５年前に比べて７ポイント悪化 ３人に２人が「やめたい」と思う

日の国会閉会後︑７月４日公示・ 日投票

７月には参議院選挙がおこなわれる予定です︒
６月

の日程が有力視されています︒参議院は解散がな
く︑２０２５年まで６年間の任期で︑私たちが代

います︒

野党の処遇改善法案

員の賃金を月１万円︑全

００円と規模が小さい

人あたりにすると月９０

国を単位にして政党名か

止︑ 消 費 税

％増税中

改憲阻止︑安保法制の廃

な う と し て い ま す が︑

万円の処遇改善策をおこ

護・障害分野で月最大８

ら消費税増税を財源に介

投票率は ・７％で︑年

３年前の参議院選挙の

％︶の約

高い 代︵

・

・

ポイント

代も全体よ

半数でした︒

り

以上低い

％にとどま

っています︒

時間がなく

て投票に行けないという

人も少なくありません

が︑投票日当日に行く方

法以外に︑期日前投票が

定着しつつあり︑手続き

も簡単です︒

消費税や私たちの処遇

改善など︑政治の動向が

生活や仕事に直結する状

況です︒政治や選挙は難

しく遠いイメージがあり

ますが︑私たちとの関係

を語りあい︑政策や実績

やることやらないで

今回の 連休

高宮信一･作

︵越須賀︶

くりをがんばりたいな︒

もに︑風通しのよい職場づ

もどかしい日々︒仲間とと

歩がなかなか踏み出せない

申請したい︒でも︑その一

とにさせないで︑きちんと

働いたことを︑なかったこ

前になってしまっている︒

しも︑未払い残業が当たり

り前になってしまう︒わた

と︑そこでの働き方が当た

長くその環境の中にいる

している職場だと思う︒

ぼしていたけど︑きちんと

失敗だったかなぁ⁝﹂とこ

子 だ っ た︒﹁ や っ ぱ り 転 職

と︑とても違和感がある様

い︒ 長 す ぎ だ よ ね ﹂ な ど

も何をしていいかわからな

って言われたけど︑１時間

も１時間ちゃんと取って﹄

らすごく言われる﹂﹁
﹃休憩

﹃早く帰りな﹄って園長か

時を過ぎて職場にいると︑

とは真逆の職場環境で︑﹁定

いていた地元の公立保育園

ている︒３月まで７年間働

育園へ転職し︑保育士をし

ニーランドの近くの民間保

大好きなディズ

人は４月から︑

人に会った︒友

なか会えない友

中に︑普段なか

10

表を選ぶことになります︒また︑首相が衆議院を
解散して参議院とのダブル選挙に持ち込む可能性
もあります︒どちらにしても︑私たちの未来を選

与党は審議せず

立憲民主党︑国民民主

額公費で底上げする法案

上︑介護保険の利用料の

も︑対立軸は明確です︒

候補者名を書くしくみに

止︑最低賃金１５００円

年以上﹂はあく

を見極めて選挙に行こう

とよびかけましょう︒

70

42

投票に行こう
５．24中央行動 国会議事堂の前で「参院選で政治を変えよう！」と大阪地本のみなさん

35.60

一人ひとりの一票で
未来を選ぼう

いのは
投票に行かな
イって
今のままでイ
ことだゼ！

60

07

30

10

2016年

2013年

2010年

20代

60代

全体

安倍政権は福祉職員を
対象にした不十分な処遇
改善をおこなってきまし
た︒
野党は昨年・今年と︑

となります︒選挙区と比

党︑日本共産党︑衆院会

を提出しましたが︑いず

引き上げにつながりま

から保育士等には月３０

なっています︒比例代表

をめざすなど︑市民連合

﹁勤続

代別にみると︑最も低い

54

35

10

10

24

られ︑得票順で候補者が
当選します︒

の１人区で

保育士等の賃金を月５万

例代表で各１票です︒改

派﹁社会保障を立て直す

れも与党は審議さえ拒否

す︒憲法や消費税︑私た

野党が候補者を統一

選となる選挙区の定数は

国 民 会 議 ﹂︑ 社 会 民 主 党

してきました︒今年度の

円︑介護・障害分野の職

人︑都道府県を

の５野党・会派は︑選挙

ちの処遇改善をめぐって
者を統一し︑対決姿勢を

全体で

基本︵鳥取・島根︑徳島

政府の処遇改善策は４月
〜６人が当選します︒比

００円程度です︒

で政党名でなく候補者名

と結んだ 項目の共通政

まで目安で対象と条件が

代は ・６％と︑最も

月か

強めています︒安倍９条

を記入した場合も所属政

策の実現にむけ︑与党を

限定されており︑職員一

代の投票率は
代の半分
投票に行こう

党の票となり︑得票の割

少数に追い込もうとして

10
合で政党に議席が割り振

48

33.37

21

例代表は定数 人で︑全

32

73

20％

54.70

36.17

52.61

40％

70.07

57.92

67.56

60％

ぶ重要な選挙になります︒

参議院は選挙区と
比例代表で各１票
参議院選挙は任期６年

32

区の ある１人区で候補

で３年ごとに半数が改選

75.93

80％

26

・高知は合区︶に︑各 １

過去３回の参議院選挙の投票率

60 20

20

13

７月には参議院選挙
〒111‑0051 東京都台東区蔵前4‑6‑8サニープレイスビル5FA
TEL 03‑5687‑2901
（代）FAX 03‑5687‑2903
メール･アドレス mail@fukuho.org
URL http://www.fukuho.info/
ツィッター @fukuho̲info

