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１月２３日（月）にホテルモントレエーデルホフにてＵＩゼンセン同盟

北海道支部２０１２年度ヤングリーブス・男女平等委員会定期総会が開

催され、NCCU より長谷川運営副委員長（ヤング

リーブス）と村元運営委員（男女平等参画委員）

が出席しました。長谷川委員は本総会の議長を務

めました。 

また、総会終了後、「星澤幸子先生の料理教室＆

夕食会」を開催。醗酵玄米いなりとジャガイモの

きのこピザにミルク餅の作り方を教わり、星澤先

生と夕食会と充実した時間を過ごしました。 

（※札幌地区のイベントとして案内） 

１月３０日（月）～２月４日（土）大通り公園に

て第６３回さっぽろゆきまつりの雪像をＵＩゼン

セン同盟北海道支部ヤングリーブス主催で作成し

ました。この雪像づくりにＮＣＣＵから３名が参

加し、「世界にとどけ！」（テーマ説明：なでしこ

ジャパンと共に名勝の誉れ（穂希）高き北海道か

ら、世界へ「元気」をシュート！）をテーマにな

でしこジャパンの澤 穂希（さわ ほまれ）選手

を作成しました。参加者からは「寒かったけどみ

んなで作ることは充実していた。また、とても楽

しかった」と感想をいただきました。 

 

２月４日（土）にセンチュリーロイ 

ヤルホテルにて（社）全国介護事業 

者協議会（民介協）＆日本認知症 GH 

協会主催の介護報酬直前シンポジウ 

ムが開催され、この基調講演で「介 

護保険制度の見直しについて～働く 

者の視点から～」をテーマにＮＣＣ 

Ｕ河原政策顧問が講演を行いました。 
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３月８日（木）に札幌市民ホールにて連合北海道主催の全道

