厚労省は常勤保育士がなぜ確保・定着できないかに向きあえ！

﹁人を支える福祉労働を守れ！﹂と元気にアピールする
京都地本・保育支部・くりくま保育園分会︵３月 日︶
11

とも み
むか た

設︑障害児者施設︑児童

館︑高齢者福祉・介護施

育園や学童保育 ・ 児童

史があります︒民間の保

年以上の歴

年︑前身の組織が生ま

６年に結成されて今年で

福祉保育労は︑１９８

するには︑休憩や休暇の

きつづけて専門性を発揮

しい実態にあります︒働

場の賃金・労働条件は厳

誇りはあっても︑福祉職

す︒しかし︑やりがいと

ナ禍で求められていま

を果たすことが特にコロ

らしを守る公共的な役割

重ねてきています︒

ど︑具体的な改善を積み

手当や休暇の格差解消な

雇用職員と正規職員との

い残業の支払い︑非正規

力で︑休憩の保障︑不払

す︒権利を使った組合の

を改善することが役割で

渉をおこない︑労働条件

要求書を提出して団体交

れていません︒雇用主に

の使い方はほとんど知ら

教わりますが︑その権利

持っていることは学校で

の拡充などを迫りまし

上げや増員︑ＰＣＲ検査

労働省交渉で︑大幅な賃

る中︑３月５日には厚生

コロナ禍で１年が過ぎ

す︒

行動などを展開していま

国会署名︑春闘期の統一

善を求めて︑政府交渉や

基準や予算措置などの改

とが必要です︒職員配置

制度として保障させるこ

ことなく休める体制を︑

に︑後ろめたさを感じる

の児童養護施設

当時︑岩手県内

東日本大震災

れてからは

営との労使関係・経営努

ョンで共感を広げまし

な宣伝などの全国アクシ

れから 年で︑施設の小規

響は計り知れなかった︒あ

た︒子どもたちの心への影

集団生活をした事例もあっ

員も一緒に近くの体育館で

暖房が使えず︑子どもも職

が入り︑停電で

った︒壁にひび

は大舎制が多か

養護施設︑社会福祉協議

保障を含む職員の増員や

げが欠かせません︒今こ

力だけでは抜本的な問題

た︒職場をこえて福祉分

日には全国的

そ声をあげる時です︒

を解決できない構造にな

野でつながる福祉保育労

労働組合が団結権︑団

労働条件の改善へ

権利を活かして

っています︒賃金水準を

た︒同月

会など︑福祉職場の職員

です︒

求められる役割に
見合った労働条件を

や高齢者︑障害者︑その

体交渉権︑団体行動権を

模化︑地域分散化が進み︑

子どもたちはそれぞれの

﹁ホーム﹂で生活できるよ

うになった︒運営する法人

本部や本体施設では︑基幹

的職員と専門職らが各﹁ホ

ーム﹂の後方支援をしてい

るが︑国はさらに﹁高機能

化 ﹂﹁ 多 機 能 化 ﹂ を 施 設 に

求めてきている︒

養育のプロである児童養

護施設は︑専門的なスキル

を 抱 え る な か で︑﹁ 聴 き

が必要です︒不安や悩み

に寄り添う労働組合の力

くには︑一人ひとりの声

なく︑あわせて守ってい

どちらも犠牲にすること

利用者の安全・安心を︑

私たちの生活と権利︑

になります︒共済の魅力

で︑働きつづけていく力

よる自宅療養も給付対象

できます︒医師の指示に

ンにあわせて積み増しが

済﹂に入れ︑ライフプラ

掛 金 で﹁ ワ ン コ イ ン 共