宅介護支援事業所に勤める 3920 人の回答で

トも悪化しました。NHKや日本テレビなど

は、「やめたい」 と思う人が 64.5％ （
「いつ

で報道されました。政治の責任による大幅な

も」10.8％、「ときどき」53.7％）に。５年

職員の増員と賃金の改善が急務です。

2019年
６月号
第332号
全国福祉保育労働組合

４月22日、全労連は介護労働実態調査の結

前に実施した調査での57.3％（「いつも」8.7
果を発表しました。施設（通所 ・ 入所）・ 居

％、「ときどき」48.6％）と比べ、7.2ポイン

発行責任者／土田昭一
2019年６月５日発行

賃上げや増員を掲げて
元気にアピール

トでは︑介護現場の調理

われたコスプレコンテス

って参加︒初めておこな

けて要求プラカードを持

志朗先生シールを身につ

多い札幌の会場では︑福

まりました︒一番参加が

カ所の会場に組合員が集

ました︒北海道地本は７

・パレードで盛り上がり

まな趣向を凝らした集会

デーが開催され︑さまざ

上げや保育士増員の要求

のために作った竜と︑賃

と︑竜の子太郎の人形劇

をかなえてください！﹂

﹁竜神様！私たちの願い

は函館つくしの子分会が

りが登場！ 函館会場で

貼りつけた本物の鯉のぼ

の日バージョン﹂要求を

は岩見沢会場で﹁子ども

域でも大注目され︑今年

る北海道地本は︑どの地

で賞金を総なめにしてい

毎年のパフォーマンス

員 が 作 業 着 で﹁ Ｎ Ｏ 残
を掲げて元気にアピール

道内 の自治体でメー

業 ！ ﹂﹁ 給 料 あ げ ろ ！ ﹂

始まりとともに快晴とな

りながらも︑メーデーの

仙台では朝方に雨が降

非課税世帯のみが対象と

収や０〜２歳児は住民税

訴えました︒副食費の徴

課題が現場にあることを

って︑もっとたくさんの

ついて︑初めて知る人も

行する﹁無償化﹂の事実に

結 成 さ れ ま し た︒ ま

中央メーデー（東京・代々木公園）で掲げられたスローガン

プラカード︑
替え歌︑
寸劇

加しました︒プラカード

メーデーに家族連れで参

こなわれた深谷寄居地域

は︑深谷市内の公園でお

第二さくら保育園分会

さくら・さくらんぼ・

ました︒

引き上げ﹂をアピールし

育 の 拡 充 ﹂﹁ 最 低 基 準 の

﹁守ろう９条﹂
﹁公的保

乱暴な福祉政策を風刺︒

レモン大公に見立てて︑

した寸劇で︑安倍政権を

リーノの冒険﹂をもとに

踊りなどでアピール

コンテストがあり︑さく

ろ ！ ﹂﹁ 原 発 反 対 ！ ﹂ な

﹁保育制度を良くし

﹁待機児童をなくせ！﹂

政権♪﹂を歌いながら︑

﹁♪望まずうまれた安倍

た孫悟空♪﹂ の替え歌

ールに︑爆笑と盛大な拍

ルしました︒各班のアピ

休みがほしい﹂をアピー

だってガマンできない！

の給料上げろ！﹂﹁保育士

踊を踊りながら︑﹁保育士

第二さくら班は朝鮮舞

より い

ら班は﹁♪石からうまれ

どと︑プラカードでアピ
手で盛り上がりました︒

さくらんぼ班は﹁チポ

ールしました︒

アメニモマケズ
集会の裏方でも大活躍

限にすることになりまし
た︒福祉保育労も例年に
比べて参加者が少ないな
かでも︑集会では兵庫地

に反して雨中のメーデー

人が参加しました︒予報

安要員︑設営撤収係など

カーのアナウンサーや保

務めたのをはじめ︑宣伝

本の田中書記長が議長を

でメーデー集会が開催さ
となり︑用意したノボリ
の要員の役割も果たし︑

カ所

れ︑神戸での県中央メー
やデコレーションは最小

パレードメンバーは︑

裏方で支えました︒

ピチピチ・チャプチャプ
・ランランランと弾むよ
うに行進しつつも︑﹁天気
が悪かったこともあり︑
沿道の反応はイマイチ﹂
と残念な表情も︒それで
も︑点在組合員の分会＝
ポイントユニオン神戸の
仲間は︑メーデー後に職
場会＆懇親会を開いて︑

を取り直して︑職場をこ

﹁こんな日もあるよ﹂
と気

えて盛り上がりました︒

献度の高い仕事︒国の積
極的な施策が必要﹂
︵わ
かたけ分会︶︑
﹁処遇改善
加算は大きな問題を抱え

各保育園の処遇改善加算

分会長が登壇し︑今年は

デーには松江部の３人の

催された島根県中央メー

松江市の県民会館で開

る︒ 人 員 増 を ﹂︵ こ ば と

の安全確保にも不安が残

は︑災害時の子どもたち

り︒今の職員配置基準で

れず︑疲れはたまるばか

多く︑休みもなかなかと

る︒書類書きは時間外が

﹁保育士が不足してい

切実な実態を語り︑矛盾

か矛盾を感じる﹂などと

処遇改善になっているの

しながら︑これが本当の

られ︑日々の体制に苦慮

ばならない︒格差をつけ

日もの研修を受けなけれ

づけ︑リーダーは年間何

にリーダーの配置を義務

ている︒園長︑主任以外

の実態を語りました︒

分会︶
︑﹁保育士は最低賃

と改善の必要性をアピー

組合のない職場への働

金に近いケースもざらに

きかけがとりわけ大切

賃金・重労働で︑社会貢

ルしました︒

処遇改善加算の矛盾や
改善の必要性を訴え

デーには全体で１５００

兵庫県内では︑

埼玉県本部

ある︒介護職と並んで低
福祉や保育に対する

になってきています︒

国や自治体の制度が不
十分で︑営利目的の企
業参入が多くなってい
るなかで︑一番の犠牲
者である福祉労働者に
しわ寄せがきていま
す︒そのことは︑子ど
もたち︑障害児者︑高

