政治の流れを
投票に
行かなきゃ
！
変わらないゼ

などの子ども分野や訪問

期となります︒要求実現にむけて︑一人ひとりの１票で政治の流れを変えてい

す︒参議院には解散はなく︑今回選ばれる議員は２０２８年までの６年間の任

世論と運動によって︑

も相次ぎました︒

大幅に削減されたケース

減収となり︑ボーナスが

害福祉事業所で大規模な

よって︑介護事業所や障

粛などのコロナの影響に

会的養護を除いて打たれ

的で︑職員の増員策は社

のの︑規模も対象も限定

た︒一歩前進ではあるも

なる矛盾も広がりまし

あたりの支給額が少なく

している事業所ほど１人

けば︑手厚い職員配置を

由に憲法を変える必要は

録︶は︑災害や侵攻を理

会︵すべての弁護士が登

年５月に日本弁護士連合

うものです︒しかし︑今

めに憲法を変えようとい

が必要だとして︑そのた

抑制できる緊急事態条項

攻の際に︑基本的人権を

ことが重要です︒

して核兵器廃絶を求める

し︑唯一の戦争被爆国と

防衛で平和外交を展開

の憲法にもとづいて専守

道へ進むのではなく︑今

を拡大させて武力行使の

﹁力には力﹂と軍事力

らに深刻さを感

ナ禍になってさ

てきたが︑コロ

の解消をと訴え

職場の人手不足

今までも福祉

コロナ禍で
浮き彫りになった
政治と福祉の関係
てきたでしょうか︒

10

みんなで変えよう
介護の職員を優先対象か

岸田政権のもとで︑２月

ていません︒政治が本気

なく法律の対応で可能だ

コロナ禍になって２年

日投票の予定で

守り社会を支えるエッセ

ら外しました︒初年度の

からケア労働者への処遇

になれば︑もっと抜本的

として反対する会長声明

日公示・７月

ンシャルワーカーとして

慰労金の支給でも︑子ど

改善策がスタートしまし

な対策を講じることがで

を出すなど︑その必要性

７月に参議院選挙がおこなわれます︒６月

の役割を果たし続けてい

も分野は支給対象になり

た︒﹁ ９ 千 円 賃 上 げ ﹂ が

きたはずです︒政治と福

く必要があります︒１〜３面で︑参議院選挙を特集します︒

ますが︑政治に支えられ

ませんでした︒また︑ク

掲げられたものの︑一部

日本の未来を決める

が 問 わ れ て い ま す︒ ま

次の国政選挙は︑昨年

重要な選挙
祉職場の密接なかかわり

月に総選挙がおこなわ

力﹂と言い換えて認める

攻 撃 能 力 ﹂ を﹁ 反 撃 能

に す る 主 張 や︑﹁ 敵 基 地

ません︒日本の未来を決

に半数を改選︶まであり

の参議院選挙︵３年ごと

の解散がないと︑３年後

平和外交の展開を

ひろみ

げていきたい︒ ︵渡部︶

準の改善を求めて︑声をあ

足に対し︑現場から配置基

今一度︑福祉職場の人手不

っても︑重要だと感じる︒

どもにとっても保護者にと

も︑配置基準の改善は︑子

ような危険を防ぐために

僚の言葉が耳に残る︒この

いんですかね？﹂という同

くならないと動こうとしな

ね？﹂
﹁子どもがもっ と亡

は変わらないんですか

痛 く な る︒
﹁なぜ配置基準

ニュースが報じられ︑胸が

保育現場での死亡事故の

基準に限界を感じる︒

て︑保育士配置の国の最低

