大人になったらなりたいもの 保育士が小学女子高学年で１位に

高齢者の人生と
ていくべきとの問題提起

るべき介護労働をとらえ

向きあって受けとめ︑あ

よくある違

の職場で

るなど

反事例につい
て質問も出さ
れ︑監督官の立場

がされました︒

向きあって介護
労働をとらえる
労働基準監督官
から解説がされまし

日︑横浜市

た︒働き方を見つめ直

・

で開催されました︒制度

から見た

月

改悪がすすめられている

望 を 大 切 に し よ う と︑

事に携わった頃の夢や希

部中央執行委員が報告︒

守度チェックについて服

初日の後半は︑法令遵

による神奈川クイズと︑

神奈川県本部のみなさん

夕食交流会では︑地元

すきっかけになりまし

介護労働の現場

﹁介護の仕事が好きだか
続いて﹁労働基準監督官
各地の紹介を楽しみなが

切り拓くために﹂と題し

授︒﹁ 介 護 労 働 の 未 来 を

都女子大の石田一紀教

るとともに︑記録業務が

で︑労働基準法を学習す

法令違反が横行するもと

だきました︒介護職場で

る集会となりました︒

間とつながりが実感でき

を深めました︒全国の仲

会にわかれ︑学習と交流

ア︑労働組合講座の分科

た︒

ら︑アントキノキモチを
から見た介護事業所﹂を
ら︑中華街の味を満喫︒

今だからこそ︑介護の仕

大切に﹂をテーマにしま
テーマに全労働省労働組
翌日は３つのチームケ

した︒
合の役員から講演をいた

て︑数々の施設での事例
サービス残業になってい

記念講演の講師は︑京

を通し︑高齢者の人生と

第21回高齢者福祉の職場に働く
仲間の全国交流集会inよこはま

アップと休暇が取れる処

遇改善が必要で︑そのた

めに組合が要求する﹂

﹁夜勤の体制が人手不足

でくめない︒休みでも緊

急対応でよび出される現

プと言われても精一杯が

ながら伝えました︒

福祉労働は

状﹂
﹁障害者の工賃アッ

福祉﹂を痛感した

んばっ ている﹂
﹁事業所

りないのに︑雇用支援ま

での支援だけでも人が足

人と関わること
月 ・ 日に神戸市

音楽療法士の米津多美

戦場ルポ

﹁平和こそ最大の

第20回障害者福祉職場で働く
職員の全国交流集会in兵庫

原子力は戦争の産物
２つの記念講演があ

器を使ったセッションと

大切なのかについて︑楽

意欲を引き出すのに何が

さんの講演は︑障害者の

利を奪っていることがあ

が︑労働者と利用者の権

自立支援法以降の問題

論がされました︒障害者

ではできない﹂などの議

人の参加が

り︑戦場ルポライターの

映像によるお話で︑福祉

らためて明らかになりま

で開催し︑

西谷文和さんは︑戦争の

労働が人との関わりの労

ありました︒

悲惨さ︑戦争と原子力は

した︒

て︑ご当地クイズ・共通

者からのおみやげをかけ

夕食交流会では︑参加

働であることを再認識さ
産物であることをデ
ータと映像を示し

福祉労働者と

大

が割れる人もいて笑いに

りでは︑何度もバルーン

心して２０１５年を迎えた

ボキボキに砕き︑誰もが安

︵岡︶

包まれました︒

本の手﹂が﹁３本の矢﹂を

選挙では︑たくさんの﹁３

合 う﹁ に ぎ り あ う 手 ﹂︒ 総

だれもが対等で共に協力し

め﹁ い だ き と め る 手 ﹂︒ ③

を自分の痛みとしてうけと

しのべる手﹂
︒ ②人の痛み

い︒救いを求めた人に﹁さ

営むのは一人ではできな

されました︒①経済活動を

手﹂で退治しようとお話し

矢﹂をはね飛ばす﹁３本の

ス と い う 妖 怪 の﹁ ３ 本 の

教授が講演で︑アベノミク

院の浜矩子︵はまのりこ︶

す︒先日︑同志社大学大学

税の引き上げに怒り心頭で

生活をするか苦しみ︑消費

価上昇にどうやりくりして

しょうか︒国民の多くは物

が日本にどれだけいるので

がる必要はない︒そんな人

受けている人はもやしに群

れ︒アベノミクスの恩恵を

得のもやしが常に売り切

ます︒スーパーではお買い