東京・有明
５月３日

〜23日（日）

しました︒

りました︒宮城では東日

のにもかかわらず︑水道

多 か っ た よ う で す︒
﹁新

入を検討したいので資

た︑東京の認証保育所

た﹂と︑私たちに具体

齢者への権利侵害につ
ながっています︒
組合がない職場の労
働者の声やつぶやきに
私たちが耳を傾け︑組

●22日
（土） 高齢種別全国交流集会（京都）

東京都内
５月６日
社協・事業団全国学習交流集会

５・３憲法集会 ６万5000人が集まり
４野党１会派の代表も訴え
「核兵器をなくそう！」と
国民平和大行進出発
〜16日（日）

と書いたプラカードを掲
げました︒

本大震災でライフライン
なるなど︑言葉だけが先

スピーチで
﹁無償化﹂の実際を
知った参加者も

の重要性を知ったはずな

の民営化がすすめられよ

誰もが安心できる保育環

うとしていて︑多くの参

境をめざしていきます﹂

しい時代を生きる子ども

毎年の﹁１分間スピー

料を送ってほしい﹂な

の職員は﹁職員体制や
配置が監査の時と違う

待が高まっています︒

的な援助を求めていま

職員に組合への加入を

合への加入をよびかけ

部あわせて 41 人が出席。
「3.14ストを含む全
テーマに講演。春闘要求アンケート結果で島

国いっせい行動」を山場とした春闘前半と、
根が全国平均より３万5000円も低い実態も紹

３年間のストを含むとりくみの総括にむけた

５月６日、2019年原水爆禁止国民平和大行

憲法記念日の５月３日、東京臨海広域防災
☆彡「福祉のなかま」2019年７・８

介され、処遇改善のとりくみの大切さを再認

論議をおこないました。地方の出席者全員か

進が広島と長崎をめざして出発しました。東

公園で「平和といのちと人権を！５・３憲法
月号（333 号）は、第 23 回社会福祉

識しました。クイズ形式で、年休や超勤など

ら多彩な行動や感想の特徴、課題などが語ら

京−広島コースは夢の島公園からスタート

集会」が開催され、昨年を上回る６万5000人
研究交流集会の報告特集号で、通常

にかかわる問題を参加者に答えてもらい理解

れたほか、
「国民春闘に結集できるようにな

（写真）して、７日には神奈川の組合員に引

が参加。作詞家の湯川れいこさんなどが訴え
より半月遅れの７月20日の発行予定

を深めました。組合の大切さを学ぶ機会にな

ったことは大事」
「３年間で着実に前進して

き継ぎました。 北海道−東京コースも含め

たほか、立憲民主、国民民主、共産、社民、
です。例年通り、８月の発行はあり

りました。食事をしながら、分会の活動紹介

きている」などの感想が寄せられました。次

て、福祉保育労の組合員が参加し、核兵器を

「沖縄の風」の代表が手をつないで、安倍政
ません。

や寸劇、クイズなどで楽しく交流しました。

期の運動方針案に反映させていきます。

なくそうとアピールして歩きました。

権による９条改憲阻止をアピールしました。

