夕食を食べない日がある子どもが1.4％も 大阪市調査

・

日︑福祉保育労は第

回定期全国

本 の 討 論 に よ っ て︑ 方 針 だ け で な

方針案など８つの議案を採択しました︒積極的
な質問や
く︑ 私 た ち の 課 題 も 共 有 す る 大 会 と な り ま し
た︒討論のまとめを１面で︑討論内容を２・３

澤村

学校を開催し︑勝ちとっ

がおもむいて分会で組合

兵庫地本では︑執行部

組合運動の原点だ︒

て︑実現させていく労働

う思いを束ねて要求にし

説明などを今後も継続さ

方組織の執行委員会での

い︒学習資材の提供や地

置 し て︑ 議 論 を 深 め た

今後は闘争委員会を設

も懸念として出された︒

保護者に理解を得る不安

高さや︑経営者・家族・

解してもらうハードルの

その一方で︑組合員に理

を深めることができた︒

具体的に語られ︑重要性

ト権を確立・行使できる

とをきっかけに︑産別ス

くっていきたい︒そのこ

きる中身をみなさんとつ

ても︑いっしょに行動で

ないところがあったとし

い︒確立・実施にいたら

行使できるようにした

多くのところで同じ日に

スト権の確立をめざし︑

い︒すべての地方組織で

施まで向かっ ていきた

もできなければミルクも作

たが︑実際にはオムツ替え

仕事を選んで働き始めまし

を持ちながら保育士という

仕事がしたい〟そんな思い

ま せ ん︒
〝人の役に立てる

も過言ではあり

の一部と言って

活動は私の人生

年ですが︑組合

生はまだまだ

私の組合員人

てきたことなどを伝え︑

直 書記長

組合の力を感じてもらえ

を勝ちとった︒執行委員

中６分会でベースアップ

群馬支部では︑９分会

議論をすすめてきた東海

使がある︒先頭に立って

ているストライキ権の行

して︑憲法でも認められ

大会宣言 ︵要旨︶

特別アピール ︵要旨︶

う︒

︵寺坂︶

をつくる一員になりましょ

体者となれるように︑未来

を語れるように︑運動の主

ひとりが自分の仕事のこと

います︒そのためにも一人

いく一番の近道だと感じて

げることが︑世論に訴えて

いる私たちの声を大きく広

れ︑そして日々実践をして

い ま す が︑ 仲 間 に 助 け ら

の処遇について注目されて

ています︒今︑福祉労働者

事に誇りを持って働き続け

についてより深く知り︑仕

ることで︑保育士の専門性

ら︒こうして辞めずに続け

にもたくさんいてくれたか

仲間が職場だけではなく他

こんな自分を支えてくれる

らも働き続けられたのは︑

なに非力なんだと感じなが

れず⁝︒自分はなんでこん

討論のまとめ

ス ト 権 確 立へ
議 論 白 熱 の２ 日 間
９月
32

大会を開催し︑第１号議案・２０１６年度運動

17

高宮信一･作

労働組合になろう︒

会で各分会の情報交換を

や京都の実践・問題提起

トにかかわる討論となっ

の発言のなかで 本がス
り上げていった︒好きな

た︒ストの貴重な経験も

13

18

45

面でお伝えします︒

発行責任者／多久和令一
2016年10月５日発行

隠されたところで…

せ︑来年３月のストの実

※全文はホームページに掲載しています

たと報告された︒苦労し
ている現場に執行部が入
って︑いっしょに考えて
いく活動を大切にした
い︒

スト権確立・行使へ
さらに議論を
深めていこう
戦争法廃止と処遇改善
にむけて︑私たち当事者
が声をあげていく必要性
が力強く出された︒実現

して︑処遇改善加算の支

があったからこそ︑ 本

への大きな手段の一つと

給の仕方などを出し合

要求を勝ちとる

組合運動の
原点を大切にして

スト権確立をめざそう
い︑学び合って要求を練

45

人の生きる力と向き合
い、権利を保障するのが福
祉の仕事であり使命。権利
を守り、働きつづけられる
福祉職場にするために、確
信を持って組合員を増やし
ていく。
憲法改悪を許さないこ
と、戦争法廃止、大幅な増
員、賃金の月10万円引き上
げなどにむけて、何ができ
るか自分の言葉で語りあ
い、
「力をひとつに」 して
いく。ストも含めた大きな
行動に踏み出す。変化をつ
くるのは私たちだ！明るく
楽しく力強くがんばろう。

