都内特養ホーム職員不足が深刻に

25条

社会保障・社会福祉は国の責任で ５・18共同集会

５月18日、東京・日比谷野外大音楽堂で「社会保障・社会福祉は国の責任で！憲法25条を守る５・18共同集会」が昨
年につづいて開催されました。荒天にみまわれたものの、さまざまな立場をこえた 3500 人が集まり、
「守れ！25 条」と
プラカードを掲げ、声を大きくあげました。
「聞いてください！私たちの声を」の実態告発では、福祉保育労から２人
の組合員が発言しました。

憲法にある権利として
たちは︑憲法 条に基づ

く求められています︒私
﹁聞いてください！私

あいさつがありました︒

﹁今こそ生存権保障を実

格 差 が 広 が る も と で︑

事︶が基調報告︒貧困や

問題対策全国会議代表幹

藤廣喜弁護士︵生活保護

主催者を代表して︑尾

議員︑共産党・田村智子

民進党・川田龍平参院

などと︑
よびかけました︒

ひ︑つながりましょう﹂

く こ と が 必 要 で す︒ ぜ

を交流し︑つながってい

るのです︒お互いの主張

いて権利として請求でき

で 人が実態と改善の必

齢者の貧困などのテーマ

口負担︑看護・介護︑高

ものいのち︑国保料・窓

保護︑障害者福祉︑子ど

たちの声を﹂では︑生活

対策を求める基調報告

質化するために︑国の責

参院議員︑自由党・山本

び

任で社会保障制度の充実

太郎参院議員から連帯の

とうひろ き

をおこなうことこそが強

参加者全員でプラカードを掲げて

要性を訴えました︒

福祉保育労からも発言

遇 改 善 を 求 め て 発 言︒

育士の黒田貴子さんが処

労静岡地本の書記長で保

福祉現場から福祉保育

民と私たちがめざすべき

る︒福祉関係者や地域住

めざしていく﹄としてい

しい福祉の哲学の転換を

そのねらいについて﹃新

るもの︒塩崎厚労相は︑

﹁公費が上積みされて各

具体的な方向と具体的な

保育士と社協担当が

園の保育士が増えない限

課題を共有し︑憲法
はずっと保育業務しかで

福祉の構築へ奮闘しよ

に基づく社会保障・社会

条

り︑８時間の勤務時間中

きないのが実態︒事務仕

アポをとり︑ 人の組合

態を伝えるなかで︑自民

員が各議員室を訪ね︑実

福祉保育労からは全体

党・務台俊介衆院議員︑

う﹂と結びました︒
るを得ない︒保育士を続

で 人以上が参加し︑集

会終了後は︑国会請願デ

島克仁衆院議員︑水戸将

員︑郡和子衆院議員︑中

民進党・井坂信彦衆院議

けていくことへの不安を
日々感じている職員が多

モに出発しました︒

人が

史衆院議員︑柚木道義衆

すすめる﹃我が事・丸ご

央 執 行 委 員 は︑﹁ 政 府 が

社協担当の土田昭一中

とを求めて衆参の厚生労

署名の紹介議員になるこ

の大幅増員・賃金改善﹂

保育労として︑﹁福祉職員

当日の午前中は︑福祉

を得て︑７万９９８８筆

参院議員の 人から受諾

員︑社民党・福島みずほ

議 員︑ 倉 林 明 子 参 院 議

衆院議員︑堀内照文衆院

員︑共産党・高橋千鶴子

署名の紹介議員に

超党派

い︒子どもたちが健やか
に育つためには現場の職
員が健やかに働いていな

と﹄地域共生社会は︑社

働委員に議員要請行動を

を提出しました︒

院議員︑川田龍平参院議

会福祉における公的責任

おこないました︒事前に

ければならないと思う﹂

の放棄をさらに推し進め

共産党･堀内照文衆院議員（右）に署名を提出

25

日比谷野音で 立さ場まをざこまえなて
３５００ 人がコール

した︒ 人中︑ほぼ毎日残

録し︑会議で報告し合いま

時間︑手当の有無などを記

務時間と実際に仕事をした

日から約１か月︑自分の勤

調べてみることに︒１月

本の保育協議会の幹事会で

業をしているのかを東京地

らいサービス残

ち︒一体どれく

いている私た

が忙しい！と嘆

手不足だ！仕事

普段から︑人

高宮信一･作

業ありが６人︒一方︑残業

はほとんどない人が４人︒

園や担当部署により差が大

きいことがわかりました︒

会議の超勤はだいたい残業

代が支払われていますが︑

行事準備や書類記入︑保育

室の環境整備などはほとん