〜15日（日）

加者からも怒りと不安の

チ﹂で︑宮城支部は人材
との厚生福祉会保育園分

やメールでの労働相談

ど︑組合結成につなが

が全体の２割あること

ことを区に訴えても取

実際︑広島の障害者

新しい年度になっ

る︒施設に意見を言っ

勧めることはもちろん

ていきましょう︒

の西浦副委員長が「労働組合ってなんだ」を

９月

たち︑保護者︑保育士︑

不足の問題などを発言し
会長の声に︑大きな拍手

が急増していることが

る可能性があるケース

しかし︑存在そのもの
業代未払いなどの相談

も 最 近 の 特 徴 で す︒

相談件数は昨年度の約

施 設 で︑
﹁法人の運営

て︑職場に入ってきた
めに組合を作りたい﹂

たら自宅待機処分を受

ですが︑圧倒的に多い

４月28日に第２回全国闘争委員会が開催さ
れ、地方組織の闘争委員と代理の21人と執行
●14日
（土） 第35回定期全国大会予定
（東京）

声が聞かれました︒

て い ま す︒今 年 は
﹁ 保 育・
が巻き起こりました︒

組合の組織率は年々

その必要性を裏づけて

が否定されたわけでは
の他に︑﹁辞めたい﹂と

りあっ てくれなかっ

２倍に︒また︑切実な

体制に問題があり︑保

﹁組合に入りたいので

けた﹂との電話から︑

出雲市内のホテルを会場に参加者50人で開

催されました。開会あいさつの後、中央本部
（東京）
●18日
（日） 救護施設分会交流会

東京都内
４月28日
出雲市内

６月

兵庫地本
雨のなかで集会を支えて

島根支部

５月25日
●15日
（土） 保育部会学習交流集会（高知）

源は
ーの起
デ
ー
メ
労働の
８時間
んじゃ
要求な

の
本当 革を
方改 サ
き
働
るの
求め
10

春闘総括論議を深めた
第２回全国闘争委員会
クイズで学んで交流！
島根支部「なかまのつどい」
画・ニムラ
案・タミヤ

幼児教育の無償化﹂に伴

減少し︑２０１８年に

います︒パワハラや残

５月には 人で分会が

は ％となりました︒

ありません︒

今︑福祉保育労への期

福祉保育労への電話

増える労働相談

相談が１日に数件寄せ

護者も職員も困ってい

組合費を知りたい﹂﹁加

す︒

﹁園長に反論するた

られる日もあります︒

組合のない職場の労働者の声に耳を傾けよう

高まる福祉保育労への期待

訴える労働者も多く︑

17

専門性を生かした寸劇でアピール
松江の保育３分会が矛盾と改善の必要性を訴えました

メーデー集会
18

30

北海道地本
函館つくしの子分会「竜神様！私たちの願いをかなえて！」

宮城支部
「無償化」の実際や労働環境改善をアピール

５月１日、第 90 回メーデーが全国 294カ所で開催
され、15万人以上が参加しました。福祉保育労の組
合員も、アピールグッズを身につけたり、掲げたり
して、大幅な職員の増員や賃金の引き上げなどを求
め、集会やデモ行進をおこないました。５つの地域
のメーデーの模様を報告します。

