安倍首相が大義なき「解散」を決断 10月22日投票で衆院選に

日︑福祉保育労は︑第 回定期全国大会を東京都内で開催

﹁３・ 全国いっせい行動﹂
で得られた大きな財産

がされた︒学生時代の友

人や園の保護者の働く福

祉職場が必ずあるはず

で︑つながりを大事にす

ることは組合活動の原点

でもある︒

ユニットの必

要な職員は 人

だが︑２人が病

休で１人は育休

中︒さらに１人

は新人で指導が

必要のなか︑助っ人が１人

い︒自分たちの組織をど

し合いを調整していきた

て︑複数の地方組織の話

議会の立ち上げにむけ

役員も配置して︑地方協

らった︒中央本部で担当

決策として提案させても

に対する一つの大きな解

方組織が抱えている悩み

針案は︑職場・分会・地

２号議案の組織財政方

っ た 時︑
﹁おめでとう﹂ よ

ぎる︒同僚の寿退職が決ま

者が出るのではと不安がよ

も応募がなく︑さらに退職

ケアができない︒募集して

びた状態にあるなど十分な

より利用者はヒゲや爪も伸

れて体調を崩しやすい︒何

取れず︑ストレスが蓄積さ

取っても公休すら希望通り

でリフレッシュ休暇を勝ち

生活を保障している︒組合

入って︑なんとか利用者の

うしていきたいのか︑ど

り先に﹁また人が減る﹂と

要求実現にむけ
仲間を増やそう

況にある︒その具体化を

うしたら要求・願いがか

思ってしまい︑本人も﹁ご

条の

ことも成果だ︒使用者や

体的に発言・発信できた

切にされた︒組合員が主

以降のたたかいにつなげ

らの大きな財産を来春闘

とりくみとなった︒これ

止などに共感を得られる

て懇談が深まったと報告

訪問すると応対がちがっ

つながりのある職場に

がる運動が展望できる状

な団体・労組などとつな

る︒
各地方でも︑さまざま

育労が一翼を担っ てい

ようになったが︑福祉保

大きな共同が展望できる

かで︑憲法 条や

などの枠組みが広がるな

福祉関係者の共同集会

地方・地域ですすめよう︒

めんなさい﹂と言う︒入所
保護者も含めて︑処遇改

ていこう︒

人がいる︒

︵岡︶

求める人︑対話に救われる

いが︑そんな時こそ対話を

動は忙しい時に流されやす

前進を勝ち取った︒組合活

を増やして今春闘で大きな

がある大切さを伝え︑仲間

てきたことと︑職場に組合

金・労働条件の水準を高め

も︑分会では先輩たちが賃

実態だ︒これほど厳しくて

なえられるのか︑論議・

広がる共同の展望
つながりを大切に

10

実践しながら︑多くの仲
善・大幅増員︑戦争法廃

たたかいにつなげていこう

高宮信一･作

変化を生んだ確信を力に

日・

処遇改善や平和
組合員が発信して
共感が広がる

澤村書記長 討論のまとめ

討論の特徴を掲載します︒

ざすべき方向性が明らかになりました︒１面に討論のまとめ︑２・３面に

な方針と役員体制を確立しました︒ 本の討論によって︑実態と課題︑め

し︑第１号議案の２０１７年度運動方針案など９つの議案を採択し︑新た

９月

理解と共感を広げる
論議・対話をすすめよう

発行責任者／土田昭一
2017年10月５日発行

また
選挙の時だけね

施設の組合員が語る切ない

争議をたたかうなかまにカンパを贈呈

間を迎えていこう︒

13
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16

全産業平均との賃金の格差、
極端な人材不足のため、休憩・
休暇もとりにくく、 心身を壊
し、離職に追い込まれてしまう
実態は、なんとかしなければな
りません。
福祉保育労は、子どもも高齢
者も、障害や様々な困難を抱え
る人も、すべての人の権利を守
ります。国や自治体、そして経
営者に働きかけていくことも大
事です。いっせい行動の成果を
確信に、 憲法改悪阻止をめざ
し、大幅増員と処遇改善を求め
て、力をひとつに組織を強化し
ていきます。

