保育士をファイターズが全力応援！国や自治体は？

くなか︑福祉保育労にも﹁実際にいくら上がります

度に政府の処遇改善策が実施されます︒報道もつづ

規模や対象が限定的ではあるものの︑２０１７年

大キャンペーン﹂のポイ

せいにとりくむ﹁組織拡

増やそうと︑全国でいっ

すべての職場で組合員を

６月までの春闘期に︑

ントは３つです︒

か﹂など︑組合のない福祉職場で働く人たちからの

と賃金の改善の実現をめざしつつ︑賃金の決定を労

①権利と力を伝えて組合

問い合わせも寄せられています︒職員の大幅な増員

使協議でおこなえるのが労働組合です︒組合の力を

に誘おう
職場でまだ組合に入っ
ていない人に︑組合の持
つ権利と力を知らせ︑加
入をよびかけましょう︒
②みんなで助け合う共済
もすすめよう
組合員なら誰でも月額
５００円の掛金から入
れ︑病気や休業などにも
安心の﹃ワンコイン共済﹄
を広げていきましょう︒
③つながりを生かして組
合の力を伝えよう
組合のない職場で働く

日本国憲法

条は︑労

一人の力は
弱くても…
を保障しています︒権利

十分だからです︒

置基準や予算が極めて不

しょう︒

組合の力や意義を伝えま

問題が社会的に知られる

コミの取材にも協力し︑

おこなうとともに︑マス

宣伝︑厚労省交渉などを

を求めて国会請願署名や

福祉保育労はその改善

かけましょう︒

に入っていない人に声を

正規職員を含めて︑組合

むけた力になります︒非

求の実現・職場の改善に

組合員が多いほど︑要

☆団体交渉権

くり加入する権利

団結して労働組合をつ

権

賃金・労働条件の改善

ようになってきました︒

☆団 結

にむけ︑労働組合が経営

増員と賃金の改善を実現

させていきましょう︒

交流﹁つながる場﹂

がおすすめ

①福祉保育労と分会が

どんな組合かを紹介︑②

組合の持つ権利と力︑実

績など﹁組合があってよ

かったこと﹂を説明︑③

一人ひとりの思いを交

流︑この３つを含む﹁つ

ながる場﹂がおすすめで

す︒分会会議のなかでコ

れない﹂など︑福祉職場

あわせた工夫が必要で

職場や対象者の状況に

に企画しましょう︒

におこなったり︑積極的

合を知る会﹂などを新た

ー ナ ー を 設 け た り︑﹁ 組

全般に深刻な実態が広が

す︒声をかける際には︑

組合の力と意義を
伝えよう

組合紹介・力の説明・

さらに多くのなかまを迎
☆団体行動権
ストライキをかまえて
実現を強く迫るなど争議
行為をおこなう権利

﹁ 賃 金 が 安 い ﹂﹁ 人 手

え入れて︑職員の大幅な

側と対等に交渉する権利

いくことが大切です︒

を活かして改善を迫って

・団体行動権
︵労働三権︶

て︑団結権・団体交渉権

働者に労働組合の力とし
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が足りない﹂
﹁休暇が取

工夫して
声をかけ
仲間が増える
喜びに

知人や友人︑研修︑署名
などでのつながりのある
人や職場に︑組合の力を

組合の持つ
権利･力って？

みんなの
思いは
大幅な増員と
賃金引き上げ！
っています︒国の職員配

にはいかない︒憲法第 条

由を権利を〟奪われるわけ

ち取ってきた私たちの〝自

幾多のたたかいによって勝

い社会にしてはいけない︒

われかねない︒暗く息苦し

きるなど︑市民の自由が奪

が危険と判断すれば検挙で

対象になるのか︒時の政権

る文章を書く人間も処罰の

ドもできないのか︒批判す

対象になり︑集会もパレー

の声をあげる市民は監視の

しているのか︒政権に反対

口実に国民を抑圧しようと

いなのだろう︒テロ対策を

きい︒それも現政権のねら

り︑えん罪を生む恐れが大

まいで︑恣意的な判断が入

し い

なもの︒認定・基準があい

解釈すれば検挙される危険

でも捜査当局が〝共謀〟と

の共謀が成立し︑話し合い

出てきた︒目配せでも黙示

を変え︑化けて

罪﹂法案と名前

﹁テロ等準備

共謀罪法案が

も廃案になった

これまで３度

これは、びっくり！
安倍晋三記念小学校？
高宮信一･作

せていこう︒

︵島村︶

広くその危険を国民に知ら

する悪法を阻止するため︑

庶民の思想や良心まで処罰

合の役割を存分に果たし︑

を最大限に活かし︑労働組
