
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本医労連第 44回女性代表者会議開催 

サンバ（しゃべれば、食べれば、学び・

行動すれば）で女性がかがやく社会を 
10月 25日～26日、日本医療労働会館で第 44回女性代表者会議が開催さ

れました。５全国組合 39都道府県 62名が参加し、この 1年間の生き生きと

した女性部活動が語られ交流を深め、2014年方針を確認しました。 

開会にあたって駒形女性議長があいさつ、その

後主催者を代表し中野千香子日本医労連中央執行

委員長が「消費税増税、原発の問題、社会保障の

問題、ＴＰＰなど国民の怒りと運動が広がってい

る。流れを変えるチャンスがきている。女性の力

で運動を広げて行こう」と挨拶をしました。 

記念講演は小林美希さん（ジャーナリスト）『看護現

場のマタニティーハラスメントの実態』について

 
小林氏は講演の中で医療現場の取材を通して

「職場流産」の悲劇、「すみません、妊娠しました」

と、まず職場で謝る実態。妊娠を告げた瞬間「夜

勤が何回になる」ととっさに数える同僚。そして、

夜勤免除のしわ寄せが独身者に偏り。妊娠を告げ

たら夜勤ができないならパートになれマタニティ

ーハラスメントの実態。マタハラが横行する職場

は、育児や介護との両立にも冷たく人材を失う。

これからの社会保障制度改悪が『国の政策で更な

ルマタハラが広がる』看護の質も劣化・さらなる

看護崩壊へつながる。歴史的な分岐点の今、制度

に翻弄されないため、気づいた人が医療労働者の

声をあげる。現場の声、実態調査には意義がある。

命を預かる現場だからこそ、妊婦に「おめでとう」

と言える、「子どもができることを喜び合える社

会」を訴える必要がある。と話をしました。 

基調報告と５つの特別報告 

 続いて煙﨑女性協事務局長から 13 年度活動報

告と 14 年度運動方針が提案されました。特別報

告は①全日赤本部から山口早苗さんから「ＩＬ

Ｏ・欧州訪問報告」②全医労の中丸副委員長から

「女性部の夜勤改善・増員署名の取り組み」③山

形の村山悦子さんが「女性の権利アンケート結果」

④全労災の駒形八寿子さんが「看護部で取り組ん

だ看護実態調査」⑤東京の加瀬綾子さんが「女性

部再結成」について報告しました。 

夜の交流会はＴＢＳが取材に！ 

夜の交流会場にはプルシェンコが来店したお

店の取材としてＴＢＳの若い男性2人が撮影に！

それもあってかもいつも以上に盛り上がりその様

子は11月1日の「炎の体育会ＴＶ2時間スペシャ

ル」に紹介されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ↓取り組み報告やチラシ・ニュース募集！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2日目は、前夜に引きついて、元気な各県の女子部の取り組みの報告が続きました。 