スト権の論議と確立︑
﹁ストを含む３・ 全国
いっ せい行動﹂ を通し
て︑貴重な経験を手にし
た︒﹁ 保 護 者 も 処 遇 改 善
の話をしてくれるのに︑
当事者の私たちが声をあ
げないでどうするんだ﹂
などと変化が生まれた︒
ストに至らなかった地方
組織・分会でも︑組合員

(要旨)

大 会 宣 言

(要旨)

特 別 決 議

16

の納得と合意︑対話が大

（全文は書記局通信に掲載）

25

安 倍 首 相 は ５ 月、2020 年 を
「新しい憲法」
の施行の年にした
いと表明しました。自民党は秋
の臨時国会に改憲案を提出し、
来年中に改憲を実現するという
スケジュールを描いています。
集まり、学べば、声は大きく
なり改憲を押しとどめることが
できます。学習と討論を広げ、
「3000万人署名」にとりくみ、
対話を広げましょう。幅広い国
民と共同しましょう。その先頭
に立つことを決意し、全国の福
祉労働者、関係者に、力を合わ
せることを呼びかけます。

17

16
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おらず、党の有力者からも異論が相次いでい

る。自らと夫人のかかわりが指摘されてきた
で衆議院議員選挙がおこなわれることとなっ

政治の私物化疑惑を隠ぺいする自己都合解散
た。自衛隊明記の改憲案や消費税増税分の使

に、批判も高まっている。政治を変えるため
途変更など、自民党の公約も党内論議を経て

に、要求実現へ投票に行こう！

2017年
10月号
第313号
全国福祉保育労働組合

安倍首相は突如として、９月28日開会の臨

時国会冒頭で衆議院を解散し、10月22日投票

初めての全国的なスト

含めて２７４分会３９２

り︑ワッペン就労なども

場６５８人がストに入

行動で得た力をもとに私

を重ねて当日を迎えた︒

を生まないようにと論議

ても入らなくても不団結

を大切にし︑ストに入っ

うと︑批准投票でスト権

必要性を社会に発信しよ

ちらしいやり方で改善の

し た ﹂︵ 東 京 ︶︑﹁ 自 分 た

現状を打開できると実感

一歩前進するとりくみで

に何をすればいいのか︑

職場４６２１人が参加し

たちの言葉で語り︑署名

いことは何なのか︑討議

論議と行動で生まれた変化

７地方組織 分会 職

た﹁ストを含む３・ 全

ど︑報告が続きました︒
権を手にしたなか︑たく
さんのことを勝ち取りた
い﹂と大きく変化した報

を確立し︑当日はなんば
﹁昨年の大会では﹃そん

ぐっては︑島根支部から

スト権の 受けとめをめ

また︑スト権の確立に

﹁そんなの無理﹂
変わった私たち

国いっせい行動﹂に確信
に と り く ん で い く ﹂︵ 東
駅での宣伝が１００人規
なの無理︑誰が賛同する

告がありました︒

を深めた発言が相次ぎま
海︶︑﹁行動を通じて仲間
模になったほか︑全体で
んだ﹄などと否定的にと

よびかけた︒変えるため

ことや参加をかつてなく
トって何？という否定的

参 加 し た ﹂︵ 大 阪 ︶︑﹁ ス

仲間と共有し︑周囲に示

踏まえて︑意義を考え︑

らえたが︑討議・学習を

後︑園の企画で 世帯の

ど に と り く み︑
﹁その

の︑ワッペンアピールな

保護者の声に
当事者意識が

の存在を心強く感じた︒
１０００人以上が行動に

丁寧に討議を重ね

した︒

未加入者にも行動がある
はいたらなかっ たもの

行動に反響広がる
﹁ストまでして訴えた
な見方が当初は多かった

いですね﹄など反響も大