買おうか⁝﹂と心から悩み

けの予算で何を

庶民は﹁こんだ

厳しい懐事情の

高値にため息︒

たび︑食料品の

買い物に行く

アベノミクスで格差拡
高宮信一･作

いと強く願います︒

た︒バルーンアートづく

項探しで盛り上がりまし

状を変えるには︑賃金の

集をしても応募がない現

分 科 会 で は ︑﹁ 職 員 募

不十分な施策

利用者の権利奪う

せられました︒

別ものではなく戦争の

93

﹁アントキノキモチ﹂を

16

戦争と福祉は両立しない

15

23
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大切に 専門性と
働き方を問い直す

ために、学びあって語りあいました。

11
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新結果が発表された。幼児・児童を対象にし

なりたいのにならない選択がされ、保育士
た調査で、女子全体で「食べ物屋さん」に次ぐ

不足が深刻になるなか、夢を壊さない政治の
２位、 小学女子高学年で１位となっ たのは

支援が必要ではないか。

2014年
12月号
第282号
全国福祉保育労働組合

11月20日、第一生命が26年続けている「大

「保育園・幼稚園の先生」。女子全体の11.1％と
人になったらなりたいもの」アンケートの最

いう水準は、
この20年では95年に次ぐ高さに。

語りあって笑顔 学んで力
11月は高齢者介護、障害者福祉、それぞれの分野で種別
処遇改善の実現を求めてすすめてきた「運動の秋」
。

協議会と開催地（神奈川・兵庫）が中心となり、恒例の

全国交流集会が開かれました。運動を実らせる

月
みんな

日︑ 福 祉 保 育 労

は ︑﹁ 福 祉 は 権 利
の一歩キャンペーン﹂の一
人の参加があり︑

環で︑中央行動を開催︒全
国から
﹁福祉労働者の確保と定
着︑
要請に関する基本政策﹂
︵緊急提言︶の学習と実態

厚生労働省も
賃金の低さと
改善の必要性示す

一般と月 万円近くの賃金格差
一刻も早く大幅な改善を

り必要︒職員配置の引き
上げを﹂︵群馬・保育︶︑
﹁グループホームの職員
の大半は月 回程度も宿

﹁すべての福祉労働者を

実現署名﹂ にも掲げた

きている︒いい介護がし

も横行するようになって

残業は常態化︑パワハラ

法が守られず︑サービス

参 加 者 か ら は︑
﹁労基

護︶など︑厳しい実態を

いる﹂
︵東京・ 児童養

休日や時間外で対応して

達障害の子どもが増え︑

弊していく︒被虐待や発

勤状態︒職員は孤立し疲

６月に全会一致で成立
門職として業務にあたっ

用者が求めているのは専

実際には定期昇給財源へ

た﹂と強調しましたが︑

﹁一定の引き上げはされ

・ 特例事業︶ によっ て

善の事業︵交付金・加算

年度から始まった処遇改

で 年度から︑保育で

厚労省は︑介護・障害

認めるも
﹁財源が﹂

改善の必要性は

期限と児童福祉分野の

の責任による社会保障の

す る チ ャ ン ス で す︒﹁ 国

総選挙は︑要求を実現

行動しないと
変わらんぞ

がりました︒

具体化を﹂などの声があ

した福祉人材確保指針の

表を賃金水準の参考に示

と 予 算 を ﹂﹁ 福 祉 職 俸 給

の底上げを保障する施策

現場は﹂
﹁低すぎる賃金

持たないんですよ︑今の

省 の 認 識 に は︑
﹁５年も

くみ︶も必要﹂との厚労

階に細分化し移行するし

や賃金に応じて複数の職

アラダー︵仕事を難易度

年・７年などでのキャリ

くみ︵評価制度︶や︑５

﹁キャリアアップのし

た︒

姿勢も崩しませんでし

源確保﹂が条件だという

務省との折衝による﹁財

％への消費税増税や財

必要性は認めながらも︑

ん︒さらなる引き上げの

上げにつながっていませ

どによって︑必ずしも底

の充当や一時金カットな

改善は必要だが
消費税増税など財源が⁝
人材不足の
実態と要因は？
現場からあがった

対象とした全額国庫負担