要 求
かかげ

②
2019年６月号

福祉のなかま
第332号

③

●30日
（日） 第23回社会福祉研究交流集会

（岩手）

（東京）

８月

10

2019年６月号
栗東市のこだま保育園

で 年働くなかで︑不正

会計は許せないと県に内

部告発し是正を求めたこ

とで︑法人は２年前に解

雇通告をしてきました︒

組合がよびかけて﹁こだ

ま保育園の不当解雇を撤

回させ︑加藤さん職場復

帰を目指す会︵ＫＨＴ︶﹂

力

11

ラ

チカ

をつくり︑支援活動が展

18

福祉のなかま

開されてきました︒

組合

17

その結果︑大津地裁で

！
い
た
え
伝 の

は︑ 年７月に仮処分の

勝利判決を︑ 年 月に

第332号

不正の告発のあとに不当解雇
みんなの支えを力に職場復帰を必ず

佳孝さん

滋賀支部 個人加盟

は解雇無効の勝利判決を

勝 ち 取 り ま し た︒ し か

し︑法人側はかたくなに

復帰を認めず︑大阪高裁

で職場復帰と精神的な苦

痛による慰謝料を求めて

たたかっています︒

﹁不当解雇にあい︑す

ぐに組合に入って団体交

東海地本・田代保育園分会 石黒

まどかさん

大阪地本・穂積福祉会分会 馬場

順子さん

スト権の行使には賛成しますが、いざ自分
たちのことになると「そんなん無理」といつ
も見送ってしまいます。４月号で各地のスト
権行使の記事を読んで、
「立場や状況はそん
なに違わないのに、 なんでできるんかな」
「自分たちとどこが違うんかな」と考えさせ
られます。

国や自治体に
働きかける大切さを伝えたい
大阪地本・めだか保育園分会 森下

⑯転ばぬ先の⁝︒
⑰声をあげてほめること︒
拍手⁝
⑲﹁食べてすぐ寝ると牛に
なる﹂などは⁝
㉑お金の古風な言い方
㉓アウトドア ↑↓
㉕泥棒の始まり︒
㉖有 名 な 品 種 に﹁ あ ま お
う﹂︑﹁とよのか﹂
㉗﹁動物記﹂を書いた人
文字を配置すること
⑯伸びたら切りましょう
⑱流れに⁝さす
⑳﹁⁝・流行語大賞﹂
㉒祖先 ↑↓
㉔これが早い人は陸上選手
に︒

３３０号︵２０１９年４月
号︶の答えと当選者
３３０号の答えは︑﹁アゲ
ハチョウ﹂
でした︒
応募は
人で︑抽選により次の方々
に図書カードを送ります︒
西畑 亜津紀さん

山下 世奈さん

萌子さん

︵東海地本・田代保育園分会︶

小林

︵東海地本・田代保育園分会︶

森下 友子さん

︵京都地本・くりくま保育園分会︶

伊藤 洋子さん

︵大阪地本・めだか保育園分会︶

答えと「福祉のなかま」の気になった記事の感
想、近況などを必ず添えて、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▶７月15日
発表▶2019年９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

︵大阪地本・さつき福祉会分会︶

応 募 方 法

■ タテのカギ

Ｆ

︻解き方︼二重ワクの文字
を︑Ａ〜Ｆの順に並べてで
きる言葉はなに？

Ｅ

①岩手県久慈市などが産地
の宝石
②新１万円札の顔
③軍艦巻きの定番ネタ
④会員⁝︒クレジット⁝︒
⑤京都︑奈良︑鎌倉など
⑥ベートーベンの交響曲第
５番
⑨⁝無二︒
⑪⁝の孤島︒
⑭野球では二塁
⑮新聞や雑誌などで写真や

Ｄ

渉︑裁判へと進みました

■ヨコのカギ

①クシャミを誘う香辛料
④人の手を加えること
⑦沖縄に生息する毒ヘビ
⑧ リンゴの落下で大発見を
した人
⑩英語ではチェーン
⑫北極・南極は 度
⑬ 太陽の周りの８個の大き
な天体
⑮ 寒さで農作物が被害を受
ける⁝害