﹃処遇が改善されるとい

ジがわいた︒保護者から

るなかで具体的なイメー

が︑学習・論議をすすめ

に配置する専従者とスト

スト権を確立した︒新た

合員の批准投票で４月に

に合わなかったが︑全組

た︒いっせい行動には間

すことが大切だと気づい

かなくてどうすると思っ

事者の私たちが訴えてい

ですね﹄と言われた︒当

なのに給料が安くて大変

で︑﹃ 先 生 の 仕 事 は 大 変

保護者が集まっ たなか

の意識改革と行動の必要

た ﹂︵ 石 川 ︶ と︑ 当 事 者
した︒

性が実感として語られま

﹁私たちが声をあげなくては﹂

対話は力 動けば変わる
処遇改善策で格差 分･断も

地方組織を維持した上
れた﹂と報告した東海地

全国どこでも
力を発揮できる組合に

全国でたたかっている

安倍改憲を許さず憲法を守る

東京の代議員からは

げていく﹂と力強い決意

共同宣言のとりくみも広

法を守り活かす福祉職場

宣伝行動もおこなう︒憲

を３万筆の目標を掲げ︑

伝え︑３０００万人署名

発の話も聞いたほか︑８

は︑京都に近い福井の原

り だ っ た︒ 別 の 機 会 で

は安全だと強調するばか

な建物があった︒説明で

茶畑の先に無機質で巨大

ツアーに参加した︒緑の

﹁平和こそ最大の福祉﹂を掲げて

﹁秋季年末闘争方針の中

も示されました︒

学習と署名宣伝
みんなで重ねて

心は︑安倍改憲を許さず

者から︑当時の話を詳し

入れなかったという障害

ぱなしで仮設トイレにも

１カ月も車イスに座りっ

月には原発から避難して

平和憲法を守ること︒大
日

に弁護士を講師に学習会

学習運動として９月

見て聞いて
学びを深める

をおこない︑自衛隊明記
また︑京都の代議員か

の支
ら は︑
﹁静岡での非正規
く聞くことができた﹂と

のねらいを学ぶ︒
部を単位にした学習会も
交流集会で浜岡原発見学

ました︒

発言に大きな拍手で応え

祉﹂を掲げるとりくみの

と︑﹁ 平 和 こ そ 最 大 の 福

もらいたい﹂
︵広島︶

年も多くの人に参加して

接聞くことができた︒来

っている被爆者の話を直

和集会を開き︑少なくな

中四国ブロック主催で平

れ た な か︑
﹁８月５日に

禁止条約が国連で採択さ

歴史的といえる核兵器

ました︒

いう生々しい報告もあり

検討し︑改憲のねらいを

よろしくお願いします

昭一

組合員や地方組織の思いや悩みに
寄り添える福祉保育労に
中央執行委員長

土田

﹁語り合い﹂を通して本音で意思

本では６月に１０００人

定期全国大会での力強く前向き

︵岩手︶など︑加算の扱

専従体制ない地方を

で都道府県をまたいで支

疎通をはかることの大切さを︑あ

７つの争議の報告をう

らためて痛感しました︒一人ひと

いを労使で協議・決定し

な討論を聞き︑大変感銘を受けま

支えて全体の活性化

した︒困難な情勢や厳しい現状に

りの組合員や各地方組織の思いや

月の高齢種別集会＆

つながりの力
生かした行動で

地本を達成しました︒

願い︑不安や苦悩に︑今まで以上

﹁役員専従や地方組織

負けることなく奮闘する全国の仲

に寄り添える中央本部・福祉保育

援しあう広域地本づくり

間に︑勇気をもらいました︒中央

労をめざします︒

にむけ︑隣接する地方組

執行委員長として︑そんな仲間の

け︑会場で集めたカンパ

先頭に立って︑たたかえることを

を贈りました︒不当処分

山形社研集会に誘おう

心から誇りに思います︒

つつ大幅な改善を求めて