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伝えていきましょう︒

大幅増員＆賃金改善の実現へ

すべての職場で
組合員を増やそう

発行責任者／多久和令一
2017年３月５日発行

伝え︑多くのなかまを迎える春にしましょう︒

祝！広島支部いずみ会分会結成大会︵２０１７年２月５日︶

組合の力を
知らせて

17春闘･組織拡大キャンペーン
〒111‑0051 東京都台東区蔵前4‑6‑8サニープレイスビル5FA
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待すると発表し、募集しています。保育士の
待遇の厳しさが社会問題になる中、 球団が
ていきます」とし、４月１日と２日に「ファ

「何か応援できることはないか」と考えたも
イターズが全力応援！保育士ート」を企画。

の。北海道や札幌市、他の自治体、そして政
それぞれ抽選で 50 組 100 名の保育士を無料招

府が全力で応援する必要はないのだろうか。

2017年
３月号
第307号
全国福祉保育労働組合

北海道日本ハムファイターズは、
「子ども
たちの未来を育む保育士さんを全力で応援し

新リーフを４月から活用しよう！

２月４日〜５日

北海道ブロック労働学校

の天皇を中心とした政

れた治安維持法︒戦前

１９２５年に施行さ

を超えました︒わかっ

た人は７万５０００人

動家も含め︑送検され

年間に︑労働組合の活

２月

日〜

日︵宮城︶

東北ブロック労働学校

処遇改善にむけた
風を起こそう
範宏さん

みんなが話せるスタイル
で組合の力を学ぶ﹁組合
カフェ﹂
︵神奈川県本部
２０１６年 月︶

１月

日〜

日︵群馬︶

スをおこなうことを責務

でいます︒

真逆の制度改悪がすすん

という福祉人材確保とは

関東甲信越ブロック労働学校

化し︑また社会福祉充実

て保有する資産に上限を
つくり︑それ以上は再投
下させ国がデータベース

社福法人に担わせ︑福祉

採算のとれないところを

み︑生活困窮者支援など

入で成長戦略にくみこ

もうかるところを企業参

って以来の大改革です︒

を強めるなど︑制度始ま

ざし︑地域に展開し︑人

私たちの強みは要求に根

の存在意義があります︒

り︑ここに社会福祉法人

を体現する担い手であ

です︒私たちは公的責任

を具体的に実現する事業

社会福祉事業は生存権

で一元管理して指導監督

の産業化と慈善事業化を
を育て︑福祉現場から逃

信をもち︑運動をおこな

るベースになることに確

育︑介護の質を向上させ

福祉法人に地域における

全面施行されます︒社会

制度改革が４月１日から

いよいよ社会福祉法人

検討されており︑将来の

成が次は保育での削減が

止された退職共済公費助

さらに昨年︑障害で廃

動を共にすすめましょ

にむけての風を起こす運

で働く人たちの処遇改善

みをアピールして︑福祉

げないことです︒この強

うことが必要です︒

ょに
いっし
福祉を
よう
良くし

元気
出るよね

う︒

す︒

すすめるねらいがありま

公的責任のもと
存在意義と強み
大きくアピール

残額なるものを算定させ

「アンケートでこの仕事を続けたいかの設問に×がつ
く」などの切実な声が出され、
「大幅な増員と賃上げを
本気で勝ち取る春闘に」との意見が相次ぎました。全分
会から30人の参加があった群馬支部でのストや要求の論
議を重ねている報告に、他の地域も元気に。スト権の確
立についてや不安も出し合い、理解が深まりました。

退職金さえ不安にさせる

退職手当改悪は
人材確保と真逆
次は保育の削減
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無料で低額な福祉サービ

プさせることが支援や保

の賃金と労働条件をアッ

す︒決定的に低い福祉職

かれている姿がありま

では管理者も低賃金にお

ることで︑そういう意味

ら不当に利益を吸い上げ

手段をもつ者が労働者か

社会福祉施設経営者同友会会長 茨木

人分

万３３００円︑保育士
万 ９ ９ ２ ０ 円 ︶︑
の人件費を 人で分けあ
っていること︑その中で
非常勤の割合が増加して
いること︑根本的に女性
の低賃金の構造に依存し
ていることが話されまし