たいのに１分でも早くと
もとに一刻も早い大幅な

切実な声は⁝

による助成金制度﹂の創

効率が優先されている﹂
改善を求めました︒

直をしているが実際は夜

全 産業平均との賃金格

︵東京・高齢︶︑﹁報酬単

交 渉 で は︑
﹁処遇改善

差 に つ い て︑﹁ 勤 続 年 数

価が低く賃金が保障でき

し︑介護・障害職場を対
てくれる人﹂︵京都 ・ 障

﹁子ども・子育て支援新

充実﹂
﹁実効性ある福祉

新制度を前にした学童保育の交渉

の交流︑人材確保対策を求
める厚生労働省交渉などを
展開しました︒交渉のポイ
ントをレポートします︒

追及する交渉団

等がちがうので一概に比

ないので︑視覚障害者の

設などを迫りました︒

万円近くの差があるこ
外出支援・同行援護のヘ

較するのは難しいが︑月

とは重々認識している﹂

象に来年４月までに﹁必
害︶︑﹁定年間近の職員の

ルパーが集まらない︒利

要な措置を講じる﹂と明
手取りが月 万 円 ︒ 若 い
職員も手取り 万ちょっ

話をすすめ︑２月までに
署名を集めていくことを
よびかけてきました︒

政治を変えて

制度﹂の施行が来年４月

労働者の処遇改善﹂
﹁憲

要求を実現しよう

に迫っていますが︑処遇

法改悪反対︑戦争する国

会保障解体法です︒
来年４月実施の子ど

同 法 は︑
﹁ 自 助︑ 共

護者が子育てについて

た︑
﹁父母その他の保

じて﹂
﹁国民が自立し

学校︑地域︑職域﹂の

にもとづいて﹁家庭︑

々の役割を果たす﹂の

定するところは︑児童

第三条で﹁前二条に規

成 す る 責 任 を 負 う ﹂︑

心身ともに健やかに育

護者とともに︑児童を

公共団体は︑児童の保

破壊︑消費税増税︑原

社会保障解体︑雇用

勢も問われています︒

か︑福祉の実践者の姿

の押しつけを許すの

させるのか︑自己責任

福祉法の精神を具体化

発再稼働︑集団的自衛

の福祉を保障するため

権行使容認など暴走の
末の解散総選挙︒２年

関する法令の施行にあ

理は︑すべての児童に

の原理であり︑この原

を推し進める政治の実

﹁権利としての福祉﹂

を迫る審判をくだし︑

各勢力に根本的な反省

保障解体を競い合った

前に消費税増税と社会

たって︑常に尊重され

ませんか︒

に行使しようではあり

現へ︑選挙権を積極的

なければならない﹂と
しています︒
国や自治体の責任を
明確にした憲法や児童

自分のための
１票ですね

子どもによりよい保育を
子どもの育ちは「ありのままで♪」宣伝
１月

日比谷野音に3000人
保育部会・全国リレー宣伝
●17日（土） 第51回中央委員会
（〜18日 東京）予定
☆全国大会に次ぐ機関会議で、春闘方針な
どを決定する会議です。

と示されました︒

記した﹁処遇改善法﹂に

とで︑一生懸命働いても

つ い て も︑﹁ 処 遇 改 善 の
必要性を十分に認識した
自立できない︒子どもも
保護者も個別の対応がよ

もの﹂との答弁がありま
した︒

大幅な処遇改善の実現へ

日︑安倍首相は

厚労省交渉で
明らかになった
政府の姿勢

対話・署名・選挙で
政治を変えよう！
月
﹁アベノミクス解散﹂と
称して︑突如として衆議
院を解散し︑ 月 日投
介護・障害職場を対象

改善に極めて消極的な政

づくりストップ﹂などを

国会議員会館前で国会に向け
たアピール集会︵ 月 日︶
10

11月３日、福祉保育労などの実行委員会の
主催で、
「子どもたちによい保育を！11 ・ ３
大集会」が東京・日比谷野外音楽堂で開催さ
れ、福祉保育労の組合員約 700 人を含む 3000
人が参加。保育部会「ありのままで♪」宣伝
の報告でステージに登壇しました。
保育部会では10月から「子どもの命と育ち
は国と自治体の責任で」と全国リレー宣伝を
展 開 中 で す。
「子どもの育ちはありのまま
で、新制度はそのままでは困ります」と大き
く掲げた横断幕を各地で引き継ぎ、12月まで
つないでいきます。
（写真 ：11 月 24 日神奈川
・大船駅前）