私たちが持つ権利は憲法
が保障している。健康で文
化的な生活をおくる。幸せ
を追求する。労働条件を守
る。労働組合をつくる。団
体交渉をする。ストライキ
を打つ。署名をして請願す
る。選挙に行く。戦争はし
ないという平和主義、福祉
の増進義務も、憲法が国に
対して規定している。国民
の権利を保障する福祉職場
で働く専門職として、また
一人の有権者として、憲法
を「不断の努力」で守り活
かし、平和な社会と福祉の
充実を実現させよう。

すべての地方組織で

仕事で働き続けたいとい
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とした子どもは387人（1.4％）にのぼった。
子どもの貧困をめぐる厳しさが明らかになっ
頻度について「毎日、またはほとんど毎日」が

たもとで、幸福追求権（憲法13条）や生存権
２万7233人（97.7％）となった一方で、それ

（憲法25条）などを踏まえた根本的な政策が
以外の回数（「週２〜３回」
「食べない」など）

国や自治体に一刻も早く求められている。

2016年
10月号
第302号
全国福祉保育労働組合

９月、大阪市は「子どもの貧困」に関する

調査結果の速報値を発表した。夕食を食べる

戦争法廃止・憲法改悪阻止

ビニュースでも取り上げ

﹁戦争する国ＮＯ！﹂
学んで 知らせて 広がる共感
廃止にむけた運動を続け
られた︒どんな人もその

全国各地から宣伝
人らしく生きられるよう

軍事費は５兆円超に
その予算があれば⁝
大阪の代議員からは︑
﹁人の生きる力と向き合
うのが私たちの仕事で︑

棄の放棄﹂
﹁基本的人権

改善させるのも使命だ︒

見えてきた矛盾に対して
ど︑各地で宣伝行動がく
集団的自衛権の行使容

流れで軍事費は５兆円を

て き ま し た︒
﹁戦争法に

の制限﹂につながる危険

こえた︒オスプレイ１機

反対する福祉労働者・保

行動の報告が続々
り広げられています︒

﹁家族は互いに助け合わ

の購入費でいくつも保育

に︑同じ思いで共感しな

なければならない﹂と加

所ができる︒国民一人ひ

育士有志の会︵ＬＤＴ︶
認︑戦争法の施行という

えることで︑保育や介護

とりの権利が脅かされて

戦争法案︵安全保障関
条に

の役割が家族の責任にな

いる今︑声をあげて行動

性 を 指 摘︒ 憲 法

自民党憲法草案の危険

って国の責任が果たされ

がら行動している﹂
︵東

性に警鐘を鳴らす発言も

なくなる恐ろしさも含

﹁﹁改憲草案﹂﹂
のの

をおこなってきた︒６月

ありました︒埼玉の代議

を広げたい﹂という決意

といっしょにたたかって

危険な中身を知ろう

にも２か所で︑こんなは

員は︑日本国憲法の三大
め︑草案を知る学習の必

海︶
︑
﹁福祉関係者有志の

ずじゃなかったとならな

原 則 を 大 き く 崩 し︑
﹁国

会を結成し︑集会や宣伝

いために︑今しっかりＮ

要性が示されました︒

を立ち上げて︑街頭宣伝
をおこなっている︒テレ

Ｏの声をあげていきたい
民 主 権 の 縮 小 ﹂﹁ 戦 争 放

焦点をあてようという大
切な指摘もありました︒

﹁﹁パワハラ被害は

いることを実感してい

で︑高齢者が腰痛を抱え

所で導入したリフト介助

た︒

０円︶を公約にするな

も︑情勢の変化に呼応

私を最後に﹂

に積極的に改善をすすめ

を地元新聞が大きく掲

た職員への不安がなくな

ど︑今や最賃１０００

を改善させる根拠とな

して︑全労連の﹁最賃

争議をたたかうなかま

た経験が報告されまし

合員の厳しい生活に密着

腰痛・離職などの負の連

るようになっ た﹂
︵滋
取材した特集を放送﹂

鎖が起きていた介護事業

載 ﹂︵ 石 川 ︶ な ど︑ 具 体

って笑顔になったこと︑

だ︒大幅な引き上げが

円以上は欧米先進国で

り︑政府も無視はでき

ア ク シ ョ ン﹂ に 合 流

る︒パワハラ被害は私で
最後にしたい﹂など︑６
地方組織 件の訴えがあ

って安全衛生を検討した

労使に研究機関もかかわ

正規の処遇改善にもっと

大阪︶の報告のほか︑非

正規部会の活動︵京都・

相互に交流を深める非

た︒

共通して報告されまし

が力になっていることが

り︑全国の組合員の支援

ことで︑無理で不合理な

にもっと光を

やり方を転換でき︑さら

い ﹂︵ 東 海 ︶ と︑ 多 様 で
積極的な論議をよびかけ
る発言も続きました︒
一 方 で ︑﹁ 組 合 の 集 ま
りの出席率が低く︑一枚
岩になるには相当の努力
が必要︒スト権の確立・