全厚労：山室さん  

母性保護月間に独自ポスター作成している。全厚

労女性集会 in福島 ６月１３日～１４日 スパ

リゾートハワイアンズ で開催し、16県150名

参加した。１日目 2つの特別報告①被災・避難

者の一人として当時の様子や現状 ②原発をなく

すいわきの会より原発作業員の劣悪な労働実態報

告。その後被災地の視察を行い、３年前と何も変

わらない実態を知った。福島原発の現実のVD500

円で販売。原発なくせの声を一緒に上げていきま

しょう！ 

山口県医労連：中村さん 

岩国市について、市会議員選挙、本日投票日。米

軍基地拡大か縮小かが決まる。山口県議会では  

10月6日 正しい歴史認識のうえで、従軍慰安婦

問題を議論するようにという意見書。下記３点で

反対の意見書を提出したが、採択された。①強制

連行があったかどうかだけで事実を歪曲している 

②自分たちの意思で行ったというのは誤り   

③吉田証言を元にしていない。 

秋田県医労連 板谷さん 

11月1日 定期大会（ITの学習会を開催する予

定） 昨年定期大会では、TPP学習会を実施。  

コンビニは、１日20万円の利益を一旦東京に送

っている。東京に大きなお金が流れていることを

知ってショックだった。自分の生活と結びついて

いることを知った。7月7日 学習交流集会①秋

田の石油備蓄基地に終戦間際に空襲を受けた。こ

の証言を当事者の人々に学んだ。自分の街に戦争

が行っていることを実感した。②非正規の労働条

件やブラック企業について学んだ。労働組合があ

ることがいかに幸せなことか。組合がないところ

でサボタージュをしてもさぼっただけ。組合でし

たらストライキ。もっと組合の良さを知ってほし

いと講師より学んだ。全国組合のみなさん、「秋田

米内沢裁判も支援してほしい。 

新潟県医労連：坂井さん 

定期大会を開催予定。パン作り交流会や勉強会な 

ど計画。9月19日 県要請行動実施①地域医療 

構想作成 ②院内保育所など要請した。県議会議 

員と一緒に連携して行動できる体制ができたこと 

が良かった。県議会で質問したいので、担当課に 

現場の声を聴かせてほしいと議員の要請があり、 

要請日程を前倒しした。 回答は、①… ②予算を 

削減することはしない。院内保育所は増やしてい 

きたい。③支援センターは、医師会に委託。④看 

護師確保は、県内で働き続けられる人を増やす。 

などいい回答が引き出せた。新潟市長選挙が本日 

告示。斎藤ゆたかさんを支持することにした。弁 

護士で、特定秘密保護法の対策などにも携わって 

いる人。仙台についで公共事業が多い県。市民生 

活が犠牲になっている。ぜひ、応援してほしい。 

福島県医労連：藤原さん 

福島県の中でも原発に対して温度差がある。実際 

に視察したいという意見あり。10万円もらって生 

活していること、医療費無料なことなどに対し不 



 