次号2015年１月号は、通常の４頁の
倍の８頁で構成して発行する予定で
す。新春の座談会、新年の「みんなの
チャレンジメッセージ」、福祉保育労
に期待する寄稿など、学びあいに活用
できて話題にもできる内容に、ご期待
ください。

にした﹁処遇改善法﹂の

府の姿勢が今回の交渉で

争点に︑暴走政治の継続
にＮＯの意思を示すため
に︑政治を語って投票に
行くことをよびかけま
す︒

11

11月15日、福島支部第30回定期大会が開催
されました。震災から３年８か月が過ぎ、子
どもたちと外へ出て活動できることも増えて
きています。また、高齢者介護分野では、県
労連 ・ 医労連 ・ 自治労連と支部が協同し、
「高齢者のつどい」を成功させてきました。
産休代替が見つからないなど慢性的な人手不
足がどの職場にも起きていて、とても厳しい
なかで働いている状況が出されました。自分
たちの権利をきちんと学びあっ て要求実現
を！と全会一致で議案が採択されました。
11月14・15日、第10回全国児童養護施設職
員等学習交流会が東京でおこなわれ、44人の
参加がありました。例年に比べると少ない人
数でしたが、その分一人ひとりが発言できる
密度の濃い会になりました。１日目はグルー
プディスカッションで各施設のとりくみや課
題を共有しました。２日目は「人材育成」と
「施設運営の充実」をテーマに２つの分科会
をおこないました。ふだんは問題ばかりに目
が行きがちですが、今後どうしていきたいか
を前向きに話せる場となりました。

次 号 の お 知 ら せ

票で︑解散総選挙がおこ

﹁改悪﹂や﹁抑制﹂で
はなく﹁解体﹂をすす

助︑公助﹂を掲げて﹁家

の第一義的責任を有す

も・子育て支援法もま

族相互及び国民相互の

るという基本的認識﹂

める法律です︒

助け合いの仕組みを通

た生活を営むこと﹂を

を基本としています︒

﹁全ての構成員が︑各
﹁健康で文化的な最

基本としています︒

低限度の生活﹂を保障

しかし︑１９４７年
制定の児童福祉法は︑

する国の責務を放棄
し︑自己責任の問題に

第二条で﹁国及び地方

37 89

募集しても人がこない…
サービス残業は常態化…
深刻化する厳しい実態

日の総選挙で 暴走政治の継続にＮＯを

ジンなどをつかって︑対

祉は権利﹂ニュースマガ

遇改善実現署名﹂や﹁福

月からスタートした﹁処

福祉保育労として︑

も明らかになりました︒
10

福島支部・定期大会
児童養護協議会

12月

なわれることになりまし
た︒
介護保険の改悪など︑
安倍政権が２年間ですす
めてきた﹁基本は自助﹂
の社会保障政策や︑ か
月連続で実質賃金がマイ
ナスとなっている経済政
策︑閣議決定による解釈
改憲で集団的自衛権行使
を容認した安全保障政策
などが問われます︒

月
２０１２年当時政権
についていた民主党
と︑自民党・公明党の
三党の合意によって︑
同年の夏に社会保障改
革推進法が強行成立し

必ず投票へ行こう

12

政治を変えるチャンスを生かそう！

11・10中央行動

解散総選挙

福祉の実践者として
積極的な選挙権の行使を

ま し た︒ 社 会 保 障 の

14

すり替える大転換の社

2012年
12月16日
2009年
8月30日

59 32

12

10

（％）

11

慢性的な人手不足 権利を学んで改善へ
節目の第10回全国学習交流集会を開催

81

総選挙の投票率の推移

14

15

50 10
46 20

49 45
50

63 87
60

59 79

69 28
67 51
70

「福祉は権利ニュースマガジン」の発行や宣伝用の
ぼり旗、横断幕の作成など、「福祉は権利」をみん
なの一歩で展開していくための費用を賛同金として
集めています。分会・支部に１口3000円・年間複数
口のご協力をお願いしています。