だから今こそという思い

どうありたいかを語り︑

﹁障害者施設でストに誤

側 も 理 解 を 示 す の か ﹂︑

をおこない︑他労組に支

し︑保護者の理解も広が

だれでもできる仕事だ﹄

った﹂など︑貴重な経験

解を持った家族もいるな

憲法の危機と処遇改善

えてうねりにしていきた

見極めて︑多くの人に伝

結できる︒物事の本質を

で就業中のなかまとも団

した︒

直な受けとめも出されま

ど︑不安や懸念を含む率

論議していきたい﹂ な

ストにのぞむために

の要求に﹁若い組合員も

覚悟をもって

を強くしてきた︒不安の

行使は覚悟をもった困難

非正規で働くなかまを

にもふれ︑ストへの中央

多いなか︑自分の言葉で

誘って︑共済加入をよび

かで︑意義を丁寧に説明

分だったら何ができるか

規化がすすむなかでの試

か け る と と も に︑﹁ 組 合

２０１６年度運動方針

声もあったが︑事前に経

援を︑保護者会に支持・

行錯誤が語られました︒

に入っ てよかっ た﹂
﹁共

２０１６年度秋季年末闘争方針

本部の積極的な対応を求

と専門性を否定する市の

﹁できないことに目を

済に入っててよかった﹂

第１号議案

２０１６年度制度政策要求

する必要があるなどハー

な道のりになる︒管理者

むけるのではなく︑いい

と思える福祉保育労にし

第２号議案

２０１５年度会計決算

ドルもあり︑持ち帰って

危機感やどうしたいか︑

意見を大事にする組織に

ていくことが大切です︒

第３号議案

２０１６年度財政方針と会計予算

営者や利用者に伝えるの

一人ひとりが考えて行動

したい﹂
︵ 奈 良 ︶︑
﹁役員

﹁働き続けたい！職場を

第４号議案

は当然で︑勤務調整など

賛同決議を要請した︒自

任せではなく︑一人ひと

変えていきたい！﹂とい

入をすすめて拡大を！﹂

りが組合員という自覚を

う声に応えるのが私たち

の悩みや要求を出しても

もって︑分担してがんば

︵東京︶などと決意が示

りたい﹂
︵ 栃 木 ︶︑
﹁分会

の労働組合だと確信を持

らえる会も続けたい﹂︵北

会議を必ず開いて︑職員

って︑大きくなかまを迎

されました︒

の過半数の分会にしよ

えようと確認しました︒

海道︶と︑多忙化と非正

う！そのためにも共済加

仲野智

特別中央執行委員

玉置建二︑奥沢令子

会計監査委員

服部公一︑守屋真弓

白石大︑谷本樹保

小林君江︑島村一弘