る子どもが年々増えてい

丁寧な支援をより必要とす

れだけ人が必要なはずだ︒

を丁寧に保障するには︑そ

ている︒一人ひとりの発達

に携わる重要な役割を担っ

のではなく︑その子の人生

ただ子どもを見守っている

充はない︒保育の仕事は︑

るのにも関わらず︑人の補

ナ対策で仕事量が増えてい

じる︒保育現場では︑コロ

ワクチン接種では︑国

ラスターの発生や利用自

大阪メーデーで増員・賃上げの
要求幕を掲げて

参議院選挙は

半近くが経ちます︒私た

が保育園や児童養護施設

22

子どもたちは
ジェンダー平等なのに
高宮信一･作

ち福祉職員は︑いのちを

を除いて数千円の手当に

た︑自民党内からは防衛

動きも強まっています︒

める重要な選挙です︒政

れた衆議院︵任期４年︶

自民党や維新の会から

党・候補者の政策を見極

兆︶

コロナ禍やロシアのウ

は︑アメリカの核兵器を

めて︑要求の実現の扉を

費を今の２倍︵約

をコロナ禍が浮き彫りに

要求実現の扉を開こう

したと言えます︒

とどまった職場が多くを
占めています︒学童保育

クライナ侵攻をめぐっ

国内に配備して共有する

開く１票を投じましょ

軍事力拡大でなく

て︑日本の憲法や防衛を

﹁核共有﹂の議論を求め

憲法にもとづいた

めぐる動きも出ていま

う︒

なかま

〇〇〇党

※公示日翌日から期日前投票が
できます

や社会的養護の施設を除

１票で

10

政党名か
候補者名を
書いて
投票します

る声も高まっています︒

参議院選挙は
２種類投票します

参議院選挙
発行責任者／土田昭一
2022年６月５日発行

12

比例代表

す︒災害や外国からの侵

候補者名を書いて
投票します

ふくし みらい

選挙区

7月10日投票

予
定
〒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

５月25日、熊本地方裁判所は、国が2013年

「専門的知見に基づく適切な分析や検討を怠
10月から３年間にわたっておこなった生活保

った」と強く批判し、厚労相の裁量の逸脱・
護の減額は、生活保護法に反するとして、原

濫用だとした。2021年２月の大阪地裁以来の
告勝訴の判決を言い渡した。厚労相が社会保

勝訴判決となったが、引き下げありきの政治
障審議会の部会にはからなかったことなどを

のあり方が問われている。

2022年
６月号
第365号
全国福祉保育労働組合

熊本地裁が違法と判決
生活保護引き下げ

働省などと交渉しまし
護︑学童・児童館の６つ

社 協 ・ 事 業 団︑ 児 童 養

の増員やさらなる賃上げ

かし︑切実に求めた職員

と要求を伝えました︒し

の分野ごとに︑現場実態

た︒保育︑高齢︑障害︑

福祉職員の増員を求める声に
従来の回答を繰り返す

福祉保育労では５月
日の中央行動で︑厚生労

■厚生労働省の回答
﹁一律に職員配置基準を引き上げる

中央メーデー会場で東京
地本と中央本部の組合員

た︒主催者あいさつで全
労連の小畑議長は︑ケア
労働者の賃上げ施策など
に ふ れ︑
﹁掲げた要求に
確信を持って︑労働組合
への結集を高め︑運動を
すすめていこう﹂とよび
かけました︒