も︑月額５００円と安い

度︑﹁ 福 祉 保 育 労 共 済 ﹂

員同士のたすけあい制

る︒増員と賃上げの政策が

れ︑現場は悲鳴をあげてい

かで手厚いケアが求めら

っと増える︒人手不足のな

しようとすると︑業務はも

に高機能で多機能な支援を

や資源を︑地域の子育て支

とる対話﹂を重ね︑状況

欠かせない︒

︵高橋︶

員がより必要になる︒さら

て分散化すると︑見守る職

らない︒施設が小規模化し

援に広げていかなければな

や思いを聴いて信頼を得

も伝えていきましょう︒

けましょう︒また︑組合

いくために加入をよびか

をよりよいものに変えて

だからできることです︒

家族を支え︑いのちと暮

聴きとる対話

大幅に引き上げるととも

ただ︑福祉職場は︑経

賃金水準の大幅な引き上

すみれ保育園分会︑
３月 日にもアピール！
︵中央が向田さん︶

で！

て︑組合を知らせ︑職場

重ねて信頼を得て

10

向田 智美さん

11

福祉のなかまでつくる
みんなの労働組合です

コロナ、ついて来ない
高宮信一･作

で構成している労働組合

「保育は好きだけど、働く条件が厳しくて
続けるのがつらい」と悩む私たちの一人が、
SNSで友人から「組合、つくっちゃえば？」
と福祉保育労を紹介されました。
「組合があ
るなら辞めない」と多くの声が上がり、３年
前に加入して分会をつくりました。要求書の
提出や団体交渉もして、少しずつですが、正
規雇用の保育士が増員され、休日・休暇も改
善されました。
「保育園に来るのが楽しい」
と職員の笑顔も増えました。辞めたり、あき
らめたりする前に、
「福祉保育労に入っちゃ
えば？」と伝えたいです。
60

私たちは︑子どもたち

11

35

群馬支部
すみれ保育園分会

はいろう！

発行責任者／土田昭一
2021年４月５日発行

育労に
福祉保
？
ゃえば
入っち

福祉保育労に
さ
あ

コロナ禍となって２度目の春、新しい年度になりました。感染しない・させない対策の負担感
や緊張感が長期にわたるなかですが、多くの職場で新しい職員を迎えています。不安や悩みが広
がるなか、まだ組合に入っていない職員に声をかけ、福祉保育労を知らせてなかまに迎えようと
よびかけます。
〒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

「箱（保育園）があっても常勤保育士が見つ

からず、空き定員 ・ 待機児童が発生してい
配置規制を緩和して短時間保育士だけでつな

る」などと回答した。規制を緩和するのでは
ぐことを認める方針を打ち出した。３月５日

なく、常勤保育士がなぜ確保・定着できない
の厚生労働省交渉でこの撤回を求めたが、

のか厚生労働省は政策で向きあうべきだ。

2021年
４月号
第352号
全国福祉保育労働組合

昨年12月に厚生労働省は「新子育て安心プ

ラン」で保育園の各クラスでの常勤保育士の

人を 支 え る 福 祉 労 働 を 守 れ ！

日︑福祉保育労は３月５日の厚生労働省交渉での不十分な回答を

怒りの全国アクション を展開
３月
踏まえて︑ストライキの実施を含めた﹁人を支える福祉労働を守れ！﹂怒
りの全国アクションを展開しました︒ワッペンシールをつけた就労︑職場
アピールの採択︑宣伝︑ツイッターでの﹁＃人を支える福祉労働を守れ﹂