ことは自分たちの活性化

と︑﹁ 組 合 員 の 以 前 勤 め

いく必要性が浮き彫りに

大幅な改善を求めていこう

改善策で矛盾が
協議し改善求めて
国の処遇改善策︑特に

議案﹁福祉保育労の発展
にもつながるという視点

ことがしたいと︑また趣

１７の職場を訪問して誘

者を増やしてきた﹂
﹁１

れしい報告をうけ︑組合

した﹂
︵ 愛 媛 ︶ な ど︑ う

て昨日までに３人が加入

人がと続き︑９月に入っ

福祉保育労の発展・強化をめざした組織・財政方針

２０１７年度運動方針

年よろしくお願いいたします︒

微力ですが︑がんばります︒一

・強化をめざした組織・

ていた職場や趣味︑知人

の負担も大きいが︑丁寧

の竹高代議員からは﹁全
を大事にしたい﹂
︵京

味でつながった知人が介

﹁区割りとして東北を

った交流イベントに︑未

第１号議案

２０１７年秋季年末闘争方針

ま た︑ 発 言 を 聞 い て︑
﹁対話﹂

財政方針案﹂に討論が集

織で地方協議会の立ち上

国の福祉労働者の命運を

などのつながりを頼りに

中しました︒

訪問すると︑管理職があ

撤回・パワハラ謝罪を求

なりました︒

昨年に分会を結成し︑

かけて最後の最後までた

﹁独自の共済チラシを

護の仕事を始めて︑さら

分けることは難しいので

加入者も多く参加した﹂

小林君江︑島村一弘

第２号議案

２０１７年度制度政策要求

１月

厳しい組織運営

る な ど 懇 談 に ﹂︵ 山 形 ︶

歳の職員が楽しい

つくり︑会議などで配布

に介護カフェに参加した

﹁

る︒一刻も早く専従者に

してきた︒すすめあう状

は﹂
︵ 東 北 ブ ロ ッ ク ︶︑

を大きくする決意を固め

白石大︑谷本樹保

第３号議案

２０１６年度会計決算と剰余金処分

12月

保育の処遇改善加算に批

ささいなことで始末書の

たかいぬく﹂と力強い決

都︶と︑議論をすすめな

に議論しながら︑専従の

ンスをとったが問題のあ

提出を求めるなど︑管理
がら全体を支えていく重

げをすすめていこうと提

る 加 算 だ ﹂︵ 秋 田 ︶︑﹁ 私

職の相次ぐ嫌がらせに毅
意が表明されました︒

たたかく迎え入れてくれ

めた東京高裁での控訴審

は４万円引き上げの対象

然 と し た 対 応 を 続 け︑

専従による支援を
﹁現場役員による運営

支えてもらいたい﹂
︵長

況も広がり︑共済の加入

が厳しい状況になってい

野︶と︑広域支援の要望

﹁方針をすすめていく上

﹁組合員のいなかった５

あいました︒

が出されました︒

では︑全国での組合費の

つの職場で加入者が生ま

上岡優︑岡秀子

中央執行委員

小山道雄︑佐々木和子

藤原佳子

高橋伸広︑加藤望

清水俊朗︑多久和令一

会計監査委員
奥澤令子︑加川みどり

仲野智

特別中央執行委員

つの議案

第４号議案

採択された

民谷孝則︑山田敦子

書記次長

澤村直

書記長

西浦哲

副中央執行委員長

土田昭一

中央執行委員長

２０１７年度中央役員

統 一 が 必 要 で は ﹂︵ 兵

る体制をとっ てはどう

庫︶︑﹁組織拡大に集中す

か﹂
︵東海︶ などの課題
も指摘されました︒

国︶にもなり︑日本で
も有名だ︒
韓国では︑現在も労
働者のたたかいは続い
ている︒新たに誕生さ
せた文在寅︵ムン・ジ
ェイン︶政権には﹁非
正 規 ゼ ロ﹂
﹁最低賃金
を３年で１万ウォン
︵約１０００円︶にす
る﹂ことを公約に掲げ
させた︒最賃引き上げ