総決起集会が開催され、連合参加の組合員約１８００名（Ｕ

Ｉゼンセン同盟から５０名うちＮＣＣＵより 7名）が参加し

ました。冒頭、工藤会長の挨拶では、「経団連が言及した定

昇延期・凍結は論外。デフレスパイラルから脱却するために

は、賃金底上げ、格差是正や非正規労働者の処遇改善など不

可欠である」と述べ、共闘を強化しながらの積極的な取り組

みを各構成組織に求めました。 

また、本集会終了後、ＵＩゼンセン同盟北海道支部にても春

闘決起集会を開催し、ＮＣＣＵより４名が参加し春季労働条件交渉に向け団結を図りました。ＮＣＣＵ

２０１２春季労働条件交渉の進捗については各分会速報にてご確認ください。 

３月１１日（日）に定山渓ビューホテルにて総支部運営委員

と分会役員を対象に介護報酬改定について勉強会を開催しま

した。運営委員をはじめとする１７名の役員が参加し、ＮＣ

ＣＵ本部より村上政策部長をお招きし「介護報酬改定につい

て」ご講演をいただきました。この勉強会では報酬の改定根

拠となる各審議会での審議を含めた観点から改定目的を中心

に勉強をしました。質疑応答では、各現場での運用に対する対策を含めた意見を出し合いました。当日

の資料については各現場での参考として活用いただきたいので詳細については運営委員にお尋ねくだ

さい。 

また、４月からの制度・報酬改定に伴う課題等を今後も集約しＮＣＣＵ政策に活かしていきますのでご

意見やご要望をＮＣＣＵまで是非お寄せください。 

４月３日（火）に札幌市役所議員控室にてＵＩゼンセン同盟北海道支部準組織内議員の しのだ江里子

札幌市議会議員（札幌東区選出）の協力を通じ、札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 丹尾課

長 と しのだ議員、阿部総支部長にて介護保健制度改定に伴う地域区分見直し（乙地から６等地）に関

して意見交換を行いました。 

ＮＣＣＵとしては、地域区分見直しにより札幌市において「①介護職員の人材確保が困難となること」

「②処遇面での影響が生じる可能性があること」「③他の都市（特に政令指定都市として）の格差が生

じること」の３点に重点を置き改正理由と対応について質疑・意見を行いました。また、介護保険者ご

とでの運用に差異が生じる課題を列挙し、法改正に伴う運用に問題が生じないことを求めました。 

札幌市として今後も労働者（民間事業）からの意見交換を行っていくことの必要性に理解を頂き、次

回改正に向け意見交換を進めていくこととなりました。 

ＮＣＣＵ北海道総支部においても政策強化を進め、地域的な活動を展開することが重要となりますの

で組合員皆さんからの介護保険制度改正についてご意見、ご要望をお聞かせください。 
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コロワイドの割引券について  
ＮＣＣＵが加盟しているＵＩゼンセン同盟の仲間にコロワイド労働
組合があります。コロワイド労働組合から企業提携割引サービスのご
案内が今年もありましたのでご案内いたします。北海道総支部の全組
合員にお届けしたく、各事業所の所属組合員数を別紙ＦＡＸにて報告
いただき次第、発送いたします。但し、発送次期はＦＡＸを頂いただ
いてから１週間から２週間がかかる場合がございますのでご了承く
ださい。不明な場合は、ＮＣＣＵ北海道総支部もしくは担当阿部の携
帯（090-5433-8952）までご連絡をお願いいたします。              
（注意点）①このカードは㈱コロワイド東日本の北海道店舗全 
店のみでご利用できます。ホームページ（www.colowide.co.jp） 
で店舗の確認をお願いいたします。（例：甘太郎、いろはにほへと、

菱箸、春花秋灯、海へ、ラパウザ、ＴＡＰＡ、熱演食堂、常盤うどん、ときわ、鳥の蔵） 
②利用期間は２０１２年の１年間ですので大事に保管してください。 

連合北海道 ユニポンについて 
連合北海道より「ゆに・ぽん（ゴルフ版）」の案内がありましたのでお
知らせいたします。このゆに･ぽんは、ゴルフ場の割引です。右記掲載
のゴルフ場で利用できます。ご利用希望の方は、別紙の申し込み用紙を
記載頂き NCCU 北海道総支部まで FAX を送信ください、クーポン誌・
優待割引券を発送いたします。 

ＮＣＣＵ北海道総支部 宛               ＦＡＸ：０１１－６１２－９６６５ 
コロワイドカード・ゆに・ぽん（ゴルフ版）申込書 

 
申し込み内容を○で囲んでください   
 
    「コロワイドカード」    or   「ゆに・ぽん（ゴルフ版）」 
 

氏    名 必 要 セ ッ ト 数 

 セット

会 社 名 事 業 所 名 

  

郵送住所 郵送電話番号 

〒   - 

（      ） 

※私の個人情報は、「コロワイドカード・ゆにぽん（ゴルフ版）」の申し込みに使用する事と、組合の機関会議での報告書に限定して使
用する事を了承します。 

【コロワイド企業提携カード】 
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会議・集会およびイベント参加者の個人情報の取扱いについて 
 
１．個人情報の適切な保護と管理者 

ＮＣＣＵは、次の者を個人情報の保護管理者として任命し、組合員の個人情報を適切かつ安全に管理し、個人情報の漏えい、滅失
又はき損を予防する保護策を講じています。 

   ＵＩゼンセン同盟日本介護クラフトユニオン 個人情報保護管理責任者 陶山浩三   
TEL：03-5730-9381  FAX：03-5730-9382 
〒105-0014 東京都港区芝２－２０－１２ 友愛会館１３Ｆ 

２．個人情報の利用目的および個人情報を提供されることの任意性について 
   ＮＣＣＵ本部、総支部、分会主催の会議・集会およびイベント参加者の個人情報は、会議・集会およびイベント開催を行うために、

大切な情報資産として以下の目的に利用します。 
(1) 参加資格の確認および参加時の出欠確認 
(2) 集団行動の場合および旅行社等を利用する場合の連絡業務 
(3) 配布文書およびＮＣＣＵ各種報告書への記載 
(4) 傷害保険への加入申請 

これ以外の利用については、予め本人の了承を得たうえで利用します。 
会議・集会およびイベント参加者が、当該会議・集会およびイベントに係わる個人情報をＮＣＣＵに提供されるか否かはご自身の

判断によりますが、もしご提供されない場合には、会議・集会およびイベントへの参加や、参加全日程の安全に係わる保障が提供で
きない場合がありますので予めご了承ください。 