分会

ービス等報酬のプラス改

﹁介護報酬と障害福祉サ

職場１１６人がストに入りました︒

の発信など︑工夫をしながら賃上げ・増員の必要性をアピールしました︒
７地方組織の

３・５中央行動 厚労省交渉
定で処遇改善につなが

上げると人員確保ができ

額７万５０００円の改善

た︒それ以前と比べて月

けました︒

立ち上がることをよびか

実施を含めた行動として

トを作って発信すること

は盛り上げていけない

た︒

ー講座﹂もおこないまし

を講師にした﹁ツイッタ

﹁保育園での低い今

件ものリツイート︵拡

ツイートが︑６０００

真を付けた３月 日の

劣悪な労働環境が原因

ってくる︒地域には︑

と希望を胸に抱いてや

場には新卒の職員が夢

は相手の話をしっかり

呼びかけている︒まず

対話﹂をすすめようと

ンペーンで﹁聴きとる

２０１４年３月号の

る︒

の力が求められてい

ができる︑発信と対話

たていねいな働きかけ

などの組合活動に誘っ

に伝える︒アンケート

Ｓやオンラインなども

が︑一人ひとりがＳＮ

りあうことはできない

ロナ禍の今︑大勢で語

ワッペン︑集まり︑宣伝︑写真 など
コロナ禍でも多彩に行動を展開

宣伝した﹂など︑前向き
な行動が展開されまし
た︒
﹁子どもたちがワッ
ペンをまねて︑オリジナ
ルのワッペンを作って遊

ナ禍で集まりづらかった

識 が 深 ま り︑
﹁できるこ

分会が撮った集合写真を

岩手として︑ほとんど

﹁短い時間集まって職

撮って共有するなど︑例

んでいた﹂という微笑ま

場アピールを読みあわせ

年以上に盛り上がりまし

とをやらなきゃ﹂と問題

た﹂
﹁未加入のパート職

た︒今後もつながりをよ

の組合員が経験していな

２月に全員投票をおこな

員にも協力してもらっ

しいエピソードや︑コロ

い︑ 年ぶりに確立でき

て︑ 昼 に 集 ま れ た ﹂
﹁朝

意識が広がりました︒

ました︒行使には至らな

り強くしていきます︒

いストライキ権の確立に

かったものの︑過程でス
昼夜と３回︑職場周辺で

むけて︑論議をすすめて

トや組合活動に対する認

だよ﹂と伝えた保育士も
いました︒東日本大震災
からこの日で 年を迎え

宮 城 支 部 で は︑
﹁全職

回初めて︑保護者向けに

した︒あゆみ分会では今

ルの採択﹂を目標にしま

かけることが変化につな

職場で行動にむけた声を

労しました︒支部役員が

て︑ワッペンを貼って就

委員がみんなによびかけ

した︒ほかにも保護者か

話すきっかけにもなりま

かけられ︑当時のことを

もありますしね﹂と話し

保護者から﹁震災の日で

たなか︑ワッペンを見た

場でワッペンシールを貼

チラシなどを掲

がりました︒

声をかけることで変化が
ワッペンも対話のきっかけに

っての就労︑職場アピー

示し︑保護者に

会では︑入職２

福祉会保育園分

ちががんばろうとする印

た子どもたちに﹁先生た

ワッペンに興味を持っ

対話が広がりました︒

と声をかけられるなど︑

りくみもするんですね﹂

ら﹁労働組合はこんなと

アピール︒厚生

年目の支部執行

持っているか︑あらため
しん

て浮き彫りになりまし

上げて普通の暮らしがし

一人ひとりから﹁給料を

﹁一言スピーチ﹂では︑

た︒集まっておこなった

・時限ストを実施しまし

は︑９人の組合員が指名

すぎのこ保育園分会で

の福祉分野が社会にとっ

コロナ禍で︑保育など

実な声があがりました︒

る人員配置に﹂などの切

達にていねいに寄り添え

増やして子どもの成長発

してほしい﹂﹁職員の数を

しなくていい労働環境に

﹁賃金﹂だと︑今後も声

それを担保するための

るための﹁人﹂であり︑

よりも︑保育の質を上げ

ん︑ありがとう﹂の言葉

め る も の は﹁ 保 育 士 さ

いたいです︒私たちが求

の改善に動き出してもら

摯に耳を傾けて保育環境

し

た︒政府は現場の声に真

たい﹂
﹁健康で安心して

をあげていきます︒

発信を集中し︑反響も広
がりました︒

東海地本では︑コロナ

人が指名・時限ストで

と決断し︑５分会７職場

確信を持って行動しまし

にない手﹂であることに

私たちが﹁人権保障の

禍で﹁足元の要求﹂の討

自治体要請︑
宣伝行動︑ツイッター発信も

作戦として︑ツイッター

てどれだけ大切な役割を

７職場 人がストへ