答え

Ｃ

が︑要所で組合には資金

面から支える会の組織作

りまで支えてもらってい

ま す ﹂ と 語 り ま す︒ ま

た︑﹁ 裁 判 の 勝 利 と 職 場

もう３年目に入っていま

復帰を信じていますが︑

す︒組合の力で早期解決

を﹂と力強く訴えます︒

施設のためを思って勇

気をふるった行為を敵視

し︑排除しようとする経

営のもとでは︑良い福祉

は提供できません︒全国

のみなさんの支援をよび

かけます︒︻構成 編集部︼

︻ひとこと︼
小学校の卒業式は感動
もの︒学童も運営して
いる社会福祉法人なの
で︑乳幼児期から小学
校卒業近くまで見守る
ことができます︒
Ｂ

組合歴１年の組合員の
たくましい思いが私のパワーに

スト権行使、
できる職場とできない職場

90

A

紙面を読んで

組合加入をよびかけている４月号１面で、
同じ東海地本のけやきの木分会・遠藤さんの
「ずっと働きつづけたいから」を読んで、組
合歴１年なのにたくましく、私もパワーをも
らいました。組合で得た知識でさまざまなこ
とを考えさせられ、今の自分のやりがいにつ
ながっています。
「できること」を私もがん
ばります。

Myメッセージ

加藤

20

友子さん

「３.14ストを含む全国いっ せい行動」 の
特集記事で各地のとりくみを見て、みなさん
いろんな行動をしているのだなとわかりまし
た。福祉の現場は職場だけで解決できること
が限られているので、もっと国や自治体に働
きかけていく大切さを職員にもっと伝えてい
かなければいけないなと思いました。

子育てしながら
キャリアアップはするな？
京都地本・蜂ヶ岡分会 溝上

歩さん

キャリアアップ研修を受けるのは勉強にな
るのですが、日程が土日や夜など働きながら
子育てする身には厳しいものばかり。決めら
れた時間数を受講しなければ手当は支給され
ないわけですが、こんなに行きにくい日程ば
かり組まれると、まるで子持ちはキャリアア
ップをするなと言われているようで、悲しく
なります。

みんなで「ワンコイン共済」に加入しよう!!
福祉保育労の「ワンコイン共済」は、医師の指示で入院（日帰り入院も）や５日以上の
休業をした場合、有給休暇でも給付対象で、１日目から保障されます。医師の指示での精
密検査入院も給付の対象です。
また、交通事故でのケガの場合は、医師の指示での通院（事故の日から 180 日目まで）
も対象となります。
さらに、10 年間、病気もケガもなく働くことができた方には、
「健康給付」１万円が給
付されます。
医療共済や交通災害共済をプラスすれば、さらに手厚い給付に!!

継続手続きのこの時

期に加入内容の見直しを検討してみてください。

７月１日
から

④

「ワンコイン共済」加入のみなさまへ
継続手続き（2019年７月以降分）のご案内

組合未加入のみなさんには組合加入とあわせてよびかけ、新入組合員のみなさんも、こ
の機会に「ワンコイン共済」に加入して健康対策をしましょう。

新しい
共済期間がはじまります

をご自宅宛に送りました。内容に変更のある
場合は６月15日までに返送してください。返
送がない場合は、継続加入申込書に記載され
ている内容で自動継続となります。

分会共済担当者のみなさまへ
2019年度「分会慶弔共済」の継続手続きの

て
入って
た!!
っ
か
良

す。
（締切は６月15日）
①
「分会慶弔共済申込書・登録者名簿」
の提出
②掛金の送金
手続きが遅れると、新規登録者の共済登録
歴が短くなり、退職餞別金の給付額に影響が
出る可能性もあります。締切日までに手続き
をお願いします。

言われて、ほんの少しの額ですが加入していました。
願っていた赤ちゃんを授かりましたが、初期に少し
無理をしたせいで切迫流産と診断され、１週間休業し

ワンコイン共済

ご案内を分会宛にお送りしました。
「分会慶
弔共済」は、必ず次の２つの手続きが必要で

「ワンコイン共済」と医療共済は「インフルエンザ
で仕事をお休みしても保障されるからお得だよー」と

インフルエンザにも
妊娠中や出産時の
トラブルにも備えて！

て自宅安静に。
無事に女の子を出産しましたが、妊娠中も出産も必
ず何かのトラブルがあるもので、あ
らためて、産まれることはキセキだ
なあと感じます。休業中は年休で対
応できたものの（無給ではなかっ
た）
、休業中の保障も、思っていた
よりたくさん給付され、手続きも簡

⎛ 京都地本・朱い実分会 ⎞
清水 絵美さん ⎠
⎝

単（医師の診断書はコピー可）で、
加入してよかったなーと思います。