３．個人情報の第三者への提供 
以下に記載した内容以外に個人情報の提供は一切行いません。 
①第三者に提供する目的 ①ＮＣＣＵに代って会議・集会・イベントに係わる資料作成を行う場合及

び参加組合員の傷害保険申請に係わる手続に必要な場合②法令または裁
判所その他の政府機関より適法に開示を要求された場合、その他特定の目
的のために会議・集会およびイベント参加者から同意を得た場合。 

②提供する個人情報の項目 氏名,総支部名,支部名,分会名（法人名）,所属事業所名,連絡先電話番号,
職務,職位,性別,住所 （〒含む）・電話番号等 

③提供の手段又は方法 書面、または暗号化したデータを送付 
④提供を受ける者の組織の種類、属性 会議・集会・イベントに係わる会場，宿泊等を手配する観光事業者等 
⑤個人情報の取扱いに関する契約 個人情報の取り扱いにつきましては、機密保持契約によって提供先が適切

に個人情報保護を行なうよう義務付けています。 
４．個人情報の取り扱いの委託 
  ＮＣＣＵは事業運営上、組合員により良いサービスを提供するために業務の一部を外部に委託しています。業務委託先に対しては、
個人情報を預けることがあります。この場合、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において個人
情報の適正管理・機密保持などにより組合員の個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な管理を実施させます。 

５．個人情報の開示等の請求 
組合員は当該申込書に記載した個人情報について、開示等（利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消

去及び第三者への提供の停止）をＮＣＣＵ問合わせ窓口に申し出ることができます。その際、ＮＣＣＵは組合員ご本人を確認させて
いただいたうえで、合理的な期間内に対応いたします。開示等の申し出の詳細につきましては、「７．個人情報の開示などの手続き」
をご覧ください。 

６．個人情報の保護管理者および問い合わせ先 
※個人情報保護管理責任者  陶山浩三 
※苦情・相談窓口責任者    中島隆行 
※連絡先  ＵＩゼンセン同盟日本介護クラフトユニオン 

TEL：０３－５７３０－９３８１  FAX：０３－５７３０－９３８２ 
      〒１０５－００１４ 東京都港区芝２－２０－１２ 友愛会館１３Ｆ 
７．個人情報の開示などの手続き 

ＮＣＣＵでは個人情報保護法に基づいて、ＮＣＣＵが保有する個人情報について開示の請求を下記のとおり受け付けます。 
(1) 開示請求等の窓口 

日本介護クラフトユニオン 苦情・相談窓口責任者 中島隆行 
(2) 開示請求方法と手数料 

開示請求等の際には、下記ＮＣＣＵ所定の請求書に本人確認書類を添付のうえ、
郵送にて請求していただきます。手数料はかかりません。 

内 容 請求書の種類 
利用目的の通知の場合 開示対象個人情報利用目的通知請求書 
開示請求の場合 開示対象個人情報開示請求書 
訂正、追加又は削除請求の場合 
利用の停止、消去及び第三者への提供の停止請求
の場合 

開示対象個人情報訂正等及び利用停止等請求書 

(3) 本人確認のための書類 
本人確認が可能なＮＣＣＵへの登録情報の 2 項目程度を上記(2)の書面と同時に受け取るか、(2)の書面を受け取り後、問合せる等

の手続きにより本人確認を行うものとする。 
(4)代理人による開示等の求めの場合 

代理人による開示等の求めの場合、前記 2)～3)に加えて、代理権が確認できる下記（a）の書類の写しいずれか及び代理人自身を
証明する（b）の書類の写しのいずれかを必要とします。 
（a）代理人である事を証明する書類 

＜開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人の場合＞ 
①本人の委任状（原本） 

＜代理人が成年被後見人の法定代理人の場合＞ 
①後見登記等に関する登記事項証明書       ②その他法定代理権の確認ができる公的書類 

（b）代理人自身を証明する書類 
（本籍地の情報は都道府県のみとして、その他は黒塗りで収集するものとする。） 

①運転免許証   ②パスポート   ③健康保険の被保険者証  ④住民票  ⑤住民基本台帳カード 
以上 

〒１０５－００１４ 
東京都港区芝２－２０－１２ 友愛会館１３Ｆ 
TEL：03-5730-9381 FAX：03-5730-9382 