働け︑持ち帰りの仕事を

すぎのこ保育園分会 ９人がスト
一言スピーチで要求を確認

あゆみ分会では初めて
チラシとワッペンを掲示

る ﹂︵ 老 健 局 と 障 害 福 祉
課︶などと答えました︒
職員配置基準の改善に

こない︑統一要求書の項
なくなる可能性があり︑

つ い て は︑﹁ 基 準 を 引 き

目を中心に実現を迫りま

切実な要求に対して
否定的な回答に終始
３月５日の中央行動
で︑厚生労働省交渉をお
慎重な検討が必要﹂など
と否定的な答えに終始し

した︒
処遇改善については︑

不十分な回答を踏ま

ました︒

酬改定から数度にわたっ
え︑政策転換にむけて︑

﹁２００９年度の介護報

て処遇改善をおこない︑
３月

日はストライキの

賃金の改善に努めてき

効果があった﹂︵老健局︶︑

コロナ禍だからこそ
福祉職員の
賃上げ・増員を

ツイッターに磨きをか
をすすめました︒組合員

ートを開始し︑組合員に
職場でのたたかいも並

と︑約１カ月前からツイ

もツイッターのアカウン
行し︑法人に統一要求書
と独自要求を提出して団
体交渉も開催して迎えま

の給料では︑一人暮ら

散︶がされ︑ 万回を

聴いて理解しようとす

この欄で︑相手の心を

し︑
﹁夢が実現できる

て 経 験 し て も ら い︑

活用して自分の言葉を

10

ギリギリまで議論しまし

なかで︑ストを構えるか

議が思うように進まない

のための自治体要請︑

の訴え︑コロナ対策実現

職場で署名やＦＡＸ行動

行動しました︒当日は︑

県に初めて対面で要請で

と名古屋市のほか︑岐阜

た︒また︑今回は愛知県

っ た 今 だ か ら こ そ︑
﹁や

動の時間にＳＮＳ拡散大

を展開しました︒宣伝行

た︒昨年作ったおそろい

く︑施設内で行動しまし

ので︑外に向けては難し

ての発信ができていない

ます︒保護者に組合とし

保育園２園で構成してい

いずみ会分会は法人の

シ入りのティッシュを組

省にＦＡＸを送り︑チラ

た︒その後︑官邸と厚労

んなで写真を撮りまし

いコメントを書いて︑み

セージボードに実現した

みあわせしました︒メッ

まって職場アピールを読

ができました︒ 春闘の

き︑今後につながる活動
た︒しかし︑コロナ禍で

〜

時で金山駅宣伝行動
矛盾や課題が明らかにな

っぱりストを構えよう﹂

の組合Ｔシャツとワッペ

合未加入の職員に配布︒

アピールしながら加入をよびかけ
なかまが１人増えました！

ンで︑昼の休憩時間に集

必要性を痛感しました︒

ないことと︑制度改善の

間︑職員数が見あってい

ま す︒ 仕 事 量 と 勤 務 時

時で帰れなかった人がい

ても仕事が終わらずに定

りくみましたが︑どうし

﹁ノー残業デー﹂にもと

は時間通りに帰ろう﹂と

分会として﹁今日だけ

仲間が１人増えました︒

はできませんでしたが︑

短い時間でていねいな話

スタートです︒

山場でしたが︑ここから

21

工夫してアピール！

け︑３月 日当日だけで

ツイッターを活用＆
各職場を訪問でアピール！
高齢福祉支部・原谷こ
ぶしの里分会では︑昨年
の﹁いっせい行動﹂は未
知のウイルスを持ち込ま
せないという緊張のな
か︑自粛という選択をと
りました︒
その後１年間︑人と会
うことも控え︑徹底した
した︒
当日は︑職務免除を取
った５人の仲間が各職場
をステッカーと要求ボー
ドを持って訪問し︑写真
や動画を撮らせてもらっ
てツイッターにアップす
る行動に︑ 人の職員が

しをすることができま

で辞めようかと悩む福

る姿勢を示し︑次に自

協力してくれました︒

せん︒安心して一人暮
こえて閲覧された︒エ

祉労働者が大勢いる︒

揺さぶる言葉で信頼し

各職場でボードを大きく
掲げて発信！

らしをすることができ
ッセンシャルワーカー

分の経験や思いを端的

職場にしよう﹂
﹁労働

﹁あなたの力が必要﹂

14

18

︻神奈川︼桜木町駅前で署名宣伝行動

︻福島︼さくら分会では未加入者にも声をかけ
て︑１人が加入！

︻大阪︼大阪地本では４職場 人でスト実施︑
日中は大阪労連のなかまとデモ行進

感染予防のもと︑毎日緊
張して仕事をしてきまし
た︒ウイルスの正体が分
かってきた今年は︑現場
の苦労と政府の後手後手
な 対 応 の ギ ャ ッ プ に︑
﹁エッセンシャルワーカ
ー の怒り﹂ を伝えたい
と︑思い切りとりくむこ