画・ニムラ
案・タミヤ

若者の投票率アップがカギ

20

10

09

ンペーン」
「みんなの一歩キャ
！
賛同金にご協力を
目標 1000万円

2005年
9月11日
30

郵便振替口座 00110-1-45713 全国福祉保育労働組合
（
「みんなの一歩賛同金」
と明記してください）

福祉保育労
厚生労働省

11

21

12

全体
30代
20代
40

10

10

厚労省交渉
ハイライト
10

10

88

②
2014年12月号

福祉のなかま

第282号

③

●12日（金） 福祉三団体学習会 （東京）

福祉のなかま

第282号

しぶ や
しゅん ぺい

た︒介護の仕事は大変で

フットサル、野球をしています。
身体を動かして体力をつけ、日々の
生活や仕事に役立てています。

由里子さん

保育士４年目で仕事にもなれてきて、やり
がいも出てきました。組合のこともなんとな
くでもわかってきて、自分も何とかしなけれ
ばと思うけれど、まずはしっかり組合のこと
を知る！そして後輩に伝える！ことを大切に
がんばっています。毎日忙しいけれど、がん
ばるぞー！いつも「福祉のなかま」をみて、
元気もらってます。

卒園までにあれもこれもやりたい！
奈良支部・いずみ保育園分会 田上

順子さん

異動して２年目に受け持った年長組の運動
会も無事終わり、ひと回りもふた回りも成長
した子どもたちに囲まれ、楽しい毎日を送っ
ています。卒園まであと４か月、あれもやり
たい！これもやりたい！やりたいことだら
け！いーっぱい楽しむぞ ! !

次男の誕生日は… この子に平和な社会を残したい
大阪地本・さつき福祉会分会 鈴木

⑬真心︒誠心⁝⁝

⑭髪の毛をとかす道具

⑯天井の⁝⁝を払う

⑱赤と白とロゼがあります

⑳紙に包んで捨てましょう

㉒挿絵︒⁝⁝マップ

㉔⁝⁝イブ︒⁝⁝ツリー

㉖⁝⁝ある鷹は爪を隠す

㉘⁝⁝︑雷︑火事︑親父

ば

㉙大みそかに食べる⁝⁝そ

■タテのカギ

①フーテンの⁝⁝さん

章

②分かりにくい︒⁝⁝な文

慎一郎さん

10月に次男が誕生しました。なんと２年前
に誕生した長男と同じ誕生日 ! ! 確率的にはな
かなかのもんだと思います。この子に平和で
安心して生きられる社会を残してあげられる
か、今が大切な時ですね。できることをやれ
る大人でありたいです。

スマホの扱いは難しい… でも娘の「原動力」
大阪地本・大阪福祉事業財団分会 桑原

月

12

⑬赤穂義士が眠る寺

月

10

⑮陰暦の

⑰眠気︒⁝⁝に襲われる

⑲板を曲線状に切る道具

㉑利息が付きません

㉓最後︒⁝⁝シーン

㉕おとぎ話の一⁝⁝法師

㉗草木も眠る⁝⁝三つ時

２８０号︵２０１４年

号︶の答えと当選者

答えは﹁タスケアイ﹂で

した︒応募は 人でした︒

抽選により︑次の方々に図

慎一郎さん

順子さん

書カードを送ります︒

鈴木

田上

︵大阪地本 さつき福祉会分会︶

由里子さん

︵奈良支部 いずみ保育園分会︶

熊谷

16

︻解き方︼二重ワクの文字

を︑Ａ〜Ｅの順に並べてで

きる言葉はなに？

■ヨコのカギ

①そりを引く動物

③最後っぺにご注意

④健康のため⁝⁝八分目に

⑤⁝⁝如来

ぬ⁝⁝で走行

⑦騒動︒応仁の⁝⁝

⑥味 の つ け ぐ あ い︒﹁ ち ょ

④ スピード︒目にも留まら

⑧ 買わなければ当たりませ

︵広島支部 なかよし分会︶

答えとあなたの近況や「福祉のなかま」への感
想など、一言を添えてはがきか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ＨＰ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▶１月15日
発表▶2015年２月号
賞品▶正解者の中から３人の方に
図書カード（1000円）進呈
宛先▶「福祉のなかま」編集部