フロアからは﹁私たち

た︒

は園長に搾取されている
のか﹂という問いもあり
ましたが︑搾取とは生産
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政府は︑一般労働者が

に進学させるのを躊躇し

ても︑生徒を福祉系学校

必要な仕事とわかってい

も︑親も︑福祉は社会に

高校の進路指導の先生

させていく体験をしにく

感をもって障害観を転換

事を続けていく中で︑共

害を持つ人と向き合う仕

っていても︑じっくり障

ちゅうちょ

家族の介護で仕事をやめ

っていたのではないのか

い管理的な職場環境にな

ています︒

という検討がなされるべ
きです︒

職員が離職してもなかな

が︑自分はなんのために

で猛烈に働いていた人

一方で︑大企業や銀行

難の解消には︑基本賃金

福祉の人材不足と育成

人と向き合える
職場環境なのか
検討されるべき

か人材確保ができず︑定

働いているのだろうかと

現状を広く問う
いっせい行動の
成功に力あわせ

員の縮小や閉鎖を余儀な

疑問を持ち︑福祉職に転

学者確保がままならない

く収容定員を減らし︑入

学生数が減少してやむな

学校は︑入学を希望する

福祉労働者を養成する

えなのであまり広がら

が︑賃金ダウンと引き換

には現れているのです

祉労働の深い魅力がそこ

職する例もあります︒福

ロボットの導入や外国人

白です︒しかし政府は︑

の解決策となることは明

労働者の増員こそが︑真

う福祉労働を可能とする

の大幅引き上げと︑心通

これを﹁組織的威力業

としましょう︒警察が

て︑数人で話し合った

する座り込みについ

ールの傍受が主な手段

のか︒電話の盗聴やメ

をどのように捜査する

ながる話し合いや内心

で は︑
﹁犯罪﹂ につ

報道は少ないです︒そん

ていたことに光をあてる

がかつてその施設で働い

目が集まりましたが︑彼

定する﹁優生思想﹂に注

障害を持つ人の人権を否

件でも︑容疑者の語った

障害者施設大量殺人事

を社会に問いただす問題

せい行動は︑そんな現状

トライキを含む全国いっ

今度の福祉保育労のス

ません︒

から向き合おうとしてい

を実現する課題に真正面

解消と価値ある福祉労働

焦点をそらし︑人材難の

状況です︒

務妨害罪﹂の﹁犯行合

になるはずです︒国家

な弱点をもった彼でも人

研修生の受け入れなどで

意﹂と決めつけます︒

権力が日常的に市民を

提起として大きな意義が

監視し︑思想・良心・

材確保の必要から採用さ

首 相 の 思 う つ ぼ︒
﹁邪

言論の自由を奪ってい

魔する国民は根こそぎ

あり︑成功を期待してい

ムセンターで敷物を購

排除しろ﹂とほそく笑

れていました︒また︑た

入しました︒職場の仲

むことでしょう︒悪夢

きます︒まさに︑憲法

間との花見に使うため

以外の何ものでもあり

ます︒

です︒しかし︑警察が

とえ障害者観の弱さをも

座 り 込 み の﹁ 準 備 行

ません︒必ずや︑四た

改悪へとひた走る安倍

翌日︑その一人がホー

ん︒

ず︑ 知 ら れ て も い ま せ

ません︒

くされる施設が後を絶ち

言いません︒福祉施設は

祉労働者の離職予防とは

や保育労働に従事する福

止﹂を強調しても︑介護

ないように﹁介護離職防

人材確保が困難
養成校も学生減
進路指導でも⁝

さあ︑みんなで
実現へ
応援メッセージ

罪 と は︑﹁ 犯 罪 ﹂ に つ
いて２人以上で﹁話し
合い︑計画﹂したと認
められれば︑罪に問わ
れます︒実際に起きた

年︶

為﹂だと疑えば︑共謀

び廃案に追い込みまし

春闘と組織・財政方針案、憲法、福祉施設
職員等退職共済制度についての学習を踏ま
え、各地本・支部の報告と続きました。憲法
学習での講師・長久啓太さん（岡山学習協）
からは「憲法は解釈するものではなく使うも
の。
『私はこう思う』が民主主義の出発点だ
から、労働組合を発声練習の場に」と語られ
ました。各現場でその実践をしていきます。