る給料がほしい！﹂と

この夢や悩みに共感

てもらえる優しさと強

としての役割が注目さ

さを表現するために︑
自らの﹁言葉の力﹂を

れている福祉労働者本

環境を一緒に改善させ

となかまに加わること

鍛えようと訴えた︒コ

人が︑当事者として顔

よう﹂と語りかけるこ

発信と対話の力を身につけて
なかまを増やそう
を出して自分の言葉で

とに自信と確信が持て

発信し︑対話をすすめ

リアルな実態を発信し

を呼びかける︒すでに

てなかまを増やすこと

たことが︑大きな反響

組合員である私たちに

ているだろうか︒
福祉保育労は︑この

につながったのではな
いか︒

に挑戦していこう︒

岩 手
宮 城

キンダーホーム分会、忙しさに負けず
集まってアピール！
すぎのこ保育園分会、入り口脇に
横断幕を掲げて保護者にアピール

17

メッセージを掲げた写

とにしました︒

原谷
こぶしの里分会

埼 玉
東 海
17

広 島

京 都
85

14

３月11日

﹁一人暮らしができる給料を﹂とアピールした
ツイートは表示回数 万超の大反響に！

11

ストに入って愛知県と名古屋市に
むかう要請団
いずみ会分会、おそろいのＴシャツで

メーデーにむけて
みんなの要求を
集めよう！

11

13

は︑相手の立場に立っ

５月

11

春闘期の組織拡大キャ

４月

要請書とネット署名を提出

35

画・ニムラ
案・タミヤ

73

新年度を迎えて︑職

９時半〜
●１日(土) 第92回メーデー
●３日(祝) 憲法記念日 憲法集会
●16日(日) 組合を知らせるオンライン学習交流企画
●31日(月) 福祉保育労中央行動

11

97

17職場116人がストへ 約4000人が行動に参加
19時〜
組合を知るオンライン学習企画
●23日(金)

97

②
2021年４月号

福祉のなかま
第352号

③

2021年４月号
新宿区にある特別養護

27

老人ホームに看護師とし

て入職したのは 年前︒

病院勤務時代の﹁治療﹂

と は 違 い︑﹁ 高 齢 者 が 楽

しく過ごせるようにと働

いてきた﹂と語ります︒

65

分会執行委員長や地本執

行委員を務め︑２０１８

年３月に 歳の定年を迎

福祉のなかま

える際に︑再雇用を求め

力
ラ

チカ

たものの︑法人は拒否︒

組合

他の職員たちが再雇用さ

！

い
伝えたの

れているなか︑不当な対

応 で し た︒﹁ 医 療 的 ケ ア

第352号

村松

不当な定年後再雇用拒否をはね返し
みんなの力で勝ち取った勝利！

真理さん

が必須となっている現場

で︑健康で無遅刻・無欠

勤で働き続けてきたな

か︑﹃ 職 場 に 戻 せ ﹄ と い

加入者も含めてあがった

う声が職場内から組合未

ことがうれしかった﹂と

振り返ります︒

組合活動を理由とした

不当労働行為として︑東

京都労働委員会に救済を

申し立てました︒東京や

全国のなかまからの ＦＡ

Ｘ要請やハガキ︑分会の

署名なども力に︑昨年

月に労働委員会から職場

復帰の勝利命令を勝ち取

りました︒団体交渉を経

て︑雇用を拒否された期

間の賃金の支払いと︑２

年９カ月ぶりに今年１月

からの職場復帰を実現し

﹁多くの人に支えられ

ました︒

て復帰できた︒一人ひと

護職場にしたいし︑組合

歳ま

りが人間らしく働ける介

員を増やしながら

で働き続けたい﹂と力強

い決意で前を向いていま

す︒

︻趣味 ︼映画鑑賞

75

11

Ｆ

23

㉒野球でアウトの反対語
㉔塩づけした肉類を煙でい
ぶし乾燥させた食品︑サ
ケの⁝製

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▶５月15日
発表▶2021年６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

３５０号︵２０２１年２月
号︶の答えと当選者
３ ５ ０ 号 の 答 え は︑
﹁ア
イスバーン﹂でした︒応募
は 人でした︒抽選により
次の方々に図書カードを送
ります︒
平間 玲美さん
︵ 北海道地本・つくしの子分会︶
深田 智子さん
︵ 山梨福祉労・いずみ会分会︶
西山 玲華さん
︵ 東海地本・田代保育園分会︶
西山 恵美子さん
︵大阪地本・大阪聴覚
障害者福祉会分会︶
加納 洋子さん
︵福岡地本・福岡市社会
福祉事業団分会︶

応 募 方 法

⑮座⁝⁝︒指定⁝⁝
⑰相手を倒しうち負かすこ
と
⑲ハンコとも言います
㉑地球の一つ外側の惑星
㉓隣の⁝⁝ふは青い
㉔トランプの女王の札
㉕⁝⁝あかつきを覚えず
㉖河豚と書いて？

