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回社会福祉研究交流集会をオンラ

いことがある︑⑥なにが

の意図や実践を理解しな

を受ける人はケアする人

んでいます︒人と社会に
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マに︑記念講演と分科会で構成︒同志社大学の岡野

る〜コロナ禍での実践と教訓をふまえて〜﹂をテー

加しました︒今回は﹁福祉労働の意義と役割を考え

特徴を﹁女らしい﹂活動

柔軟性や臨機応変などの

す︒ジェンダー規範は︑

こ と が 難 し い︑ な ど で

最善のケアか解答を得る

評価しません︒つまりは

人間らしい営みの価値を

し︑資本主義はこうした

の は あ り ま せ ん︒ し か

とってこれ以上貴重なも

された︒一部で

た救済命令が出

員会に求めてい
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●「男女同数にする」ということがジ
ェンダー平等のように語られること
が多いが、
「ジェンダー規範を支え
ている価値観を転換するのだ」と広
げていきたい。

●国民全体でケアをとらえることの重
要性を感じた。防衛費にはお金を回
しても、社会保障や福祉労働者に回
さないのは、私たちの声が小さいか
らだと再認識した。

●すべての人が何らかの形でケアに関
わる、関われるような社会を作って
いかなければいけないのではないか
と思った。

ばと思う︒

︵大西︶

団交をおこなう道筋になれ

祉労働者が地方公共団体と

が︑民間委託されている福

だまだ続いていくだろう

かいは不服申立によってま

のではないか︒京都のたた

交を求めていく必要がある

否定し︑地方公共団体に団

誤った学説を先頭に立って

労働者こそ︑この理不尽で

なんでもない︒私たち福祉

者と認めることは過度でも

であることは明白で︑使用

つ地方公共団体こそ使用者

託費の額を決定する力を持

説となっている︒だが︑委

うことが昨今では主流の学

に︑使用者性を限定的に扱

ねない﹂とある︒このよう

度に拡大することになりか

きことになり使用者性を過

共団体を使用者と認めるべ

強く受ける︵中略︶地方公

団体からの委託費の制約を

あてるべき財源が地方公共

し︑命令書には﹁人件費に

る 画 期 的 な 命 令 だ︒ し か

認め︑京都市に団交を命じ

はあるものの組合の訴えを

る﹂の概要と参加者の感想を１面に︑実践報告と全

準︑低い賃金は︑日本社

国民・有権者が価値を決

体会の概要と感想を２・３面に掲載しました︒

いと生きられない人のた

かを訴え︑多くの人々が

いのは︑ジェンダー問題

会でのケアの位置づけを

な関心や配慮をむける︑

ケ ア と は︑
﹁私たちが

参加し︑誰がどのように

めになされる︑②ケアの

般的には社会的文化的性

④ケアは個別性を必要と

善く生きるために︑この

ケアを担うのかを決める

と密接に関係していま

象徴しています︒だから

差と定義されています

することからケアする人

世 界 を 維 持 し︑ 継 続 さ

ことが民主主義です︒

ニーズは一人ひとり異な

コロナ禍は︑社会がケ

が︑政治的につくられて

は特殊な知識や判断︑責

せ︑修復するためのすべ

す︒つまり︑女らしい労

民主主義を変えないとい

アに対して︑いかに無関

き ま し た︒﹁ 男 ら し さ ﹂

任が求められる︑⑤ケア

る︑③ケアする人は︑ケ

心であったかを明らかに

﹁女らしさ﹂といったジ

働と思われているからで

けない︒社会にとって︑

しました︒ケアは社会全

ェンダー規範を︑国は教

アを必要とする人に特別

体に利益をもたらすもの

育などを通して国民に体

す︒ジェンダーとは︑一

です︒今後は︑ケアを社

得させています︒規範と

いかにケアが大切なもの

会基盤ととらえ︑公的な

な る 家 族 像 を 示 し︑﹁ 子

を変える
ケアを重要課題と位置づ

民主主義
育てや家事は女性が無償

問うことが
ける政治の実現が求めら

規定し、
価値を
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ケア労働は
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「女らしさ」
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政治の実現を
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社説（６月21日付）で「10年前の税・社会保
障一体改革の際に、保育士の配置を手厚くす
援に関わる政策を一元的に担うとし、岸田首