講演「安全や健康が福祉労働の質を決め
る」
（滋賀医科大 ・ 垰田和史准教授）では、
〝知恵（具体的提案）なきかけ声は吠えるの
み〜プロとして働く側こそ知恵を持て〟と結
ばれ、
「春闘で実態改善を」の決意が広がり
ました。非正規分科会では関ブロ非正規連絡
会発足が具体化されました。36 人の参加で
〝関西は一つ〟の思いを新たにしました。

石川、福井、滋賀から20人以上が参加しま
した。 立命館大学の石倉康次教授の講演で
は、 社会保障が国民の生存権を支える権利
で、平和を維持するうえで重要であると強調
され、
「よくわかった」と好評でした。続い
て春闘の情勢や方針、支部・分会のとりくみ
状況を交流。２日目は共済の経験の報告、広
域地本構想の意見交換をおこないました。
だ

公的責任を体現する担い手として

賃金 労･働条件の
大幅アップで
質の向上の実現へ
１月に福祉保育労と福
祉同友会の共催で﹁保育
士の賃金はなぜ低い﹂の
学習会を大阪でおこない
ました︒保育園では平均
で国の配置基準の１・８
倍の職員を置いていま
す︒人件費基準は低いま

治体制を維持するため
ているだけでも︑１６

犯罪行為のみを罰し︑
思想や内心を処罰の対

年︑

罪に問われて逮捕され

ょう︒

１日目は、福岡以外での労働相談や加入も
増えてきた１年の活動報告を踏まえた総会を
開催し、夕食交流会ではチャームポイントも
紹介して交流。２日目は、福祉保育労のＯＢ
できょうされん全国理事の湯浅俊二さんの講
演「労働組合には、社会を変える力がある」
と、中央本部の民谷書記次長による春闘方針
の説明のあと、感想を出し合いました。

たお

１日目は、組織・財政方針案を中央本部の西浦副執行
委員長が解説した後、参加者で討論。
「組合員数や予算
に差があり、組合費の負担が増すのでは？」
「東北は一
つ！」
「組合のイメージをプラスにして魅力を感じる活
動が必要」などの意見が出されました。２日目は、共済
の説明とスト権についておさらいしました。

る可能性があります︒

２月18日〜19日（福井）

●１日
（月） メーデー
●３日
（祝） 憲法記念日 各地で憲法集会
●18日
（木） （仮称）５・18共同集会
（日比谷野音）

まなので︵本俸で園長

に︑反政府的な思想や
８２人の方々が過酷な
取り調べなどで虐殺さ

言論の抑圧を目的とし
ました︒廃止までの

象にしないという刑法
の大原則を根本から覆
す恐ろしい法律です︒

年︑

だからこそ︑過去３回
︵

国会で廃案に追い込ま
れています︒
米軍基地建設に反対

２月18日〜19日（兵庫）

●３日
（土）
〜４日
（日）
全労連非正規集会（静岡）
●24日
（土）
〜25日
（日）
保育部会交流集会（宮城）

２月５日（岡山）

６月

２月25日〜26日（福岡）
●15日
（水） 回答指定日
この日までに回答を求めよう
●16日
（木） 大幅増員・賃金改善＆戦争法
廃止・憲法改悪阻止へ
福祉保育労全国いっせい行動

19

国民を監視し自由を奪う共謀罪
危険性を学び︑法案を四たび廃案に追い込もう
れました︒小林多喜二
もそのひとりです︒
そのような歴史的な
悪法の現代版とも言え
る 共 謀 罪 が︑
﹁テロ等
準備罪﹂法案という名
称で国会に提出されよ
うとしています︒共謀

立命館大学教授、総合社会福祉研究所理事長
石倉 康次さん

北陸ブロック学習交流会
関西ブロック労働学校

26

福祉労働を可能にする増員を

中四国ブロック労働学校
九州ブロック労働学校

10

09

画・ニムラ
案・タミヤ

18

!!