大阪・寺田書記長
登壇して決意表明
社会保障の充実を

が参加して、連帯のスピーチをおこないました。

と︑中小の事業所を中心に運営に支障
大阪メーデーは︑扇町

加し︑オンライン配信も
おこない︑終了後はデモ

大幅処遇改善など

同時に、国のお金を軍事ではなく、私たちの生活のために使

について︑出席した厚労

公園でおこなわれ︑１２

加しました。

省等の担当者は︑消極的

００人が参加しました︒

社研集会の参加などがよびかけられました。

が出るので慎重な検討が必要だ﹂
行進しました︒東京地本

集会では︑大阪地本の寺

日本共産党の志位和夫委員長、社会民主党の福島みずほ党首

掲げた要求に確信
は組合員にオンライン視

田書記長が決意表明に立

リストの竹信三恵子さんは「憲法９条は不戦の誓いであると

な姿勢に終始しました︒

聴をよびかけ︑執行委員

員が、翌７日は中央本部と神奈川県本部の組合員が行進に参

回メー

立憲野党から、立憲民主党の奥野総一郎国対委員長代理、
打ち出すことや、組織部が作成した33分の学習動画の視聴、

５月１日︑第

かせよう。それが憲法 14 条の理念を守ることだ」
、ジャーナ

︵障害福祉課と老健局︶

の一部と中央本部の役職
ち︑コロナの第６波の影

集会後に行進しました。この日は中央本部と東京地本の組合

２９００人が参加

デーが全国２００カ所以
員が会場で参加しまし

などに寄り添うなかで、分会の結成と26人の加入につながり

上の会場で開催され︑賃
響をうけた福祉職員の実

改憲を多くの人は望んでいない」
、などと訴えました。
最後に春闘後半では、組合加入を勧める際に共済の魅力も

上げや増員︑平和などの

たくさんいる。女性のみなさん、前に出て、私たちの声を響

福祉職員の賃金は
全産業平均より月８万円も低い
態と今の職員配置での限

の中で景気、福祉、教育・子育てを合わせると68％になる。
被爆者のほか、労働組合の組合員など約 300 人が参加し、

要求実現にむけてアピー
界にふれ︑﹁いのちが大切
にされる社会保障が必要

言う声を上げて女性がたたかれることで、口をつぐむ女性が

ルしました︒東京・代々

兵器は使わせてはならない」と語りました。

木公園の中央メーデー集
ではないでしょうか﹂な

は』という問いで、
『憲法』は２％しかいない。他の選択肢
める集団的な相談も受けている」
（福岡）など、前向きな変

会は︑人数を制限した形

ある。この一文を守ることは常にたたかいでもある。モノを

どと力強く訴えました︒

い」と述べ、ロシアによる核兵器使用の危機に、
「絶対に核

で２９００人が会場で参

感染防止対策をして
集まった東京地本の
組合員
聞の世論調査で、
『あなたにとって一番優先すべき政治課題
会を結成し、２回の団交をおこなった。パワハラの改善を求

全産業平均は 万４８０

ながら最低賃金１５００

条、性別、社会的身分、または門地によって差別されないと

０円︑保育士 万６５０

円の実現を掲げる野党の

りませんので、ぜひ参加したかった。実現できて大変うれし

毎月きまって支給する額

また︑消費の冷え込み

議員が増えることが︑福

い」
、市民連合から上智大学教授の中野晃一さんは「朝日新
入した」
（神奈川）
、
「県労連の労働相談から特養ホームの分

︵超過勤務手当等などを

や物価高騰も踏まえて︑

祉職場をはじめとする労

ポイント前後も低

の今日、 明日を考えるからこそ、 ９条をなくしてはいけな
「憲法14条には、すべての国民は法の下に平等で、人種、信

０円︑介護職員 万６０

野党の多くが求める消費

外 交 の 先 頭 に ﹂﹁ 原 発 を

も

代の半分ほどで

各界のスピーチで、 フリーライターの小川たまかさんは

田中熙巳代表委員は、
「
（90歳になったので）いつ死ぬかわか

含んで役職者込み︶は︑

で︑ベースアップにつな

税の５％への減税も今回
働者の賃金底上げへの近

なくす﹂など︑どんな内

私たち一人ひとりの１

く︑

して︑投票に行きましょ
う︒

訴える日本原水爆
被害者団体協議会
の田中熙巳さん

会の連帯挨拶では、被爆者で日本原水爆被害者団体協議会の