ることが約束されたが、その後の政権は実現

相は予算の倍増をめざすというが、財源も使

を置き去りにしてきた」と批判した。現場本

途も不明だ。朝日新聞は同庁設置に関連する

位の政策を求めて声をあげていこう。

2022年
7・8月号
第366号
全国福祉保育労働組合

６月 15 日、「こども家庭庁」を来年４月に
新設する法律が成立した。子どもや子育て支

１時まで預けられる超長

長保育を利用すれば夜中

午前７時に開園し︑延

制はギリギリで︑職員も

れている︒受けとめる体

させ︑お風呂も週３回入

午後６時から夕食を食べ

一人ひとりが尊重される

保護者も︑そして職員も

事にすることと同様に︑

子ども一人ひとりを大

あれば︑毎月の分会で短

ている︒煮詰まることが

い職員の状況も認めあっ

どの特定の勤務ができな

変則勤務でも︑早番な

ってきた︒

深夜勤務の手当も勝ちと

つけるようにし︑早番や

い︑超過勤務手当は必ず

働き方について考えあ

論だけでなく︑分会では

誇りを持つ﹂という精神

﹁親を支える自分たちに

ていきたい︒

音を引き出せるようにし

めている︒若い職員の本

る﹂とは言わず︑受けと

な意見にも﹁間違ってい

ているので︑職員のどん

を言ってもいい﹂と言っ

いがある︒子どもに﹁何

一人ひとりの考えには違

業の受けとめなど︑職員

ている︒保育観や新規事

時間でも状況を出しあっ

りを大切にしてきた︒職

ニケーションと集団づく

を着用しながら︑コミュ

ゴーグル︑時には防護服

コロナ禍で︑マスクや

から﹁他の職員のことを

話もあったが︑若い職員

てきてやめようかという

た︒感染状況が落ちつい

でもやりたいことなどを

っていること︑コロナ禍

れしかった言動︑心に残

してきたが︑子どものう

うようにしている︒

東海地本 かわらまち分会 樽見 香さん
︵保育園 保育士︶

かっとう

と話しかけられなくな

会議を見直して一人ひとりが当事者に

ってしまう︒また︑より

絡・相談︶がしにくくな

大切な報連相︵報告・連

くなる︒それでは︑最も

る︒配置基準の改善や報

え︑実践を深めやすくな

利用者と今以上に向きあ

員配置に余裕があると︑

足りないとできない︒職

い﹂と思っても︑職員が

増加が続くなか︑引き継

の大幅な変更や欠勤者の

コロナが蔓延して勤務

式でおこなってきた︒

リッド︵組みあわせ︶形

Ｚｏｏｍ と対面のハイブ

毎日の引き継ぎ会議も︑

員会議や事例検討会議︑

時間では︑たいへんなこ

が大きい︒事例検討会議

から引き継いできたこと

値観の大切さを先輩たち

話しあう文化や違う価

事者になる︒

思いを共有することで当

が出て︑継続している︒

けてほしい﹂などの意見

知ることができるので続

いきたい︒

の小規模化にとりくんで

すんできたなかで︑施設

職員配置基準の改善がす

始めた︒児童養護施設の

禍でもできることとして

窯づくりなども︑コロナ

畑での野菜作りやピザ

共有する時間にした︒

︵児童養護施設 児童指導員︶

よい実践には遊び心と仕

ぎ会議後に職員の気持ち
とや困ったケースを検討

い場面もある︒安否確認

要で︑身体介護より難し

人員を確保して︑ヘルパ

げとともに︑余裕のある

るのか不安になる︒賃上

たなかで︑働き続けられ

︵夜間対応型訪問介護 ヘルパー︶

京都地本 つばさ園・ももの木学園分会 中尾 将也さん

事に向かう姿勢の共有も
酬の引き上げの運動を若
を共有する時間を設定し

や身体の様子の観察もし

