとめるとともに、福祉で働くもの

が安心して専門性を生かし働き続けられる処遇を公的責

任でおこなうよう求めます。「福祉は人」その人が大切

にされる福祉現場づくりをともにすすめましょう。

《社会福祉施設経営者同友会茨木範宏会長》

CE'ド`rA`くでr・噂t 'ド.ρ'

福祉事業を継続していくために、

人材確保と働き続けられる職場

をどう作っていくか大きな問題

になっています。賃金水準の

引き上げ、職員配置基準の

改善など、福祉職場で働く

労働者の処遇改善はまったな

しの課題です。利用者、労働

者、経営者ともに力を合わせ

て処遇改善を実現させましょう。

《愛知県民間社会福祉施設経営

管理者会議石井一由記会長》
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に:一つなが母こ1二奪丁。講激項

目Lノ'走嘩言1こ請1言1.ノ:コLl:一。「禦方隻

の会」と.∴'モ丁モ≒1争1.,1薯毛でE,

饗望し一rい顕万。

《認知症の人と寂∫軒、会

高鼻国生代表理事・

"哩

F

.三〇14狂1月に随害召権利築約がわ,叱ド国にSいて批准さ

tました。同条約の称える、障吝のあ奪人びと二f他の卍爵

と同等に堵利の保障が成さ丁慮には、瞳害の亟蓋ノ、を支え

暮福祉労働者の処週を国の藁任ぞ改善させ、ドいくことが

重i夏です。

」、規模作業所や地域沽動支揖tンター彰含め、塗L:㌧摂藁

害分野の労働首が安心して倒1ける貴盆の≠、tl畠な向上～'正規

職員が増やせるよう、社会イ呆障の削減を許さない幅広1、運

勤G連携しながら、私たちもこの運郵に連帯していごまif。

lt.sつさ耽ん西付直理車霞

引き続き多くの高齢者・家族が老人ホームへの入所

を待っています。また保育所の待機児童の問題も深刻

です。同様にせっかく施設を開所しても、職員が確保

できず定員を下げて運営せざるを得ない事態も続いて

います。その背景には国・自治体の運営費や補助金の

削減があります。国民の切実な福祉問題を解決するた

め、あらためて国・自治体の責任で福祉予算を確保し、

すべての福祉職員の抜本的な処遇改善を早急に実施す

るよう求めます。

《全国福祉保育労働組合多久和令一執行委員長》

民問の社会福祉に働くなかまでつくる福祉保育労は、ゴ福亨lt信摂利」

を掲げて、働き続けられるための待遇の改蓄、保育所や特養ホーム

等の基盤整備などを求める「みんなの一歩キャンペーン」をすすめ

てい家す。

鐸全国福祉保育労働組合幅祉保育労)
〒111-0051東京都台東区蔵前4-6-8サニープレイスビル5F

電話03(5687)2901FAXO3(5687)2903URLhttp'〃wwwfukuho.lnto/メールmaiL@fuktho.org



人手不足が探刻に:れ7・は㊦民の権利が守れない

で

翻の実現へ
をあげよう

子どもたち、高齢者、障害者を支える福祉労働の重要性が高まっています。でも、その担い手が働き続けられない、集まらない事態が

深刻に…。マスコミも、国会も、世論も求めるようになった今、大幅な改善が必要です!
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愚 北海道労働局が保育所220か所に対

して立ち入り調査をおこなったところ、

82%に労働基準法など何らかの法令違

反が発覚。このニュースはNHKニュー

スウオッチ9(2014/1/27)でも大

きく報道され、不払い残業などが横

行している実態があらためて浮き彫

りに。キャスターは「背景には保育

所だけでは解決できない構造的な問題

があります」とコメントしました。

大阪や埼玉、神奈川などの労働局も介護事業所を

重点指導の対象とするなど、福祉職場全般が「ブラック化」している状況が深刻に

なっています。福祉保育労がおこなったセルフチェックによる200以上の職場調査

でも約9割の職場で労働法令違反の疑いがあるなど、国の予算措置が不十分で人

手が足りないのです。子どもや高齢者、障害者を支えている担い手への支援が一

刻も早く必要です。
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保育士福祉施設介護員一般平均

(厚生労働省・賃金構造基本統計調査2013年度分より)

*年は勤続年数*税金などを引く前の所定内賃金(時間外手当などを除く)

やりがいはあっても働き続けられ

ない。資格を取っても福祉の職場に

就職しない…。その一番の理由は、

賃金が他の職種に比べて低すぎるこ

とです。

経験が重要な仕事なのに、年数

を重ねるほど他産業との賃金格差が

開いていきます。一般の賃上げがす

すめば、さらにその格差は大きくな

り、人材が集まらなくなります。

高齢者介護の当事者組織「認知

症の人と家族の会」も、5月に会と

して初めて国に提出した「安心できる介護保険制度を求める署名」の要請項目で「利

用者負担によらず介護報酬の引き上げを行い、働く人の処遇改善を図る」ことを求めま

した。待機児童の解消と認可保育園の増設を求める各地の保護者グループも保育士の

待遇改善を国に要望しています。



保護蕎㊧剥踊轡もマスコミも一融
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本気警福祉i環場の鰻遇畿善竃舅

人材が確保できない事態が深刻になり、改善を求める運動も広がる中で6月に「介護・障害福祉従事者

の処遇改善に関する法律」が議員立法で提出され、全会一致で成立しました。来年の4月1日までに「介護・

障害福祉従事者の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方についてその財源の確保も

含め検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じる」というものです。

改善策の内容はこれから検討されていきますが、対象は高齢者介護・障害者福祉に限定されています。

障害者福祉職場では休憩も取れずに懸命に介助する状

況もあります。学童保育・児童館では、賃金水準はさらに

低く、自立できずに辞めていく職員があとをたちません。

児童養護施設では、休みなく子どもたちと向き合い、心身

ともに疲れ果て孤立する実態が深刻になっています。
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改善策が求められているのに、政府がその必要性を認めながらあわせて検討しているのは専門性を切り下げる政策です。外国人の技能

実習制度を介護分野に解禁することや、主婦を想定して20時間程度の研修を受ければ小規模保育所などで働けるとする「子育て支援員」

制度の導入などはやめるべきです。現場では高い専門性が求められているのに、この方向では国民の人権・発達を守る福祉の本来の役

割は果たせません。

憲法25条は、国民の健康で文化的な生活を営む権利(生存権)を国の責任で保障するとしています。その担い手である私たちは、法

律の対象になっていない保育所などの職員も含め、すべての福祉労働者に対象を広げたうえでの大幅な改善を求めています。

い

勉民間の社会福祉に働くなかまでつくる福祉保育労はゼ・を
1ノ掲げて、働き続けられるための待遇の改善や保育所や特養ホーム等の

基盤整備などを求める「みんなの一歩キャンペーン」をすすめています。

全国福祉保育労働組合
〒111-0051東京都台東区蔵前4-6-8サニープレイスビル5F

電話03(5687>2901FAXO3(5687)2903URLhttp.〃www.fukuho.info/メールmai[@fukuho.org
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