言があり、４月に県本部で学習会を開いたら２人が共済に加

０円と︑月額８万円以上

がっていません︒社会的

の選挙の争点です︒さら
道になります︒

組合の会議や休憩中に

容でも否定せず︑その理

票で選挙結果は変わり︑

す︒

した︒ 代・ 代の投票

だ と 語 ら れ た︒ こ れ

済給付を受けたことが分会で『すごい』と話題になったと発

の開きがあることが明ら

養護を除いて実現してい

に︑中小の事業所を支え

く書いて掲げて見せあう

﹁私が総理大臣だったら

由も伝えあいましょう︒

プ﹂
﹁教育費ゼロ﹂
﹁平和

コレをやる！﹂をテーマ

も︑ほとんどの政党・候

その影響を今後大きく受

率は特に低い状況です︒

は︑私たちが国会請願

憲法とか言っていられないという人がいるが、逆だ。私たち

かになりました︒２月か
ら始まったケア労働者の
賃上げ施策は﹁９千円で
は足りない﹂
﹁９千円に

ない職員の増員ととも

た︒政治と密接なかかわ
など︑自由に出しあって

もなっ ていない﹂ 実態

に︑抜本的な対策が必要

りのある私たちが政治や
み ま し ょ う︒
﹁職員を増

です︒

選挙を話題にできなけれ
や す ﹂﹁ 賃 金

万アッ

ば︑政治は遠のくばかり

に︑実現したいことを数

です︒

紙面では︑２人の組合

を変えていく必要があり

員が参院選にむけたメッ

として︑全額国費で賃上

で提出してきましたが︑

人に分かれて︑紙に大き

ます︒

与党が審議に応じずに実
セージを掲げてくれまし

げを実施する法案を共同

現していません︒力関係

影響を大きく受ける選挙
必ず投票に行こう！

補者が福祉労働者の処遇

けることになりますが︑

過去３回の参院選でも︑

改善を公約に掲げる見込

大切な１票を生かすた

きな違いがあります︒

みです︒しかし︑その金
前回の参院選の投票率は

めに︑期日前投票も活用

今度の参議院選挙で

額などの規模も含めて︑

・８％と半分を切りま

員の増員や憲法などにつ

し︑
﹁ベアができる条

署名や議員要請を重ね

代の投票率は全体より

内容はさまざまです︒職

いての姿勢は︑さらに大

件はある﹂との確信を

てきたことが実を結び

た。東京地本や中央本部の組合員10人も参加しました。

厚生労働省の賃金構造

再要求して法人内の保

持とう︒この成果を︑

コースの出発集会が東京・夢の島公園で開催されました。集

基本統計調査︵昨年６月

育園と学童との手当額

まだ労働組合と出会え

言う人は９条守れと言わなければ。こんなにたいへんなのに

実施・３月発表︶では︑

った︒全４９１分会の

５０００円の格差を解

わせるしくみ。財布は一つなのだから、社会保障にお金をと

大阪メーデーで訴える
大阪地本・寺田書記長

憲法施行から75年となった５月３日、東京都内で憲法大集
ました。栃木からは相談のつながりの継続状況、岩手から郵

東京・有明防災公園
５月３日
が増加。東海では、労働相談に複数で対応して、要求づくり

野党が法案提出も与党は応じず
一人ひとりが望むことも出しあって

７・５％であり︑ケア

消させた︒また︑大阪

いた分会を地本役員が支援して、活動が活性化されて加入者

政権を運営して政策を

福祉職場でも︑政府

労働者の大幅賃上げア

始めていることを示し

３月に15人が加入しました。京都では、活動が困難になって

講じる与党に対して︑野

が２月に導入したケア

クション︵全労連︶で

ていない地域の福祉労

ている︒

月から始ま

額８万円の格差解消が

でも全産業平均との月

準にはほど遠い︒最低

役割に見合った賃金水

福祉労働者の社会的な

今回の賃上げでは︑

働者にも伝え︑なかま
に加わって一緒に賃上

げを勝ちとろうと呼び

必要だ︒

算による処遇改善で

分会のある法人が公立園の運営を受託し、働きかけのなかで

党は批判と提案の役割が

労働者の処遇改善事業

のいずみ野福祉会分会

容はあたり前︑職員全

かけていこう︒

は︑確実にベアを勝ち

と、５つの地方組織から事例報告をうけました。大阪では、

60