ーがやりがいを見い出せ

で更衣は１日１回︒職員

者施設では入浴は週２日

い ﹂ で は︑﹁ 重 度 の 障 害

やしてこんな仕事がした

第１分科会﹁職員を増

た︒

テーマを深めあいまし

つ計６つに分かれて︑各

のテーマで２グループず

踏まえて︑分科会は３つ

記念講演と実践報告を

一 致 し ま し た︒﹁ そ の た

職場づくり﹂の重要性で

調された﹁何でも話せる

る﹂では︑実践報告で強

の 力 で︑ 専 門 性 を 高 め

第２分科会﹁職員集団

どの声があがりました︒

具体的に主張したい﹂な

ように職員を増やしてと

も︑こんなことができる

た い ﹂﹁ 自 治 体 交 渉 で

での平等な生活に近づけ

祉労働の役割とは﹂ で

らしといのちを支える福

第３分科会﹁地域で暮

共感が広がりました︒

いるという実践の紹介に

認めつつ改善点を伝えて

際にはその職員の長所を

あたりましたが︑指導の

の指導の仕方にも焦点が

もありました︒若い職員

環境が重要﹂という指摘

めにも休憩が取れる労働

目を向けるには︑ゆとり

っている︒地域の課題に

こなすことで精一杯にな

働者は与えられた仕事を

が示されました︒﹁福祉労

づくりが大切﹂との考え

度を整備するための実践

対応が不十分なので︑制

による孤立などは公的な

ま し た︒
﹁孤独死や貧困

くい課題について語られ

は︑地域での顕在化しに

を増やして人として地域

﹁何のための職員増か﹂﹁指導では
長所を認める﹂﹁制度整備にむけた
実践﹂など論議深まる

３つのテーマで６つの分科会

まんえん

大切で︑学習と対話が必
い職員といっしょにすす
めていきたい︒

要不可欠だと感じる︒
﹁こんな支援をした

ている︒介護報酬が身体

るようになることが必要

パーの援助時間は

話しあう文化や違う価値観を大切に

時間保育の園には︑しん
葛藤しながら自らのしん
職 場 を め ざ し て い る︒

職員一人ひとりの違いを

どさを抱えた保護者が多
どさを職員会議で出しあ

受けとめながら集団づくり

くいる︒必要な子どもに

否定しない会話が
﹁報連相﹂の鍵
よりよい実践へ職員配置改善を
大阪地本 コスモス分会 中嶋 翔吾さん

備品が用意された︒普段

︵生活介護・就労継続支援Ｂ型事業所 支援員︶
新型コロナの第６波

職員集団づくりには︑

り︑情報が集まってこな

日々の会話や思いやりが

からコミュニケーション

勤務しているが︑クラス

第一に必要だ︒私は︑会

で︑職員と利用者の感染

ターが起きたショートス

話の中で他人を否定しな

があったからこそ︑乗り

テイに応援で出勤するこ

いで︑周りが発言しやす

が相次ぎ︑濃厚接触者も

とになった︒体制整備に

い雰囲気をつくることを

越えることができた︒

課題もあったが︑労使と

意識している︒否定する

増えていった︒作業所に

もに意見を出しあいなが

介護より低いのは残念

だ︒ほんの少しでもいい

分とケアプランで決ま

している岩手、宮城、滋賀、大阪、福岡の５人の組合員のほ

ら︑防護服や手袋などの

に欠かせない援助と︑使

だ︒利用者が陽性になっ

ので︑ゆっくりとかかわ

多くの退職者を見てき

命感があるからだ︒

るを得ない状況もある︒

ても入院できずに臨時で

作法︑個別性に配慮が必

は︑利用者のこだわりや

ヘルパー の生活援助

２年をこえるコロナ禍で
日々積み重ねた多くの経験
今︑改めて大切にすべきことは
十分な援助を保障するために