第５号議案

２０１７年度財政方針と会計予算

●１日
（金） 大幅増員を求める全国いっせい
行動
●２日
（土） 福祉保育労春闘討論集会
（〜３日 東京）

判 が 相 次 ぎ ま し た︒﹁ 格

になったが︑１〜３年目

﹁組合員の結束は高ま

組合の役割を問う

契約後も処遇を低く抑

ーマーケットのレジ係

が遅々として進まず︑
労働法制の大改悪がお
こなわれようとしてい
る日本に比べ︑韓国は

第６号議案

２０１６年度共済会事業報告及び剰余金処分

保育大集会
（東京・日比谷野音）
●11日
（土） 障害種別・重症児部会交流集会
（〜12日 大阪）
●18日
（土） 高齢種別交流集会
（〜19日 山形）

支部の存在が支え

の若い職員の改善額はわ

り︑お互いに助け合って

未払い賃金の支払いな

止﹂を規定したが︑基準

えるなどの問題が生じ

の女性労働者５００人

要性が強調されました︒

いない組織が元気になる

ずかで格差が生まれてい

いる︒何かあったら支部

どを求めてたたかい︑勝

もあいまいで正規との

た︒

た︒日本と同様に正規

が︑外注化や新賃金体

とチャレンジの報告も︒

起しています︒この２号

る ﹂︵ 宮 城 ︶︑﹁ 格 差 で 分

の役員に相談できるとい

利的和解を勝ち取った争

づけられた︒施行から

格差が温存されるので

と非正規の格差が社会

系に反対し︑５１０日

東海地本は
１０００人超に

のたたかいについて︑東

断が生じかねない︒全産

うのも大きな支えになっ

議 を 踏 ま え︑﹁ 全 国 の 福

５年を超えるのが２０

はと危惧されている︒

しかしすでに︑５年

問題となり︑その解消

間のストライキに立ち

第７号議案

２０１７年度共済会活動方針と事業計画

主催：戦争させない･９条壊すな！総がかり実行委員会

京地本・多摩同胞会分会

業平均と大きな格差があ

ている﹂
︵広島︶ と組合

２０１２年の労働契

１８年４月１日とな

夜︑流通企業のイーラ

更新をさせないための

のために当時の政府が

「いっせい行動」にかかわる討論に聞き入る出席者

第８号議案

第９号議案 中央本部規約等の一部改正

●１日
（水）
〜10日
（金）
大幅増員キャラバンゾーン
自治体への要請行動などを各地で
●２日
（木） 政府・国会要請行動
（よりよい保育を実行委）
●３日
（祝） 10万人集会
（東京・日比谷周辺）予定

嫌がらせに負けず

ることは明白︒なり手が

の力を実感した報告があ

約法改正によって︑雇

る︒臨時など非正規雇

の２００７年６月 日

年に類似した﹁非正規

ンドが経営するスーパ

雇い止めや最初から３

創設した制度だ︒しか

一歩前に進んだ形だ︒
隣国の運動に学ぶこと
は決して少なくない︒

11月「福祉職場の大幅増員キャンペーン」月間（〜12月）

差が大きく出るしくみだ

少ないなか︑底上げの施

祉職場の労働法に対する

用者に対して︑有期労

韓国では︑２００７

職保護法﹂が施行され

年間の契約とするなど

上がった︒このたたか

平和
憲法・
く
守りぬ
10月「ワンコイン共済加入促進･組織拡大強化」月間（〜12月）

が︑一時金の調整でバラ

策を求めて現場の声を市
りました︒

不払い残業に

や県︑国にあげていく﹂
無理解・無視など︑最低
限の権利が守られていな
い問題を真正面からとら
えてたたかってきた︒組
合があっても不払い残業
を容認している職場があ
る︒組合の役割を問い直
そう﹂︵大阪︶という鋭い