あります︒野党は福祉職

を活用した賃上げが実
把握している ％から

では︑家族会に署名協

経営がベアに踏み切れ

員に加入してもらって

たケア労働者オンライ

る公定価格や報酬の加

ン決起集会では︑与野

とることを意思統一し

日に開催され

党の議員から処遇改善

て︑夏から要求提出の

５月

の政策実現には組合の

準備を始めよう︒

投票に行こう！

員の処遇改善が不十分だ

施された︒福祉保育労
みても低い︒ 月以降
が不透明という理由で

力を要請して﹁要求内

では 分会が基本給の
ベースアップを勝ちと

なかったためか︑ほと

がんばれ﹂ と励まさ

なかまと︑職場・地域

職場での交渉力も必要

2019年
2016年

30

大幅な賃上げ＆
増員の実現をアピール！
全体討論では、
「２月の県本部委員会で、コロナ休業で共

化を共有しました。

30.96
33.37

20代
60代
全体

20

63.58

会が３年ぶりに会場で開催され、約１万5000人が集まりまし
５月６日、2022年原水爆禁止国民平和大行進の東京−広島
送アンケートの反響などが報告されました。

80

20

これまでの若い世代の
声の大きさは
年配層の約半分です
投票に
！
行くピヨ

（全体、60代、20代を抜粋）

20

●10日(日）参議院議員選挙投票日（予定）
期日前投票も含めて、一人ひとりの１票を生かしましょう！

48

35.60
40

2013年
10

７月

（％）

20

30

●22日(水）参議院議員選挙公示日（予定）
会場は限定されますが、翌23日から期日前投票ができます。

48.80
50

54.70
60

52.61

６月

過去３回の参議院選挙の投票率

改憲発議許さない！
守ろう平和といのちとくらし
2022年憲法大集会に１万5000人
出席しました。春闘前半までの組織強化・拡大状況報告のあ

25 33

25

70.07
67.56
70

国民平和大行進
５月６日

◆厚生労働省賃金構造基本統計調査（21年６月実施・22年
３月発表）
※時間外手当、深夜・休日・宿日直・交替手当など込みで
役職者を含む 税・社保料控除前

京都地本・高齢福祉支部
こぶしの里分会（小規模多機能居宅介護） 吉田耕太さん

93

昨年10月に続く２回目の会議をオンラインで開催し36人が

25万600円
介護
職員

労働組合の賃上げ成果に確信を
月からのベア獲得へ準備を始めよう
んどの分会で毎月支払

れ︑６０００円のベア

そのなかでも︑東京

に労働組合があったか

を勝ちとった︒全国の

う手当での賃上げにと

の陽光保育園分会で

らこその成果だと共有

どまった︒

は︑労働時間の短縮を

第２回全国組織担当者会議
４月24日

25万6500円

2022 メーデー
核兵器使用の危機のもとで平和行進スタート
「絶対に使わせてはならない」 被爆者訴え
先進事例と工夫を共有して、さあ足を踏み出そう

保育士

東海地本・ひまわり保育園分会
四宮未南美さん
10

33万4800円

どの保育園でも、人が足りないから、
「休みがとれない」
「休憩が回らない」
「保育を離れて事務時間がとれない」な
どをよく耳にしますよね。そう言わざる
を得ない職場環境が悪いのではなく、そ
れぞれの職場任せになってしまっている
制度がよくないです！どの職場でも、誰
でも同じように、自分の身体も大切にし
て働ける環境を選挙で求めたい！
は
今のままで
も
し
ら
く
福 祉も
じゃよ
の
ん
ら
良くな

10 13

27

全産業

賃上げや増員の
要求を参議院選挙の
！
１票につなげるちゅん

参議院選挙 ここがポイント

５. 27
中央行動
全産業平均と
福祉職員の賃金比較
コロナ危機でも「必要な人に必要な福祉を届
ける」―そんな思いで福祉現場は奮闘してきま
した。どれだけ困難な状況でも、相手の自己実
現に寄り添い暮らしを守る。そんな福祉の仕事
は尊く、複雑な社会の中でとても価値ある仕事
だと思うようになりました。しかし、そんな福
祉に対する政治の態度は冷たいままです。もっ
とより良い福祉が届く社会に変えたいです！
11

