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先日、島根で福保労共済と「福祉は権利
ビジョン」の学習会をしました。組織共済
はすでに加入しているけれど、個人共済は
未知の世界だった私。改めて共済のあたた
かさを実感し、先のことを考えて、年金共
済の加入を検討しています。
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「福祉のなかま」が届くと、一番最初に
読 む の は「 福 祉 の 風 」 で す。
「福志郎先
生」もフムフムと思って読んでいます。
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島根支部･ひまわり第１保育園分会 小林 祥子さん
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子どもたちは毎日︑給
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じめ︑職員みんなで日々

食室と関わりあいながら

学び・考え合いながら一
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年金共済に加入しようかな…

原発事故から３年
香りに誘われてボディクリームな
どを集めています。好きな香りに包
まれている時が至福の時です。

子どもたちに安心・安全な給食を

安倍内閣と橋下･維新の暴走とたたかう
大阪地本・さつき福祉会分会 井上

ったのは？
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●19日
（水） 福保労･全保連･障全協

３月
●６日
（木） 全労連中央行動
●７日
（金） 福祉保育労中央行動
●８日
（土） 組織・共済拡大交流集
会

（東京）

●11日
（火） ３・11集会
●12日
（水） 回答指定日
●13日
（木） 暮らし守る総行動

４月
●10日
（木） 全労連中央行動
●24日
（木） 許すな社会保障改悪国
民大包囲

何とかしたい保育の
「３Ｋ職場」
奈良支部・みのり分会 菊池ヒロ子さん

応募方法

３団体学習会（東京）
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（ヒント：今月の「福祉の

保育士の給料が低いため、保育士不足が
問題となっています。我が園も、０歳児の
入所にともない募集しても見つからず、短
時間勤務の保育士でやりくりする日々 で
す。保育の現場は、年々厳しくなり、３Ｋ
の職場といわれているとか。何とかしなく
ては。
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福祉保育労

国会議員の認識の差にびっくり
東京地本 こなちゃんのパパさん

先日、ラジオ番組で片山さつき議員が、
生活保護法改悪を語るなかで「救護施設」
の名が出てきてびっくり。確かに生活保護
法にもとづく施設だが、一般の人が普通に
利用する施設ではない。認識の差にまたび
っくり。
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火災共済

家計への負担は増すばかり…

共済を支えるなかまが新たに増えました！
■個人共済■
新規加入申込数：生命共済３人 医療共済４人
火災共済４人 合計11人
都道府県別加入者数 ： 山梨１、京都１、大阪１、兵庫
１、岡山１、広島１、福岡２（人）
■組織共済■
新規加入申込数：３分会
都道府県別加入者数：滋賀８、京都７、大阪11（人）

♪♪ お知らせ ♪♪

組織・共済拡大全国交流会

春闘期の組織拡大、共済拡大の意思統一と共
済新制度に向けた意見交換、各地のとりくみ交
流をし、実践に役立つ「14組織・共済拡大全国
交流会」を開催します。
すべての地本・支部から、組織・共済担当役
員の参加をお願いします。
日 時：2014年３月８日
（土） 11：00〜17：00
場 所：亀戸文化センター 第２研修室
（カメリアプラザ５階）

そこで、掛金の安い福祉保育労共済への見直
しをおすすめします。
福祉保育労火災共済の掛金は全国一律で地域
による格差がありません。もちろん値上げの予
定もなし。火災はもちろん、落雷による電化製
品等の被害、風水害等（雪害も含む）、突発的
な第三者の加害行為も保障の対象です。

●風水害等（雪害も含む）

●突発的な第三者の
加害行為

年額掛金の比較

●落雷による
電化製品等の被害

たとえば
Ａさん（20代、鉄筋18坪、借家、単身世帯）
Ｂさん（30代、鉄筋25坪、持家、３人世帯）
Ｃさん（50代、木造50坪、持家、４人世帯）
最高保障額
福祉保育労
火災共済
他の一般的な
火災共済の例

A 300万円 B 3000万円 C 4500万円

900円

9,000円

27,000円

1,200円

12,000円

31,500円

２０１２年北海道地本大会にて

火災共済に加入
備えあれば
憂いなし！

14年度は消費税の増税、社会保障の負
担増・給付減、さらに民間の火災保険
の保険料が３〜５％程度上がる見通し
と報道がされています。

〈2013年秋期 新規加入キャンペーン結果発表〉

幸司さん

戦争する国へと暴走する安倍内閣の阻止
に奮闘するのと、大阪は橋下維新ともたた
かわなければいけません。吹田市長も維新
系で、都知事と同様に（!?）百条委員会に
招集し、不正の真実を追及しないといけな
い運動をしている最中です。

火事や災害が自分に降りかかるとは、あまり
考えません。でも？と思い、年に１回「まあい
いか！」と火災共済の掛金を払ってきました。
ところが、昨年２月に玄関の天井から、水がポ
タポタ落ちているではないか。雪が解けてから
業者に見てもらうと、屋根に穴。そこから水が
入り、断熱材も壁も取り替えないと駄目となり
２度の工事。ふと、
「これは火災共済の対象に
なるのでは」とひらめき、本部に電話。書類と
写真を送ると、 工事費の一部が振り込まれ、
「入ってて良かった」を実感しました。「備え
あれば憂いなし」
。みなさん、何があるか分か
りませんよ！（2012年秋給付）
北海道・札幌保育労組分会共済会
土岐 由紀子さん
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