05

応援
メッセージ
うれしい
ちゅん
みんなで
感想を
話しあうの
サ！

１日目は、中央本部の澤村書記長の講義を皮切りに、
共済学習のあと、
「働き方 ○×クイズ」
。
「12 連勤って
違法？」
「入職して半年後でも試用期間があったから年
休はもらえない」などの事例から労基法を学習。２日目
は、
「組合の力」の基礎学習から「生計費調査に基づく
賃金」
「スト権」などをグループで討議しました。
03

12

25

賃金の大幅引き上げと、心通う

25

本気の春闘は学びから

大幅な増員と
春闘で
賃金の改善
力あわせて
勝ちとろう
20

各ブロックで労働学校開催
福祉保育労では、職員の大幅な増員と賃金の引き上げを求めて、
17春闘をすすめています。ストを含む３・16全国いっせい行動も山
場に、要求への確信を深めて共感を広げながら、その実現を職場に
社会に政治に対して迫っていきます。
力をあわせて大幅な処遇の改善を実現していこうと、経営者と研
究者から応援メッセージを寄稿していただきました。

３月

ストを含む行動にみんな
で参加するちゅん！職場
集会や宣伝に参加した
り、アピールワッペンを
つけたり、できることを
やりきるちゅん！

５月

②
2017年３月号

福祉のなかま
第307号

③

2017年３月号
長く休眠中だった旭川

支部を再建して１年半︒

現在は保育２分会障害１

分会で構成しています︒

以前は分会にとどまりが

ちでしたが︑支部の始動

で他の分会の課題を集団

的に検討し団交に出席し

たり︑地域労連等の学習

会やデモなどに参加した

りする機会も増え︑視野

力
ラ

チカ

福祉のなかま

が広がったと感じます︒

組合

支部加盟分会はすべて

！

い
伝えたの

﹁民主園﹂と呼ばれる職

場で︑法人と共闘すると

第307号

Myメッセージ
き だ

よう こ

木田

陽子さん

北海道地本・旭川支部執行委員長 保育士

ド﹂を打つ

きん

⑮三島由紀夫の代表作

⑱三人寄れば文殊の⁝⁝

「分会慶弔共済」に登録されている方は、退
職餞別金の給付請求もお忘れなく ! !（分会慶弔
共済は３年以上共済加入歴がある方が退職餞別
金の給付の対象です）
「ワンコイン共済」などの個人共済は、退職
後も継続できます。

⑯豪華なついたて︑金⁝⁝

長年のお勤めお疲れ様でした。

制度の紹介
・年金共済の加入条件は、
「ワンコイン共済」
加入者です。
・月5,000円から自由に掛金設定できます。
・年金受取開始年齢は一定期間後、自由に決め
られます。
・加入から一定期間は元本割れします。
・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。
※労働組合共済会連合会の団結と、委託先の複
数の大手保険会社の連帯で、充実の実績があ
ります（現在の予定利率は1.15％）
。
※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。

⑯マ イ ク ロ ソ フ ト の 創 業

⑲昔ふう︒⁝⁝な考え方

者︑⁝⁝ゲイツ

⑰台所を英語で

動物

㉑動物園で人気の首の長い

㉓栗の鼠と書いて？

⑲ラクダの背にあります

㉔⁝⁝の恩返し

⑳画家のことです

㉒よく似ていますね

３０５号︵２０１７年１月

㉕火中の⁝⁝を拾う

㉖減ると新聞社が傾く

号︶の答えと当選者

公的年金だけでは不安…
退職金が不安…
万一のときに残された家族を守りたい…

この春、
定年退職を迎えるみなさんへ

兵庫地本・星が丘分会 森

康子さん

初めて読みました。みなさん厳しい労働条
件のなか、働きやすい環境を手に入れるため
に、団結 ・ 努力されていらっしゃるんです
ね。よし私も！とやる気が湧いてきました。