10

特集 １票を活かして政治を変える
37

10

②
2022年６月号

福祉のなかま
第365号

③

2022年６月号
妻の郷里である舞鶴へ

の移住を機に福祉の仕事

に就いて７年目になりま

す︒社会福祉法人まいづ

10

る福祉会は︑就労支援や

事業所で運営

生活介護など障害者福祉

事業を

し︑約１００人の職員が

働いています︒当初の組

合活動は︑年に１回焼肉

福祉のなかま

を食べることぐらいでし

力
ラ

チカ

転機となったのは︑仕

組合

た︒

！

い
伝えたの

事上の悩みを抱える職員

の存在でした︒相談を受

第365号

４月号の紙面を読んで
年金だけでは生活できない
大阪地本・コスモス分会 八木

Myメッセージ

樫村

組合活動を通してまわりの人を
大切にできる職員を増やしたい

泰高さん

京都地本 まいづる作業所分会 分会長

慎一さん
１面で特集されていた「福祉保育労に入ろ
う」という記事が印象に残りました。福祉保
育労の歴史や労働組合の役割がていねいに書
かれていたので、よく理解できました。

け た 分 会 は︑﹁ 存 在 意 義

が問われる﹂と決意を固

め︑問題解決にあたりま

した︒直後の２０１８年

秋︑分会長になり﹁分会

活動を何とかしたい﹂と

の思いを強くしました︒

大阪地本・大阪総合療育センター分会

18

幸江さん

「戦争が始まったら、うちの子は
生きていくことはできない」

19

大阪地本・大阪福祉事業財団分会

原田

雄一さん

知的障害を持つ利用者のお母さんが「戦争
が始まったら、うちの子は生きていくことが
できない」と話されていました。本当に微力
ですが、できることをしたいと思います。

⑲⁝⁝正しくあいさつ
㉑⁝⁝惨憺︵さんたん︶
㉓⁝⁝の⁝⁝は表
㉔なくて七⁝⁝

17

坂野

「９千円賃上げ」ですが、以前に働いてい
た職場では全員を対象にしたようで、常勤の
福祉・介護職員は月２千円、非常勤の職員は
時給５円のアップとなりました。これで政府
の言う「処遇改善」になるのでしょうか。

⑯積もると山になる？
⑰手紙に書き加えました
⑲岸からは遠いです
⑳⁝⁝先発はあの投手
㉒物事をなしとげる力
㉕四つの胃を持つ動物
㉖左側に両目がある魚
㉗ ︑ 歳も⁝⁝です

■ タテのカギ

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▶2022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 肥後

元の職場では月２千円、時給５円のアップ
これで「処遇改善」ですか

３６３号︵２０２２年４月
号︶の答えと当選者
３ ６ ３ 号 の 答 え は︑﹁ オ
ボロヅキヨ﹂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︒
原田 雄一さん
︵大阪地本・
大阪福祉事業財団分会︶
山崎 碧さん
︵大阪地本・大阪福祉事業
財団分会・すみれ保育園班︶
八木 雅子さん
︵大阪地本・コスモス分会︶
相原 実季さん
︵ 大阪地本・さつき福祉会分会︶
馬場 順子さん
︵ 大阪地本・穂積福祉会分会︶

応 募 方 法

地本役員の力を借り

て︑まずは分会会議を定

Ｆ

「福祉保育労に入ろう」特集が印象に

︻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

例化しました︒学習や交

Ｄ

■ヨコのカギ

Ｃ

①俳句集﹁おらが春﹂とい
えば小林⁝⁝
②でんでんむし
③ジャックが登ったのは⁝
⁝の木
④建物を建てる土地
⑤じめじめする季節
⑥子どものような顔
⑨二つで一組です
⑪雨が上がっても忘れない
でね
⑭別れて住もうか
⑮長野市︑お寺といえば
⑯６月第３日曜日
⑱パソコンを⁝⁝期化する

Ｂ

流︑要求議論を重ね︑労

①いんちきのこと
④雨の日は高いですね
から
⑦絡まりながらぐんぐんと
伸びていきます
⑧ ⁝⁝入りかと思われた難
事件が解決しました
⑩物書きのこと
⑫全勝力士に⁝⁝が付く
⑬ 市民への⁝⁝攻撃は許せ
ません
⑮よい行い︒⁝⁝行を積む