介護保険にはできること

訪問することもあった︒

ヘルパーに時間とやりがいを

者にあるが︑実際のヘル

の制約があり︑十分な援

京都地本 原谷こぶしの里分会 川上 裕之さん

分︑

助ができているとは言え

訪問介護は︑近所のス

っていて︑決まった援助

助︑デイサービスの送り

ーパー に行く買い物援

迎えの援助︑通院介助な

ある労働条件が必要﹂と

ープに分かれて、加入の経緯、活動状況、目標などを出しあ

れる時間がほしい︒

職場改善のとりくみも報告されました。後半は、２つのグル

組合づくりの特徴が教訓を踏まえて報告されました。

の意見が出されました︒

労との出会いが語られ、職場に組合員が他にいないなかでの

労働組合と地方労連・地域労連ですすめているケア労働者の

排泄介助など生きるため

全労連の原さんによる
学習講演の資料から

ている実践が話されました。宮城の林さんからは、福祉保育

ない︒

間のコミュニケーション

学習講演では、全労連常任幹事の原英彦さんから、産業別

をただ流れ作業でやらざ

の工夫と実践を重ねよ

そう︒国がつくった分

個人の紹介・つながりをもとに地域の福祉労働者に働きかけ

も入れる地域分会をつくろう」などとよびかけました。

ど︑地域の社会資源を利

福祉の基本として︑必要

う︒日々の実践を充実さ

断や格差と向きあいつ

細見さんからは、保育ケアユニオンの結成にむけて、団体・

していく社会的な運動を地域に広げていくうえでも、１人で

用して︑地域の活性化に

充足や利用料無償などの

せ︑職員間の関係性を密

が限定された︒それで

つ︑楽しい企画︑学び

を出しあっている」と活動の工夫が紹介されました。滋賀の

集会の記録動画を組合

る︒記念講演でも指摘さ

原理・原則を明らかにし

て︑希望に胸をふくら

も︑福祉保育労は 春

の企画︑健康にかかわ

開会あいさつで清水組織部長は、
「福祉保育労には166人の

地域分会・点在の組合員がいる。職員配置や賃金水準を改善

員むけに限定公開する︒

れ た が︑﹁ 福 祉 労 働 は 家

ている︒政府は処遇改善

にし︑要求実現と制度改

ませながらも︑時がた

祉労働者と利用する国

闘ですべての福祉職員

る企画などをすすめな

か、地方組織や中央本部の役員など19人が出席しました。

つながる︒利用者と地域

循環型の学習・研究活動

今回の集会のねらいは

事労働の延長で︑女性の

善の運動を強めよう︒福

大量につくられるなど︑

つと﹁これでいいのだ

をつなぐ役割が福祉労働

循環型の学習・研究活動を
めざして

をめざして︑視聴と感想
交流をすすめよう︒気づ

﹁記念講演から福祉労働

仕事だ﹂というジェンダ

をすすめているという

祉労働の意義と役割を語

ただし

者の役割と専門性を学

が︑春闘要求アンケート

り︑組織の拡大・強化に

きを発信・共有し︑職員

び︑ 考 え る ﹂﹁ 国 民︑ 利

ー差別が︑社会的な地位

の 推 移 で も︑﹁ 仕 事 を や

書記長

用者・家族にとって必要

や賃金の低さなどにつな

め た い ﹂﹁ 仕 事 で の 心 身

中央本部 澤村 直直

不可欠なエッセンシャル

がっている︒

入が不安定になる出来

労働者の間にも格差と

ろうか﹂と悩んで︑限

２０１３年に策定した

ワーカー像を考える﹂

高払い方式にされ︑利

コロナ禍の慰労金や

分断が持ち込まれた︒

﹁日常の気づきを利用者

いている職員がいる一

用者・保険料などとし

つなげよう︒

方で︑２年半も続くコ