満を抱える人もいる。実際に現地を見たら変わる 

のではないか。医労連で企画してほしい。健保労 

組 女性部停滞。女性保護問題などにも力を入れ 

てほしい。応援していきたい。 

岡山県医労連：名村さん 

女性部は、看護闘争委員会と別組織で活動してい 

る。月１回会議。レク中心、学習も行っている。 

移動中にDVD鑑賞など。定期大会。68名参加。 

秋レクバスツアー 32名参加。中国ブロック医療 

にはたらく女性のつどい。広島呉。岡山から25名 

参加。県医療研で女性部が分科会を持った。母親 

大会にも参加。サンバインオータムは、岡山から 

16名参加。毎回人数が増えている。お楽しみ企画 

だけでいいのかという意見も出る。学習は大事だ 

が、女性にリラックスしてもらうことを重視して 

いる。女性同士の交流を大事にして、リピーター 

を作っている。川ノ上さんの裁判の支援ありがと 

うございました。 

全労災：桑垣さん 

年三回女性委員会 年一回女性代表者会議（東 

京）母親大会に合わせて、女性代表者会議を開催

していたが、財政的な面から４年に１度に。今回

は約40名参加。母性保護など権利取得実態調査

を実施。妊産婦の業務軽減はあまり守られていな

かった。人手不足のため、夜勤免除できない人な

ど協定違反があきらかになった。妊娠したら、原

則夜勤禁止の協定がある。夜勤ができる人につい

ては、勤務届を提出することになっているが、師

長が書かせている実態があり、書類は庶務課に置

き、提出も庶務課に行うことを確認。勝ち取った

権利をしっかり行使できるようにしていきたい。 

北海道：竹田さん（医療一般 執行委員） 

結婚・妊娠しても働ける職場が理想。しかし、前 

の病院では妊娠者が切迫流産してしまうのが現状。 

ここで働き続けることはできないと感じ、退職し、 

別の病院へ。北海道でのパワハラの裁判について 

学習。理事長からパワハラを受けている。理事長 

から気に入られ、愛人になることを要求され、断 

ると看護師なのに看護師外の仕事をさせられた。 

そのほか、ヨガで交流も行った。 

広島県医労連 大瀬戸 

８月20日の広島豪富災害では、義援金をいただ

き、医労連からの支援も来ていただき、ありがと

うございました。 女性部は楽しく活動している。

サンバでがんばっている。５月に学習交流会開催。 

６月に医療にはたらく女性の集会 in呉開催。

120名参加。 呉は、広島で戦争にもっとも近

い場所。憲法９条が変な方向に行っている中開

催。 呉平和委員会の協力で、自衛隊の呉基地

をまじかに見て、戦争・平和について考えた。 

 働く女性の集会、母親大会、女性デーなど地

域の活動に実行委員を出して活動している。 

岩手県医労連：小澤さん 

第6回東北地方協女性学習交流集会２年に一度

開催。５月３１日～６月１日復元納棺師の記念

講演。医労連共済について学習。その場で２名

加入し、２万円分のクオカードをもらった。リ

フレッシュ企画。冷麺づくり、小岩井農場見学、

散策、藍染の４つの企画。かがやけ健保署名行

動9月の女性部委員会終了後に30分間宣伝行動

を実施。38筆。白衣宣伝。院内保育所について 

補助金が国から県へ。岩手県医労連と院内保育

所対策委員会で県知事要請。国からは指示がな

いのでわからないとの回答。要求を伝え、訴え

てきた。その後の状況などが分かれば、教えて

ほしい。 

宮城県医労連：松田さん 

 仙台空港近くにカジノ構想。名取地区にカジノ

の説明会。被災者にとって、カジノは良くない。

仮設住宅に入っている人が、酒とギャンブルに走

ることはよくあること。人間破壊につながる構想

であり、反対している。仮設住宅問題。災対連で

のビラまきを実施。仮設住宅へ行くと、スロープ

がブヨブヨになっている。杖すらもつけなくなっ

ている。ものすごいカビ。国立センターの調査で

は、ぜんそくが増えている。交流がない中でのぜ

んそくで、孤独死も増加。11月1日県労連女性部

と医労連で仮設住宅を訪問。被災三県として、み

なさんに知ってほしいことを伝えた。福島・宮城・

岩手の復興はこれから。みなさんの力をかしてほ

しい。 

島根県：山本さん・岩田さん 

島根県議員が夜勤問題で質問を行ってくれた。 

県議と一緒に健康福祉部との懇談 アルマテラピ

ーのレッスンを学習。練り香水作りを実践。５月

１６日 ナースウェーブ 県議２名からの激励。

署名を 30分 177筆県の調査結果が新聞にも取り

上げられた。医療の実態があきらかに中国ブロッ

ク女性のつどい有意義な集会となった。8月 6日 

記念碑に千羽鶴を供えた。 

全医労：中丸さん 

10月 増員問題で本部交渉。次世代育成支援法で、



 

妊婦のマタハラについて意見。夜勤免除しても申

請が通らない。流産、お腹の中で子供が亡くなっ

ていても休みが取れないなど、厳しい実態。実効

性ある事業主行動計画にするため、交渉を行った。 

妊娠判明時からの夜勤免除がスムーズにいくよう

に、周知させるポスターなどを掲示させた。母性

保護月間では、チェックを行う。  院内保育所

で、園児が少ないため、廃止されることになった。

保護者が立ち上がり、署名活動を実施している。 

愛知：浜島さん 

総会とリース作りを兼ねて、実施が定着してきた 

バスハイクのバスの中でクイズやDVD 鑑賞など。 

しかし、学習の時間が作られていない。今回の総 

会では、弁護士からの学習を実施する予定。 

石川民医労：券田さん 

北陸３県女性委員会 朝9時３０分の会議いつも

みんな参加している。ブロックの交流集会 石川

から 10 名参加。若い人も参加し、良かった。ナ

ースウェーブも女性ががんばっている。 新入生

の歓迎会で、青年部と女性部中心に開催。県医労

連の医療研も、女性ががんばっている。県医労連

から県労連の女性部に３名参加。均等室との懇談

を毎年開催している。火災共済…看護師の夫から

問い合わせ。看護師が寝てばかりいて、火災が心

配と。夫が組合事務所へ来た時に、職場を見てき

てと。 看護師は本当に健気に働いている。 

大分：赤峰さん 

 10月3日・4日 青年部学習交流集会を女性部 

も協力。たいへん盛り上がった。２か月に１回会 

議をして、毎年恒例3月3日の女性集会に向け、 

企画を練っている。個人病院でのマタハラ報告 

表立っては、130床従業員300名。子育て支援で 

は、県のモデル事業所夜勤していないと、基本給 

１０％カット。時差勤務できないと基本給１５％ 

カット。大分県交渉で訴えたい。妊娠判明後、夜 

勤免除の相談をされたので、手続き方法を伝える 

と、課長より、労働契約変更を伝えられる。法律 

違反だと思っていない管理者。指摘をすると、１ 

０％カットしているのではない、夜勤する人を１ 

０％アップしているだけと。今後交渉していきた 

い。 

山形：村山さん 

女性委員会 ３つの委員会に分かれて取り組みし

ている。女性の権利アンケート・・・女性問題委

員会。白衣の平和行動・・・平和問題委員会 夜

勤改善・大幅増員に関する標語募集・・・看護改

善委員会 各委員会でニュース発行行っている。

 