茨城県 小林

りくみが多いのですが︑

労働者と使用者の立場で

は合意できないことも多

々あります︒私の保育園

では﹁解釈の違い﹂で法

人の都合の良いように就

業規則が変更されそうに

なり︑何度も団交を重ね

どを⁝⁝猿という

㉗ゴリラやチンパンジーな

人でした︒

答えは﹁タカラブネ﹂で

した︒応募は

抽選により︑次の方々に図

■ タテのカギ

①潮を吹く大きな水生動物

５月15日共済会必着

加入申込書、パンフレットのお申込みは共済会まで

→ 組合の年金共済
活用を検討してください

わ

よし私も！ 読むとやる気が湧いてきた

克雄さん

「2017年みんなのチャレンジメッセージ」
を読みました。みなさんのやりたいことや改
善したいことなどがよくわかりました。

やりがいはあるがやめたい
現場の思いに国は耳を開いて
大阪地本・コスモス分会 北野

正仁さん

福祉職場では、やりがいはあるがやめたい
と思う人たちが多いです。国はこの思いに耳
を開くべきです。

将来のために
はじめてみませんか？
締切

紙面を読んで

みなさんのチャレンジ
よく伝わってきました

︻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

和子さん

書カードを送ります︒

山崎

②古新聞や空き缶など資源

幸司さん

︵東京地本 ・ 喜多見野の花

井上

の再利用

︵ 大阪地本 さ･つき福祉会分会︶

③福島や和歌山では駅長も

④土の筆と書いて？

秀子さん

ない巻貝で﹁流氷の天使﹂

⑤⁝⁝飲⁝⁝食は不健康

︵大阪地本・ひまわり分会︶

小林

① 水族館で大人気！カラの

⑦⁝⁝ボケ︒⁝⁝出勤

⑥ジュースを作る器具

保育園分会︶

⑧飛行機のこと

⑨草木も眠る⁝⁝時

務める

⑩野球の右翼手

⑪亀の甲より⁝⁝の功

④まもなく花が咲きます

⑫ライオンのことです

14

たことがありました︒組

合を軽視させないよう︑

簡単に合意せず︑粘り強

く訴えることを大事にし

ています︒

集団で話し合える場が

あること︑要求を訴える

ことは職場に組合がない

とできません︒保育士と

して就職して 年 が 過 ぎ

ましたが︑仕事と子育て

⑭チャーシューともいう

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▶４月15日
発表▶2017年５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

⑬風邪の症状の一つです

応 募 方 法

20

⑮ パ ソ コ ン の﹁ ⁝⁝ ボ ー

Ｅ

の両立ができたのは組合

があったからです︒日々

の仕事に追われがちです

Ｄ

が︑組合員全員が組合の

Ｃ

大切さを感じながら︑目

Ｂ

の前の改善点とあわせ

答え

A

て︑行政の動きにも目を

15

向けられる組合活動をめ

19

ざ し て い き ま す︒
︵構

21

成 岡秀子中央執行委員︶

あし

葦 の会分会執行委員長
で︑ 歳︑ 歳︑ 歳︑
歳の子どもの母︒

13

「労使共闘」は大事 もっと大事なのは
労働組合にしかできない「労使対等」

④

近所の介護施設の職員が
「もっと余裕をもって接したい」
大阪地本・穂積福祉会分会 馬場

順子さん

先日近くの高齢者施設で働く人と話をしま
した。その人は「ケアをするだけで精いっぱ
い。もっと余裕をもって接したい」と言って
いました。背景には人手不足、効率重視など
いろんなものが見えますが、結局「人に優し
くない」政治の姿勢のあらわれですね。

保育園開園から３年

がんばる決意

東京地本･喜多見野の花保育園分会 山崎

和子さん

保育園ができてから、やっと３年がたちま
した。これからもガンバルゾ ! !

ってて
入
に
済
共
金
年
良かった!!
今を丁寧に生き、将来も見すえ
行動していくことが大切
一昨年の３月末に、保育職場を60歳で定年退
職しました。保育の職場は34年間でしたが、他
職種の経験がありますので、年金の加入は通算
40年です。現役の組合員の皆様には、ぜひ今後
の生活設計、特に「老後」と言われる年齢にな
った時に、自分がどのような生活を送りたいの
か、またそのための生活資金はどれくらい必要
なのかを、考えていただきたいと思います。私
は福祉保育労の年金共済に加入し、退職と同時
に受給の手続きを取り、現在Ａコース10年、Ｂ
コース５年確定で受給しています。 厚生年金
は、65 歳になるまでは報酬比例部分の支給で
す。今後は受給開始年齢が繰り下げられ、年金
額が減らされることも危惧されます。退職後に
支払う税金や国保税もびっくり
するほど多額です。いつどのよ
うなことが起きても、自分の人
生は自分が引き受けるのです。
今を丁寧に生きることと、将来
も見すえながら考え行動してい
くことが大切だと思います。

⎛ 山梨県社会福祉労働組合・ ⎞
アルプスのハイジさん ⎠
⎝