働契約が更新されて通
用の多い福祉職場は対

問題提起もされました︒

算５年を超えた労働者
象となる労働者も少な

法が施行される前日

が申し出れば無期雇用
くないはずだ︒

法改正の趣旨とは異な

し︑施行前の契約打ち

いは︑映画︵ Weabak

被爆者の話を直接聞いた平和集会も報告（広島）

論議を重ねてストを打った
分会の報告も（神奈川）

きかっ た﹂
︵群馬︶ な

20

14

●20日
（金） 児童養護施設職員等の全国交流
集会
（〜21日 東京）
●22日
（日） 介護全国学習交流集会（東京）

96

16

に転換することが義務

る事態が起きている︒

切りや解雇︑派遣・請

外泊／２００９／韓

●20日
（土） 第54回中央委員会予定
（〜21日）

の
２万人
育労へ
福祉保

26

画・ニムラ
案・タミヤ

組合のない職場の職員と相談や
懇談を続けて（島根）
つながりをもとに加入が続く（愛媛） 非正規職員にもっと声をと（大阪）

られる
働き続け
り
職場づく

韓 国 の 非正規労働者の
運動に 学 ぶ こ と は

また︑同法 条で﹁不

負等への外注化︑無期

9

30

11

30回も支部役員が分会会議に入
って、いっせい行動へ（滋賀）
困難な職場の改善を求めて
自治体交渉も（東海）

合理な労働条件の禁

20

20

含む
ストを
っせい
全国い
行動
58

②
2017年10月号

福祉のなかま
第313号

③

2017年10月号
医療の現場で働いてい

た林田さんは﹁訪問看護

はやりがいがあると思っ

ていますが︑介護分野で

働く人は搾取されている

のでは﹂と言います︒

病院内では︑患者さん

の﹁こだわり﹂﹁個別性﹂

﹁多様性﹂などが医療の

提供に支障をきたす恐れ

福祉のなかま

があるとして排除される

力

ラ
チカ

傾向がありますが︑訪問

組合

看護では﹁一人ひとりに

！

い
伝えたの

合わせた関わりをするこ

とが基本﹂で︑大変やりが

第313号

Myメッセージ
はやしだ

かず こ

林田

一子さん

と
職場でも組合で「
も 言っていい」
思えるような文化を大切に

兵庫地本・きらくえん分会 三田班班長

紙面を読んで
働き方を広い目線で考えていきたい
東海地本・かわらまち分会 樋田

電通の過労死自殺もあり、働き方について
は保育だけでなく、さまざまな労働者が考え
ていかなくてはならないことだと思います。
福祉の分野で働く人だけでなく、広い目線で
考えていきたいです。

大阪地本・さつき福祉会分会 近藤

いを感じられています︒

︻解き方︼二重ワクの文字
①松飾りとも言います

カードを送ります︒

選により︑次の方々に図書

︵京都地本・みつばち菜の花分会︶

塩田

近藤

②⁝⁝で鯛を釣る

⑥秋の七草の一つ

︵大阪地本・さつき福祉会分会︶

③キューバのラテン音楽

⑧医者が住んでいない村

を︑Ａ〜Ｆの順に並べてで

①定時で⁝︑まっすぐ⁝

⑪スプーン

きる言葉はなに？

④漢字では秋桜と書く花

馬場

■ヨコのカギ

⑦まつたけレシピの一つ

⑬大阪人が食い道楽なら京

⑮小魚を甘辛く煮付ける

⑨杵︵きね︶の相棒は？

⑰千人⁝⁝︒百万馬⁝⁝

⑩商⁝繁盛

⑪高みの席︒天井⁝⁝

特に
「紙面を読んで」
が楽しい
大阪地本・ひまわり会分会ひまわりの家班 小林 秀子さん
毎回すみずみまで読んでます。特に「紙面
を読んで」は楽しいです。

「沖縄に戦後はきていない」
自分たちができることは
⑳恐れをいだかない心

⑱表 ↑↓

㉕おぼれる者はつかむ？

㉔昔話﹁鶴の⁝⁝返し﹂

㉒黒ヤギさんが食べる

３１１号︵２０１７年７・

３ １ １ 号 の 答 え は ︑﹁ ユ

８月号︶の答えと当選者

ウダチグモ﹂でした︒応募

㉑見えっ張り︒⁝⁝男

㉓街宣行動に必須

㉔魔よけ用に屋根の上に置

きます

㉖病原体から作った薬

は 人で︑今号から当選者

を５人に増やしました︒抽

18

㉗過去︑現在︑⁝⁝

■ タテのカギ

貴子さん

美小枝さん

幸子さん

順子さん

加代子さん

馬場

花田

︵大阪地本・穂積福祉会分会︶

答えと「福祉のなかま」の気になった記事の感
想、近況などを添えて、ハガキかＦＡＸ、メール
で送付ください（地方組織・分会、氏名、住所明
記）。紙面やホームページ等に掲載させていただ
くことがありますので、ご了承ください。
締切▶11月15日
発表▶2017年12月号
賞品▶正解者の中から５人の方に
図書カード（1000円）進呈
宛先▶「福祉のなかま」編集部

︵島根支部・ひまわり分会︶

応 募 方 法

︵東京地本・阿佐谷保育園分会︶

Ｆ

④足⁝をきたえる

Ｅ

⑤ライオンやトラなど

Ｄ

都人は？

Ｃ

⑲雷が落ちること

⑳婚約⁝︑結婚⁝

答え

Ｂ

「年 金 共 済」
年に２回の加入のチャンス!!
締切
月 日共済会必着

分会共済担当者のみなさまへ
2017年度「分会慶弔共済」の登録者名簿と登
録者証を９月上旬に発送しました。 登録者証
は、一人ひとりの登録者に渡してください。継
続手続きのご協力ありがとうございました。
また、同封をした資料を活用して、ワンコイ