て国民に負担も強いら

の疲れ﹂が悪化してきて

労働組合は働く人の

ロナ禍の福祉現場しか

界を感じることもあ

﹁福祉は権利﹂ビジョン

要求を実現するために

経験していない職員も

ワクチンの優先接種に

る︒若手も中堅もベテ

民との間に分断がもた

の大幅な賃金引き上げ

合づくりをすすめていきましょう。
らは、
「コロナ禍で集まりづらくても、グループLINEで悩み

い、全体会で特徴を共有しました。地域で１人でも入れる組
３つの活動報告では、大阪の合同分会つばさの奥田さんか

処遇と労働者処遇の向上

行動する組織だ︒コロ

れるようになった︒職

続き︑賃上げ施策でも

かつては︑保育・障

らされてきた︒正規が

を掲げ︑多くの分会で

号（９月５日発行予定）です。

いる︒

ナ禍でバラバラになり
増えているなか︑分断

員の処遇改善にも利用

害・高齢などの違いは

当たり前だった福祉職

●17日(土）
・18日(日）福祉保育労第39回定期全国大会
（予定）
※開催方式を調整中です。決まり次第お知らせします。

は︑私たちがめざす社会

そうになっても︑思い
について考えあいた

ランも︑要求でこそ労

あっても︑福祉職場は

場に︑非正規への置き

がら︑要求実現をめざ

９月

につなげる﹂の３点にあ

を一つにすることが重

算定対象の職種や事業

働者は団結できる︒労

者負担が求められ︑福

年以上働

い︒

要になる︒

働組合がみんなに栄養
をあたえて元気づける

全国共通の同じ措置制

すべての職員の賃上げ

組織になることをめざ

度だった︒しかし︑２

換えを可能にする常勤

を勝ちとった︒

持ち込まれてきた分断を考えあい
福祉保育労の魅力を広げよう

０００年に介護保険制

換算方式が導入され︑

して︑福祉保育労の魅
度が導入され︑介護・

力を広げていこう︒

福祉保育労として初めての全国地域分会・点在組合員交流

中嶋さんの勤務する社会福祉法人コス
モスの状況は新聞やテレビで報道

●10日(日）参議院議員選挙投票日
期日前投票も含めて、一人ひとりの１票を大切に、必ず投
票に行きましょう。

●入浴や食事の介助などその人らしさをいか
に大切にできるか、AIの導入がすすめら
れている中で、人と人との関わりを大切に
した実践をどう国に伝えていくかなど、モ
ヤモヤしていたことが話せた。
会をオンラインで開催しました。職場に分会組織がなく活動

30

福祉職場に入職し

22

オンライン
５月28日

60

不安定な非正規雇用が

７月

全体会での提起を広げよう

障害分野は事業所の収

分科会の感想から

たくさん
気づくことが
あったんじゃ
★例年どおり、今号は７・８月号のた
め、８月の発行はなく、次号は９月

４つの実践報告
職場・分会・私の視点でとらえよう

第24回社会福祉研究
交流集会報告特集
40

●とても話しやすい雰囲気で、
「もし、増員
がかなったら」という話で、職種が違って
も利用者さんを大切に思うのは同じだっ
た。増員できたら、自分も仲間も利用者も
その家族も幸せが増えると思った。

初の全国地域分会・点在交流会を開催
１人でも入れる組合づくりを広げよう

これから
にむけて

基調報告と記念講演のあと、職員間のコミュニケーションや
集団づくり、職員配置基準の改善・増員を実現してとりくみた
い実践・課題などについて、４人から実践報告をうけました。
質疑応答のあと分科会に移り、全体会で今後にむけた提起をお
こないました。地方組織に送っているニュースを参考に、地方
組織や分会などで視聴と感想交流を広げましょう。