以上１５組織。各組織から母性保護の取り組みやサンバ（しゃべれば・食べれば・学び、行動すれば）な

女性部活動が報告されました。その後、煙崎女性協事務局長がまとめを行ない 2014 年度議案採決。新たに

女性議長に全日赤本部の山口早苗さんを選出し、最後に中野千香子中央執行委員長が団結ガンバロウで閉め

ました。 また、『医療・介護ではたらく女の心の川柳』の投票がこの代表者会議で行なわれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性協議長に

就任した、全日

赤本部の山口

早苗です。よろ

しくお願いし

ます。 



 

１、覚ましの 音にビクつく 夜勤前     （秋悦） 

２、スヤスヤと 眠る患者と 代わりたい  （秋悦） 

３、書かなくちゃ ダメよ ダメダメ 時間外 （秋悦） 

４、僕もする ママもしてね!と こなつ署名 （瑠璃雅） 

５、ILO 英語分からず 笑顔だけ （瑠璃雅） 

６、手も乾燥 滑って動かぬ スマートフォン （瑠璃雅） 

７、中高年 増える業務に 減る給料  （柳雅） 

８、病棟を 支えて立ち去る 中高年   （柳雅） 

９、患者より 上司の顔色 気にかかる  （柳雅） 

10、ボーナスが 減っても気づかぬ 業績評価 (青柳海) 

11、新人を 誉めて育てて 立ち去る職場 (青柳海) 

12、あげる あげない 年休問題       (青柳海) 

13、秋香り はずむ心に 夫婦（めおと）靴  （宮城女子） 

14、千年の 希望の丘に 手を合わせ    （宮城女子） 

15、泣き笑い 還暦過ぎて 腹（ふく）笑い  （宮城女子） 

16、一日中 見ても飽きない 勤務表   （号泣ナース） 

17、夜勤後の 鏡の顔は ありのまま  

（島根のゴーストライター） 

18、深夜明け チャーハンできたと 言う子ども  

（青井凛子） 

19、深夜明け 昼メシまだかと 聞く夫    （青井凛子） 

20、介護する 私の介護 誰がする     （登美子） 

21、ぴんころへ 行くと言うのを 止める我   （敦枯） 

22、木も森も 地域も診れる 医師求む   （渡辺華園） 

23、ノー残業 それを言うなら 人よこせ   （渡辺華園） 

24、夜勤明け 今日はなん月 なん曜日    （未蓮子） 

25、気が付けば 今は昼間か 夜なのか    （未蓮子） 

26、夜勤さえ きつくなければ いい仕事   （未蓮子） 

27、腰痛も うつ病肥満も 労災よ     （じゃけん広島） 

28、ちょっと待て 辞める前に 加入しよう （じゃけん広島） 

29、中腰で ケアする度に 腰悲鳴    （おんせん県） 

30、職場では なかなか本音 語れずに （おんせん県） 

31、ストレスを貯めた分だけ 激太り      （花男） 

32、深夜明け 色白になったと 錯覚し   （花男） 

33、安くない 働く権利 守ろうよ      （白ごはん） 

34、化粧せず しかし眉毛は 重要よ   （わさび豆） 

35、ハラッサーが 「あの人意地悪」己知らず（わさび豆） 

36、患者さん 覚える前に 退院し    

（そろそろ勤続20年） 

 

 

 

 