高橋伸広︑加藤望

上岡優︑岡秀子

中央執行委員

２０１６年度中央役員
多久和令一

中央執行委員長

副中央執行委員長
小山道雄︑佐々木和子
清水俊朗︑土田昭一
西浦哲
書記長
澤村直

民谷孝則︑山田敦子

書記次長

第５号議案

共済会２０１５年度事業報告と剰余金処分

採択された８つの議案

第６号議案

第７号議案 共済会２０１６年度事業計画と活動方針

めました︒

姿勢に立ち上がった︒市

役所前でストライキ行動

か ら は︑﹁ 組 合 の な か ま

賀︶など︑具体的な前進
︵滋賀︶
︑﹁メーデーでの

ま た ︑﹁ 宣 伝 行 動 を し

的な変化が確信をもって

２円︶との地域間の格

実現すれば︑低賃金の

済への影響も懸念され

ない︒そればかりか︑

し︑この秋から大幅賃

も語られました︒

と訴えた﹂
︵滋賀︶ な

連法制︶が強行成立して
ちょうど１年︒その後も

世論の変化に確信
デモの様子と賃金の低さ

ていると宣伝物はすぐに

語られました︒

差は４円広がり２１８

非正規労働者の直接の

る︒このような制度上

生活保護や年金額など

宣伝行動での変化を実感
（滋賀）
賃金・労働条件の改善で
大きな成果（群馬）

を勝ちとることができて

ースアップを﹁９分会中

なくなり︑娘が保育士を

います︒

６分会で勝ちとっ た﹂

しているという年配の女

保育園分会を中心にベ

︵群馬︶︑﹁人勧のアップ

円となった︒引き上げ

円となっている︒都市

しかならず︑全国の労

の矛盾を解消するため

国民の﹁貧困と格差﹂

24

非正規の処遇改善

分や市の処遇改善費の新
性が﹃手伝うことはあり

大阪の代議員からは︑

健康対策を

利用者のためにも

設もあり︑ 万円だった

るほどの反響があった﹂

ませんか？﹄と聞いてく

︵東京︶
︑
﹁報道番組が組

万３０００円

に﹂
﹁１年目の勤務開始

初任給が

当初から有給休暇が取れ

ストライキ権の確立・行使

にすぐ声をかけて３人が

額だけを見れば︑これ

部への労働力の流出が

働者の賃金底上げやワ

には︑全国一律最低賃

ない︑補充はしている︒

地方組織の状況や受け止め
率直な議論が展開
年代のスト権行使
の経験がいま
貴重な財産に
京 都 の 代 議 員 は︑
﹁
年に京都地本は学童・児
童館の処遇改善を求めて
たたかった︒２年で３分
の１が退職︑ 年働いて
も手取り 万円という実
態 の も と で も︑﹃ 低 く は