②
2022年７・８月号

福祉のなかま
第366号

③

2022年７・８月号
設立５年目の認定こど

も園で保育教諭をしてい

ます︒点在組合員として

活動しながら職場に組合

をつくりたいと考え︑組

合を知ってもらうきっか

けとして春闘アンケート

に協力してもらうことか

ら 始 め ま し た︒ そ の 結

果︑職員の約７割が回答

してくれました︒

力
ラ

チカ

福祉のなかま

職場の労働環境につい

組合

て話しあうことも増え︑

！

い
伝えたの

法人にコロナ対策強化の

要望書を提出する活動へ

第366号

助けを求める人とつながり
我慢しなくていい職場をつくる

良徳さん

宮城支部 執行委員長

強化されました︒職員有

とつながり︑対策が一部

志一同という形ではあり

ましたが︑同じ思いを持

つなかまと一緒に活動で

きたことに大きな意味を

感じています︒今後も継

続してやりとりしていく

⑰男女が組んで円を描いて
踊る曲
⑱新しく職員を⁝⁝する
⑲夏の太陽は目に⁝⁝
㉑学級の呼び方
㉒魔法をかける時に使う棒
㉓十八番の読み方
㉕７月の誕生石
㉖ひっくり返ること︑ヨッ
トが⁝⁝した

■タテのカギ

15

です
⑯静脈↑↓
⑱これより先はない所
⑳愛想のない⁝⁝対応は悲
しい
㉒⁝⁝は千年︑亀は万年
㉔公私⁝⁝同

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▶８月15日
発表▶2022年10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

亜由美さん

東海地本・田代保育園分会 西村

満美さん

今年度は新しい職員はいないものの、組合
加入の声かけができていない職員もいるの
で、お誘いメッセージの入ったポスターを作
成中です。特集「コレが組合のチカラ！」の
「いざの時の組合と仲間」のワードがステキ
だなと思いました。

みんなで作ろう ! ! 働きやすい職場

３６４号︵２０２２年５月
号︶の答えと当選者
３ ６ ４ 号 の 答 え は︑﹁ チ
ャツミウタ﹂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︒
奥 亜由美さん
︵北海道地本・葦の会分会︶
坂下 美雪さん
︵ 東海地本・田代保育園分会︶
津田 康博さん
︵ 大阪地本・さつき福祉会分会︶
山下 史子さん
︵ 大阪地本・さつき福祉会分会︶
大西 慎太郎さん
︵大阪地本・コスモス分会︶

応 募 方 法

ためには︑組合が必要に

Ｆ

北海道地本・葦の会分会 奥

お誘いメッセージの入った
ポスターを作成中！

︻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？

■ヨコのカギ

Ｅ

なると考えています︒

談しながら活動をつくる

Ｄ

宮城支部の専従者と相

ことができましたが︑ど

Ｃ

うしたらいいのか分から

Ｂ

①７月７日の夜︑天空にか
かる橋
②映 画﹁ ジ ョ ー ズ ﹂ で 有
名︑軟骨魚類の代表格
③仲がよい⁝⁝夫婦
⑤夏の海のレジャーです
⑥楽天はイヌワシ︑ソフト
バンクは？
⑨日本の麺類の代表格︑⁝
⁝とうどん
⑪極めて小さいものをある
植物の実でたとえます
⑫祝儀の席で飲む⁝⁝酒
⑭しま模様が特徴的なエビ

答え

A

ず悩んでいる人や︑助け

を求めたくても誰に助け

を求めていいのか分から

ない人も多数いると思い

ます︒

①小学生が育てて青や紫の
花を咲かせる植物
④夏の花火や祭りで着る和
服
⑦ジャックと⁝⁝の木
⑧大葉とも言い︑梅干しに
も使います
⑩足８本はタコ︑ 本は？
⑪助言や忠告のこと
⑬学生の割引制度
⑮幅が広いことです