37、いつ辞める もう辞めたいで 20年   

（そろそろ勤続20年） 

38、疲れても 白衣着れば リセットし  

 （そろそろ勤続20年） 

39、疲れてる 当直明けの 始業時間   

 （気の毒な医療者） 

40、休み明け 制服サイズ 無理がある   （雅夏川） 

41、医者の手 不足の事態 我が力     （雅夏川） 

42、課長不在 万歩計必要 今日の足跡  （雅夏川） 

43、我が子らを 殺人者には させられず   （愛蓮） 

44、この子らの その手に武器は にぎらせない（愛蓮） 

45、人生の 荒波乗り越え 婆になる      （綾） 

46、安倍よ見よ 女性の輝き サンバにあり   （綾） 

47、午前４時 経管栄養 始めましょう 

（東京・看護闘争委員会） 

48、寝かしつけ 自分が先に 夢の中      （緑茶） 

49、お仕事よ 言い聞かせるも 涙ぐむ    （きなこ餅） 

50、夜勤明け 居眠り運転 常習犯      （きなこ餅） 

51、協定を 破るも Ns 守るも Ns      （すだちっ娘） 

52、ちょっと待て！ サービス残業 誰のため（すだちっ娘） 

53、家族より 患者のためと 言い訳す  （すだちっ娘） 

54､マシンガン トーク炸裂で リセットし   

 （ジュク女バー店員） 

55、ジュクジュク女 夜勤と酒で ボロ雑巾  

   （ジュク女見習い） 

56、帰れない 今夜も「チン」で許してね  （子連れん子） 

57、ウトウトし、イライラ しまいにゲ～ラゲラ （浅草子） 

58、運動会 学芸会も見てやれず （鬼母の眼にも涙） 

59、夜勤明け かわいい息子が どちら様  

（ヒロコ グレープ） 

60、夜勤明け クマ シミ めまい 吹き出物   

（ヒロコ グレープ） 

61､勤務終え 飯 風呂 ドラマ 深夜入り  

      （ヒロコ グレープ） 

62､帰ります 歩くその足 おれてます 

        （しがない介護員） 

63､「人殺し！」 あなたのお世話 してるだけ  

 （しがない介護員） 

貴女の心をつかんだのはどれ？！ 



 

★サンバインオータムｉｎ飛騨高山！★ 11月 15－16日 

今日現在 200名を超える参加申し込みをいただいています。夜はブロッ

クごとの出し物をご準備ください。また、2 日目第３分科会「ヨガ」を

希望の方は動きやすい服装をご準備ください。 

64､輝けと 言われて 悲し 保育所探し  

   （チーム美魔女） 

65､「眠れない」 コールで起きる 身にもなれ   

（ヒロコ デラックス） 

66､８時間 過ぎたが 今が 折返し  

 （ヒロコ デラックス） 

67､ 年休を 「あげる」 と言われ  あんたのか？ 

 （ヒロコ デラックス） 

68､若い子が いきいき働く ドクターＸ  （ヒロンセ） 

69､生理痛 薬のみつつ 仕事する   （土佐 美菜子） 

70.二交替 疲れ果てても まだ仕事    （歌） 

71､乳飲み子を 置いて仕事に 行く辛さ （歌） 

72､母の顔 見たさに涙 する子供     （歌） 

73､行かせない 戦争しない ９条まもり  （香） 

74､生休を しっかりとって 輝く女性    （猫娘） 

75､やめてよね パートや派遣 使い捨て （猫娘） 

76、消費税 何に使うか 特定秘密    （猫娘） 

77､くやしいな みんなの願い 届かない （庄内 りか） 

78､今日もまた 子供の夕飯 レンジで チン！  

 （テレックさん） 

79､職場の病院  小児科あって 親子で助かる  

 （ふくいち） 

80、救急の 病院取次ぎ ホッとする    （ふくいち） 

81､看護師の 白衣脱いだら あとパジャマ  

 （ハッピーママ） 

82､みだれ髪 ナースコールが追いかける  

 （ハッピーママ） 

83､待ち時間 いつまで待つの？ 予約制  

（ハッピーママ） 

84､人泣かせ また変わるのか 介護保険  

 （ケアマネ君子） 

85､夢うつつ  ドラマのコールに 「待っててね」  

（ヒロコ モレッツ） 

86､経験が 白衣のサイズに比例する   （ヒロンセ） 

87､ホストだけ 私を 師長と呼ぶ オトコ （ヒロンセ） 

88､ 痛み止め  お供にするには 物悲し   

 （ｈａｍａガールズ①） 

89､ただいまと 元気に叫ぶ 我が娘  

 （ｈａｍａガールズ①） 

90､母不在 隣の人が 返事する  （ｈａｍａガールズ①） 

 応募総数 110首  選ばれた 5首をサンバインオータムで表彰します。 

 