きました︒その元気もう

加入した︒６月に分会で

２０１６年度の最低

までにない伸び幅とな

はあたりまえで︑一部

ーキングプア︑貧困と

金制度実現の方向に進

金引き上げの運動を進

11

要求の前進と

福祉職場からの実態アピールが
前進勝ちとる力に

賃金 労･働条件の改善 人材確保・定着へ

自民党憲法草案を批判
（埼玉）

第８号議案 中央本部書記局運営規則一部改正

11月

組織の強化・拡大

働き続けたい 職場を変えたい
だから福祉保育労へ
﹁﹁自分たちで
声をあげなきゃ﹂
職場の体制の厳しさに
対して︑あきらめて辞め
てしまうのではなく︑こ

をあげなきゃ かわらな
けて︑各地の発言が続き

の９月に﹁自分たちで声

い！明るく楽しく力強く

組合の基本をテーマに

加も多くあった︒非正規

伝えた︒非正規職員の参

分たちの問題なんだよと

﹃つながる場﹄を開き︑自

ました︒

語りあう場が必要

忙しいからこそ

がんばります！﹂と︑新
たに﹁えひめ介護福祉ユ
ニオン﹂を結成し福祉保
育労に加盟したなかまの

﹁４月に入職した職員

賃金改定額は︑政府の

ったが︑この水準では

賃金引き上げにつなが

では１５００円を実現

発言に︑大きな拍手がわ

３％引き上げの要請も

さらに進めば︑地方で

るだけでなく︑報酬単

している︒日本でも青

ドル︵約１５０

あり︑目安額 円を受
フルタイムで働いても

の労働力不足はいっそ

価や公定価格︑運営費

補が

けた全国の地方最低賃
生活保護基準を下回る

う深刻となり︑地域経

金の引き上げは重要

金審議会の答申は︑加
万円ほどの収入に

年や労働組合を先頭に

月

１５００円を求める声
も急速に高まっ てい

格差を実際に是正して

の是正にむけた大きな

私たち福祉保育労

る︒

いく役割は果たし得な

まなければならない︒
い︒

90
えひめ介護福祉
ユニオン結成

処遇改善・戦争法廃止で
スト権確立を（東海）

●３日
（祝） 保育大集会
●６日
（日） 介護に働く仲間の全国交流集
会
（東京）
●６日
（日）
〜20日（日）
福祉保育労全国大宣伝ゾーン
●13日（日） 福祉保育労16春闘討論集会
（東京）
●14日（月） 福祉保育労中央行動
●19日（土） 高齢種別交流集会
（〜20日 兵庫）
●26日（土） 障害種別交流集会
（〜27日 東京）

10

めていこう︒
福祉労働者の賃金改

米国では︑大統領候

●20日（木） 憲法･いのち･社会保障まもる
国民集会（東京・日比谷野音）
●28日（金） 児童養護学習交流集会
（〜29日 東京）

17

18

10

意味も持つ︒
また︑最低額︵７ １

善においても︑最低賃

10月

世論を動かした福祉労働者の声
確信もって前進する１年に！

４円︶と最高額︵９３

画・ニムラ
案・タミヤ

スト権行使にむけた経験
を踏まえて（京都）

90

15

なかまをふやそうと訴えた北海道の代議員
新執行部の紹介と決意
夕食交流会での広島支部の紹介

重平均 円増の８２２
13

24

最低賃金１５００円の実現で
福祉労働者の賃金改善︑格差と貧困の解消を！

24

②
2016年10月号

福祉のなかま
第302号

③

福祉のなかま

第302号

2016年10月号

④

ま
み

さん

その場しのぎではなく、保育環境の保障を

百合子さん

５月におこなわれた社会福祉研究交流集会
の特集記事にあった北海道の保育・高齢・障
害分野で働くパネリストの発言を読みまし
た。各分野が厳しい状況ですが、声をあげて
がんばります。

「人権保障と福祉は平和の礎」に確信を

ゆ

を預かる仕事だと感じて

やま だ

幼い頃から子どもとか

います︒なのに︑政府が

真由美

かわる仕事に就きたいと

考える待遇改善はその場

山田

思っていました︒今の職

しのぎになっていないだ

福岡地本・つくしの里分会 矢田

１９８８年生まれ
茨城・島名杉の子保育園分会

場で働いて５年目になり

ろうかと疑問に思いま

それぞれが厳しい状況のなか
声をあげてがんばろう

好きなバンドのライブに行く
ことが大好きです︒ライブハウ
スで生の音楽を聴いて元気をも
らっています︒

ますが︑子ども同士が集

す︒

乳幼児のかけがえのな

団生活のなかで育ちあう

い時期を守り︑未来につ

せる環境をどう保障して

姿を間近で見ることがで

いくのか︑私自身も学ん

き︑学んだり︑感動した

組合のことではわから

でいきたいです︒そのな

なげていくためにも︑子

ないことも多々あります

かで声をあげることが大

りと︑毎日が楽しくやり

が︑活動を通して他の地

切だと考えています︒

どもたちが安心して過ご

域の現状を知ることで学

がいを感じています︒

べることもあります︒保

育は責任をもって人の命

７・８月号を読んで

福岡地本・晴明保育園分会 笠

理恵さん

『主張』の「見えないものを『見える化』
して職場・社会を変えていこう」が印象に残
りました。文中にあった「人権保障と福祉は
平和の礎」
ということに確信をもちたいです。