さん

すが︑喜びや楽しさも数

うどいい⁝⁝﹂

応 募 方 法

ん

⑨うどんや五目飯の具

Ｅ

⑩冬至に食べます

⑪声︒⁝⁝レコーダー

Ｄ

駿平

今の職場に勤務して ４

多くあり︑とてもやりが

⑫奈良公園にいる動物

答え

Ｃ

渋谷

年目︑福祉の職に就いて

いがあります︒

１９８９年生まれ
山形地本・蔵王長寿園分会

８年目になります︒曾祖

社会的に福祉は注目さ

母が骨折し寝たきりとな

ってしまい︑祖母が介護

きるように組合の仲間た

れていますが︑低賃金で

ちとともに立ち上がり︑

をしている姿を見て自分

当初は︑こんなに大変

福祉の風を巻き起こし︑

社会的地位が低いなどさ

で責任の重い仕事なのか

専門的な仕事という理解

まざまな問題が山積して

と︑思い悩んだこともあ

を深めてもらえるよう︑

も人の役に立ちたいと思

りましたが︑その度にお

日々の仕事や組合活動を

っ たことがきっ かけで

年寄りの笑顔や﹁ありが

います︒少しでも改善で

とう﹂ の言葉に励まさ

がんばっていきます︒

す︒

れ︑ 勇 気 を も ら い ま し

広島支部・なかよし分会 熊谷

社会的地位改善へ「福祉の風」を

Ｂ

祥子さん

子どものスマホの扱いは難しいです。中２
の娘は、 ただいまLINE（ライン） に夢中。
かく言う私もそのゲームに夢中…。でもやっ
ぱり、使い方が守られていなかったりで、小
言から親子ゲンカの原因に。ところが先日、
娘の誕生日にたくさんの友だちから「おめで
とう」のメールが届き、大喜び。今、スマホ
が娘の「原動力」のようです。

制度改正③「2015年１月より新制度がスタートします」
福祉のなかま共済特集号

現在個人共済にご加入の方へ

共済特集号①をご覧いただけましたか。制

現在個人共済にご加入の方も、現在加入の

度の新しくなる福祉保育労共済の魅力がわか

個人共済契約に加えて、１月より新たにワン

ります！ぜひ会議での読みあわせ、共済未加

コイン共済に加入することができます。

入者へのご案内などにご利用ください。今後
も１月、３月、５月に順次発行します。

その場合は、加入特典として現在加入の個
人共済分についても、新制度による給付と同
様に取り扱うものとします。
（現在加入分の

共済パンフレット発行

秋（10月〜12月）の加入促進期間中
新規で個人共済に加入すると特典あります♪

契約期間である2015年６月30日までの期間）

新しい制度の内容をご案内する共済総合パ

なお、既加入の個人共済は、規約により期

ンフレットを12月中旬に発行します。共済特

間満了（2015年６月30日）まで、途中での加

集号とあわせてご活用ください。

入口数の変更等はできません。
新たにワンコイン共済に加入されない場合

ワンコイン共済にプラスして新制度の
個人共済へ新規加入される方も対象です♪

新制度に関する説明会

は、現行制度にもとづき給付が行われます。

改定内容、施行時期、必要な手続きや経過
措置等について、各地方組織にうかがい説明
会をさせていただいています。ご協力よろし
くお願いします。
出産祝いをいただきました︒産

休・育休中はいろいろなつながり

︶

常盤湯ｍａｍａ さん

が稀薄になりやすいので︑組合か

ペンネーム

福岡市社会福祉事業団分会共済会

らお知らせいただくとほっとしま

福岡県

おとうとがうまれて︑
おねえちゃんになったよ！

す︒ありがとうございました︒

︵

った!!
入ってて 良か

④

組合のことをしっかり知る！後輩に伝える！

やりがいある介護の仕事

A

2014年12月号

新規加入にあたって
新制度にもとづく共済には2015年１月から

私は、現行制度に加え
て１月からワンコインに
も 入 る わ。 何 か あ っ た
ら、加入特典で、現在加
入の個人共済も新制度の
基準で給付されるのね！

僕は、７月で新制度
に切り替えようと思っ
ているから、６月まで
は現行制度にもとづい
た給付になるんだね。

加入できます。 加入にあたっ て本部共済会
へ、
「加入申込書」と「口座振替依頼書」の
提出が必要になります。加入日は申込書が本
部共済会に到着した翌月１日になります。
（申込書が2014年12月末日までに到着した場
合、加入日は2015年１月１日です）

私は、１月から初めて加入するので最初か
ら新制度の給付ね！
※新規加入後２年以内の給付については、一部に
制限がある場合があります。