Ｅ

■ タテのカギ

Ｄ

︻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？

Ｃ

①ピッカピカですね
②反対語は﹁否決﹂
③実家のこと︒⁝⁝帰り
④最後︒⁝⁝スパート︒⁝
⁝オーダー
⑤漢字では英国
⑦月の明るい夜
⑩スリー⁝⁝チェンジ
⑪小説や映画の結末部分
⑬失敗のもと︑⁝⁝大敵
⑯酒を飲むのをやめます
⑱回り道をすること
⑳書類などを入れて持ち歩
く用具︑英語ではバッグ

Ｂ

■ヨコのカギ

①⁝⁝省略︒⁝⁝同文
③人を驚かせた後喜ばせる
こと︒⁝⁝パーティ
⑥入場券や乗車券
⑧花粉症の代表的樹木
⑨⁝⁝ムンムン︒⁝⁝球
⑩画家の仕事部屋
⑫ 精神的なゆとり︒⁝⁝し
ゃくしゃく
⑭ おとぎ話・一⁝⁝法師

答え

A

NHKの特集で
福祉保育労が取り上げられた！
大阪地本・さつき福祉会分会 肥後

慎一さん

福祉保育労がとりくんだ要求アンケートの
声がNHKの「ニュースウォッチ９」で取り
上げられたことが印象に残りました。１月15
日の放送を偶然自宅で観ました。組合のがん
ばりがメディアで報道されたことをうれしく
感じ、 引き続きの運動が必要だと感じまし
た。

Myメッセージ

東京地本 あかね苑分会 書記次長

紙面を読んで

解説特集は分会で保存して
学びあいに活用したい
北海道地本・つくしの子分会 平間

玲美さん

賃金も安くて休みもとりづらく、やりがい
と続けたい気持ちが比例しないのは誰もが感
じることなんだなぁと思いました。２月号の
特集で統一要求の項目がわかりやすく解説さ
れて勉強になりました。今後も役に立ちそう
なので分会で保存し、学びあう機会を持ちた
いと思います。

クラスター発生
応援を受けてがんばってます！
北海道地本・緑花分会 山田

奈穂子さん

障害者施設で１月にクラスターが発生しま
した。利用者を守るために奔走する職員にも
感染が広がり、いろいろな施設や病院から応
援をいただき、がんばっています。早く終息
を！

３人の娘に刺激を受けて
YAWARAの道へ
山梨福祉労・いずみ会分会 深田

智子さん
３人の娘が練習しているのを見て、アニメ
「YAWARA」 世代の私は大興奮！ つい
に、38歳にして柔道を始めました。自分と向
きあい続ける２時間の練習では、何もかも忘
れて没頭してます。目標は試合に出ること！
ケガに気をつけ、 保育も柔道もがんばりま
す。

不安な時期だからこそ、
将来の備えと今の節税にもなる

「年金共済」をおすすめします!!
締切

新年度を迎え、期待と不安を抱えた新しい職
員が各職場に入職しています。また、コロナ禍
が１年以上続き、みんなが不安や悩みを抱えて
いる状況ではないでしょうか。
聴きとる対話で寄り添いながら、組合と共済
の加入をすすめましょう！

５月 日共済会必着

新入職員や未加入者に
組合・共済加入のお誘いを！

15

学された方へ
お子さんが小・中学校に入
「分会慶弔共済」に加入して
いる分会で名簿登録されてい
て、新年度に小・中学校へ入学
されたお子さんがいる場合は、
「入学お祝い金」の給付対象と
なります！（分会の担当者を通
じて請求してください）

みんなから
お祝いされているようでうれしかった！

娘の中学校入学祝いをいただきました。制服や
ら教科書にお金がポンポンと出ていってしまう時
にいただいたお祝い金。みんなから「娘さん大き
くなったね。よかったね」とお祝いされているよ
うで、とってもうれしかったです。本当にありが
とうございました。
（福島県 Ｉさん）

年金共済の加入には「ワンコイン共
済」への加入が必要です。まだ「ワン
コイン共済」に加入していない方は、
これを機会にダブル加入のご検討を！

制度の紹介（※）
月々5000円から自由に掛金設定ができます。
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コースの２つのコ
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。
※各事項の詳細など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。

④