学びながら声をあげていきたい

広島支部・口田なかよし分会 大塚

希さん

賃金が一般平均より月10万円も低いことが
世間に知られるようになった今をチャンスに
して、働きやすい世の中に変えていけますよ
うに！
⑰人生⁝古来稀なり

⑯日常の用に使う⁝⁝印

⑰満員電車︑人混みで⁝

⑯ふつうの人が住む家

⑮原因⁝⁝︒行方⁝⁝

⑲魔女の乗り物

㉑小説に添えるイラスト

㉓⁝⁝の上にも３年

⑱株式会社設立の⁝⁝金は

１円でもＯＫです

た国立西洋美術館

⑳世界文化⁝⁝に登録され

㉕釣り⁝⁝︒クモの⁝⁝

３００号︵２０１６年７・

㉒ヌリカベや子泣き爺

㉖太公望が見つめます

８月号︶の答えと当選者

㉔材料︒建築⁝⁝

㉗かげ絵のことです

人でした︒

抽選により︑次の方々に図

答えは﹁シガイセン﹂で

書カードを送ります︒

した︒応募は

①よいっぱりの⁝⁝寝坊

安田

■ タテのカギ

②名所や温泉を⁝⁝旅行

12

︻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

③なす科の赤い野菜

︵東京地本 東･京手話通訳等

育子さん

④あたまテカテカ⁝⁝ドラ

希さん

大塚

･

笠 理恵さん

派遣センター分会︶

⑤ＥＵの主な通貨単位

︵広島支部 口田なかよし分会︶

えもん

⑥９月は長月︑ 月は？

⑨⁝⁝情緒ある建物

10

①♪夕焼け小焼けの⁝⁝

⑤天井の反対語

⑦秋を代表する魚

⑧トランプ札の

げんかが始まる

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▶11月15日
発表▶2016年12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

︵福岡地本 晴･明保育園分会︶

応 募 方 法

⑩ 売り⁝⁝に買い⁝⁝で口

Ｅ

⑪学生などがする内職

Ｄ

⑬大蔵︵いまは財務︶大臣

Ｃ

⑫太陽をとりまくガス層

の別称は？

Ｂ

⑬鼻の長い大きな動物

⑭体に着るもの

答え

A

12

今をチャンスに働きやすい世の中に

園児のおじいちゃんの言葉に感じた
世論の盛り上がり
大阪地本・穂積福祉会分会 馬場

順子さん

先日、お迎えに来られた園児のおじいちゃ
んから、
「保育園の先生ももっと給料をあげ
てもらわな。こんなしんどい仕事、なり手が
ないわなー」と声をかけられました。世論の
盛り上がりを感じました。

支部の最後の運動会で
京都地本・みつばち菜の花保育園分会 馬場 美小枝さん

７月に京都地本右京支部の運動会がありま
した。来年度は支部編成が変わるので最後の
運動会。寂しい思いもありましたが、久しぶ
りに体を動かして支部の仲間と楽しく交流が
できてよかったです！

「年金共済」
年に２回の加入のチャンス!!
締切

11月15日共済会必着

将来のために
少しずつはじめませんか？
加入申込書、パンフレットのお申込みは共済会まで

ワンコイン共済の

加入特典延長!!
12月15日まで延長しました！
長い間、組織共済に加入していたのに、
「ワンコイ
ン共済」に加入しないままでいて、給付のチャンスを
逃している方はいませんか？
ゆくゆく入るつもりなら今すぐ加入を！

時の

もの
もし 障も
保 活も
生
今の 事!!
大

これまで「組織共済」に加入されてきた方
は、
「ワンコイン共済」に加入すると、
「組織共
済」
加入中の
「給付な
い歴
（入院 ・ 休業）
」
を引きついで、
「ワン
コイン共済」加入後
の「健康給付」の対
象とします。

2015年度は226名が１万円をゲット！

「健康給付」
、うれしいです。元気で働いていることに感謝です。昨
年は出産もあり、育休をもらっていたので、保険の見直しをしました。
もしもの時の保障も大事だけど、今の生活も大事で、高い掛金は払え
ない！ので、ワンコイン共済に生命共済をプラスしました。保険会社の
ものと比べて掛金はうんと安いし、同じ福祉の現場で働く仲間の方と助
け合えるのもはげみになります。
１万円♪暑い夏も元気に働けるよう、夏バテ防止においしいドリンク
でも買いたいです。
（広島支部・なかよし保育園分会 関田 恭子さん）

制度の紹介
・月々5000円から自由に掛金設定ができます。
・年金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。
※各事項の詳細等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。