加入申込書、
パンフレットのお申込みは共済会まで
制度の紹介（※）
月々5000円から自由に掛金設定ができます。
年金受取開始年齢は一定期間後、自由に決め
られます。
個人年金保険料控除対象となるＡコース、生
命保険料控除対象となるＢコースがありま
す。
加入から一定期間は元本割れしますが、長期
的にはよりよく生活を支えることをめざして
運用されています。実績や予定利率を、ぜひ
パンフレットで確認してください。

ン共済の加入促進も分会でとりくんでくださ
い。

毎月１回の分会会議で
学びあい・話しあい・支えあい
京都地本・みつばち菜の花分会 林

里佳さん

毎月１回分会の会議をもち、みんなでキャ
リアパス制度について学んだり、日々の体制
の厳しさを出しあったりしています。仲間が
いることを感謝しながら、そして支えあいな
がら、これからもがんばりたいです。

ってて
入
に
済
共
金
年
良かった!!
給付金で大助かり!!

15

→ 組合の年金共済
活用を検討してください

光枝さん

最近の世の中はおかしなことばかりで、い
かに理性を保つか、人間性が問われるところ
ですね。先日、職場の研修で沖縄に行きまし
た。高江のヘリパッド工事や辺野古の新基地
建設に反対する人々、伊江島で反戦運動を続
ける人々の話を聞いてきました。共通して口
に さ れ た の は、
「沖縄には戦後はきていな
い」ということ。今この瞬間もずっと闘って
いる沖縄の人々に思いをはせ、自分たちがで
きることを見つけていきたいと思いました。

掛金は安い

11

公的年金だけでは不安…
退職金が不安…
万一のときに残された家族を守りたい…

幸子さん

いつも「福祉のなかま」を読んでいます。
さまざまな職場の様子が紹介されていて、
「同感！」と思えることがたくさん。ただ、
さまざまな職種のなかまがいっしょに働くな
かで、お互いが共感できる組合活動とは？を
考えつつです。

東海地本・池内わらべ保育園分会 安藤

A

千夏さん

共感しあえる組合活動とは？

そんな中で︑昨年に組

合を結成したのは︑疑問

に感じる人事や評価のも

とで︑職場の仲間が退職

するという出来事がきっ

かけ︒結成したことで︑

要求を出した際に開催さ

れる懇談会で法人とコミ

ュニケーションがとれる

ように変わりました︒少

し風通しが良くなり︑法

人内の別の事業所で働く

仲間と交流できることで

足りない情報を補え︑助

けられています︒

班長を引き受けたのは

⑫仙台銘菓︒萩の⁝

歳は米寿︑ 歳は？

⑯栄養⁝︒⁝バー

⑭

90

﹁名前が表に出て経営側

からにらまれても問題を

感じないから﹂︒﹁一人ひ

とりの考えは同じではな

いので︑違う意見が出る

ことが大事︒職場でも組

合でも﹃言っていい﹄と

思えるような文化を大切

編集部︶

にしたい﹂と抱負を語っ

ています︒

︵構成

仕事柄︑夜間はオン
コール待機があるた
め︑地方開催の学会や
勉強会に参加すること
で日常の環境から離
れ︑ホッとすることが
できます︒

88

④

※各事項の詳細等については年金共済のパンフ
レットを必ずご確認ください。

月々 500 円の掛金なら、そんなに負担もない
し、続けられると思って入ったワンコイン共済。
もともと健康体のため、そうそう使うことはな
いだろうとお守り代わりと思っていました。入
ってすぐに結婚し、妊娠。それも双子というこ
とで、約２ヶ月半の入院生活に。色々な不安が
頭をめぐる中、共済の方から１日 1,500 円の入
院費が出ると聞き、明るい気持ちになったのを
覚えています。無事に双子を出産し、給付金を
受けとりましたが、双子の育児は思っていた以
上にお金がかかったので大助かりでした。
入っててよかった!!共済は大
事!!とつくづく実感しました。
掛金も安いワンコイン共済、
オススメです。

⎛ 島根支部・こばと保育園分会 ⎞
足立 紗弥さん ⎠
⎝