答え

A

使協議をおこない︑残業

代の上限撤廃と老朽化施

設の改修を勝ちとりまし

た︒組合の意義や役割を

確 認 し︑ 共 有 す る こ と

で︑﹁ 幽 霊 組 合 員 ﹂ は い

10

なくなり︑組織拡大もす

人となりました︒

すんで 人だった組合員

は

職場での組合の存在感

が増せば︑法人は分会の

要求を無視できません︒

今後は日常的に職員の声

を法人に届け︑７割を占

める非正規職員の時給ア

ップ・一時金支給と看護

師のオンコール手当の実

現をめざします︒

︻趣味︼初めてのお店
を探し︑妻と食べ歩く

18

雅子さん

「福祉の風」に「年金だけでは生活できな
い」ということが書かれてあって、何となく
そうかなと思っていたけれど、いざ突きつけ
られると、貯蓄や投資で増やさないと足りな
いのかとハッとさせられました。記事にある
ように、40代以降の賃金が抑えられようもの
なら、怒りでいっぱいになりそうです。

年金共済、ワンコイン共済、
もっと知りたい！
大阪地本・大阪福祉事業財団分会（すみれ保育園班） 山崎 碧さん

年金共済やワンコイン共済について、もっ
と知りたいと思いました。どこの施設でもコ
ロナ対策の悩みなどを抱えているのだと思い
ました。

まだまだつづく新型コロナウイルス感染症…

福祉保育労共済に加入して
「万が一」に備えよう！

あなたが
全国のなかまを支え、
全国のなかまが
あなたを支えます！

新型コロナの第６波はピークを過ぎたと言われ、政
府はこれからのマスク着用について緩和する考え方を

福祉保育労共済は７月が年度スタート！
期日までに更新の手続きを！
ワンコイン共済等の個人共済、分会慶弔共済、どちらも契約期間は７月
から翌年６月までです。継続手続きの書類は、５月中旬に送付しました。

・書類は分会の登録先に届きます。
・登録者名簿には、登録者の氏名の変更、分会 ・ 班の異動、新しい登録
者、退職・脱退等をご記入ください。また、分会慶弔共済継続申込書に
は、代表者や担当者、給付金振込口座の変更などがありましたらご記入
の上、同封の封筒で６月15日までに返送してください。
・登録者数分の掛金を同封の振替用紙で納入してください。
※分会慶弔共済は「分会が加入」 する共済です。
「分会のみんなで入ろ
う」の位置づけを。

☆ワンコイン共済などの個人共済
・書類は加入者の自宅に届きます。
・氏名、住所、加入口数、口座名義の変更等がありましたら、同封の封筒
で６月15日までに返送してください。
※返送のない場合は自動継続更新となります。

ますが、感染リスクの高い福祉職場では、引き続き集
団感染が相次いでいます。福祉保育労共済にも、組合員からコロナの給付申請が毎
日のように届き、まだまだ油断できない状況が伝わってきています。日々緊張感を
もって利用者と向きあう福祉労働者の「万が一」のための共済です。ぜひみんなで
加入しましょう！

まさかのコロナ感染
入っててよかった！

☆分会慶弔共済の手続き

公表しました。しかし、新規感染者数は減ってきてい

想定外のコロナ出費

共済に助けられました

コロナで自宅療養となり、給付を受けられました。検査代、薬代、後遺症
の診察などいろいろと出費が多く、気持ちが沈みましたが、ワンコイン共済
の給付があったことで、経済的負担がやわらぎました。気軽に入れる金額
で、そこそこの保障があるので、入っていて良かったと思いました。
（群馬支部 はとっ子さん）

職場感染で中等症に…

少ない掛金で大きな保障

職場でコロナのクラスターが発生し、自分も陽性になっ
てしまいました。
自宅療養で寝込んでいましたが、
１週間た
っても熱が下がらず入院となりました。
少ない掛金なのに、
休業も入院もしっかり給付されて、
とても助かりました。
（北海道地本 リボンナポリンさん）

④