組合に出会うまで我慢

し続けなければならない

状況をなくして︑誰もが

つながりをつくりやすく

するためには︑積極的に

情報を発信していかなけ

ればなりません︒種別や

職場︑雇用形態等にかか

わらず︑誰もが安心して

働けるように︑組合活動

をしていきたいです︒

︻趣味︼家族でするバ
ーベキュー

10

誇りを持って働いている姿に
心動かされて
１面のわらべ保育園分会の特集で、
「９千
円では足りません」とワッペンをはって保育
をしている写真を見て、自分たちの仕事に誇
りを持って働いている姿に心を動かされ、が
んばろうと思いました。

Myメッセージ

林

５月号の紙面を読んで

大阪地本・さつき福祉会分会

肥後

慎一さん

「コレが組合のチカラ！」の特集で、10人
の組合員からの力強いメッセージに元気と勇
気をいただきました。そのなかでも、こぐま
分会の市原さんの「みんなで作ろう ! ! 働き
やすい職場」というメッセージが心に響きま
した。一人ではなく、みんなでつくっていく
ということが大切だと再認識しました。

石倉さんのメッセージに共感
大阪地本・コスモス分会 宮井

保代さん

「伝えたい！組合の力」を読んで、私も石
倉さんと同じ意見で、コロナ禍で福祉施設の
重要性と専門性の高さを再認識しました。そ
のなかでやっぱり賃金の低さを感じます。早
急に処遇改善を求めたいです。

新型コロナウイルス感染症にかかわる
共済の給付について

７月１日
から

個人共済（ワンコイン・医療・生命・交通災害）
ご加入のみなさんへ

新しい
共済期間が始まりました

2022年度の加入証書は７月中旬に発送
予定です。掛金は毎月 22 日（22 日が土･
日･祝日の場合は直後の平日）に指定口
座より引き落としとなります。
ただし、
「ワンコイン共済」のみの加
入の場合と「火災共済」の掛金は年払い
で、７月に１年分の掛金が引き落とされ
ます。

分会の共済担当者のみなさんへ
継続手続きのご協力ありがとうござい
ます。
2022年度「分会慶弔共済」の登録者名
簿と登録者証は、後日発送いたします。
まだ、手続きがお済みでない場合は、
大至急手続き（継続申込書と登録者名簿
の送付、掛金の振込）をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の自宅療養の請求について、宿泊療養前後の自宅療養期間が
５日未満の場合や「自宅療養証明書」等に陽性判明日等の記載しかない場合、また未就労
者（家族加入や退職等）の自宅療養等も、福祉保育労共済は柔軟に対応していこうと考え
ています。給付請求の際は、下記の表を参考に書類を準備して郵送してください。ご不明
な点はお問い合わせください。

摘
①医師や保健所・自治体か
らの指示による入院とホ
テル等の宿泊施設での療
養の場合

②医師や保健所・自治体か
らの指示による自宅での
療養の場合

要

「入院」
医療共済ならびに
ワンコイン共済の
医療給付

「休業」
医療共済ならびに
ワンコイン共済の
医療給付

必要書類
①給付請求書
②医師 ・ 保健所 ・ 自治体等の指示によ
り、 都道府県が宿泊療養のために用意
した施設で療養をしたことが分かる診
断書または証明書（入院証明書や宿泊
療養証明書等）
①給付請求書
②事業主の休業証明書
③医師 ・ 保健所 ・ 自治体等が発行した、
自宅療養を指示したことが分かる診断
書または証明書（自宅療養証明書や就
労制限通知書＆就労制限解除通知書等）
※「自宅療養証明書」 等に陽性判明日や
発症日のみの記載しかない場合は、 別
途、 書類が必要になりますので、 福祉
保育労共済にお問い合わせください。

※問い合わせ先：福祉保育労共済

電話03-5687-2901

④