どサービス残業です︒仕事

できついと思うことは﹁事

務に時間がかかっ てしま

う﹂
﹁行事前は準備で残る

ことが当たり前という風

潮﹂などなど︒友達に勤務

終了後の仕事が多いことを

愚痴ったら﹁どうして勤務

が終わった人に仕事を頼む

の？﹂ と言われたとの話

も︒すぐには改善しなくて

も︑実態を話し合うことが

︵小林︶

大事だと思っ た会議でし

た︒

16

25
事などは時間外に回さざ

36

11

16

50

抜本的な処遇改善が緊急に求められている。
独自基準を満たしていないと回答した 131

11

などと訴えました︒

11

施設の 61.7％が「１〜３人不足」と答え、不足
している期間は「６カ月以上」
が65.4％と最多
自に定める職員の配置基準を下回っている割

となった。その影響として「職員の超過勤務」
合が62.1％に及んでいる。

が６割を超えた。人材の確保・定着をはかる
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東京都高齢者福祉施設協議会の調査による

と、都内の特別養護老人ホームで各施設が独
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現場の職員が健やかに働きつづけられるように処遇改善を（中央左が黒田さん）
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守れ!

札幌では全参加者が
ボードに要求掲げて

ジボードに要求を書き︑
全参加者が持ちよりまし
た︒﹁年休とりたい﹂﹁こ
の仕事が大好き！でもき

育労の仲間が参加︒一番
と 格 差 ﹂﹁ 大 幅 増 員 ！ 賃

つ い ！ ﹂﹁ な く そ う 貧 困

広域な北海道では︑全
金引き上げを

こ し た い ！ ﹂﹁ 残 業 残

な日本を子どもたちにの

﹂
﹁平和

規模が大きい北海道集会
︵札幌︶では︑メッセー

道 カ所で開催され︑う

ち６カ所の会場で福祉保

業︑身体も心もこわれち
ゃう﹂など︑現場を守る
仲間のさまざまなメッセ
ージを代表の参加者が掲
げてアピール︒
他の地域でも注目さ
れ︑ 岩 見 沢 地 域 で 話 題
だ し

賞︑函館支部は山車コン
クールで１位︑北見支部
はっ ぴ

は法被と花笠を身につけ

ＮＨＫで﹁給料上げて！﹂

んぽぽ分会から参加があ
り︑４月に入職したばか
りのフレッシュな職員も

﹁辞めたの私だとは
言いたくない！﹂

が現場の実態を伝え︑賃
金改善を求めるスピーチ
をしました︒プラカード
に自分の賃金引き上げの
要求額を書き込み︑みん

間スピーチで福祉職員の
デモでは﹁保育士︑介

とデモの様子が報道
メーデーデビューしまし

全体では２００団体か
労働環境の改善を訴えて
護士辞めたの私だとは言

た︒
﹁大幅増員 ・ 賃金改

ら１６００人が参加しま
いて︑今年は男性保育士

ま し た ︒﹁ 憲 法 違 反 の

新歓企画﹁グリフェス﹂
２４４人で加入を歓迎
５月 日・東海地本

を実感しました︒

らも注目されていること

の人材確保にマスコミか

材は初めてで︑福祉職場

ました︒メーデーでの取

福祉施設の確保をと話し

公的責任での処遇改善︑

いですか？﹂の質問に︑

があり﹁何を一番訴えた

北放送からインタビュー

遇改善を訴えました︒東

のために︑福祉職員の処

ル︒利用者の安心・安全

いたくない！﹂ とコー

なで共有しました︒

寒くもなくメーデー日
まりました︒山形地本の
した︒支部では毎年１分

筆集

県内４会場で開催しま
和︒福祉保育労からは山
書記長が議長の役を担っ

善署名﹂も会場で

した︒山形市内の県中央
形分会︑玉葉会支部︑た
たほか︑デモ行進での毎

メーデーは︑暑くもなく

年恒例のアピールコンク
ールでは︑最優秀賞︵玉
葉会支部蔵王長寿園分
会 ︶︑ 優 秀 賞︵ た ん ぽ ぽ
分 会 ︶︑ 団 結 賞︵ 山 形 分
会︶をそれぞれ受賞︒
ＮＨＫニュースで︑た
んぽぽ分会の組合員が首
から下げていた﹁給料上
げて！﹂と掲げたプラカ
ードと︑山形地本の組合

松山市で開催された愛

﹃共謀罪﹄の新設︑偽り

魅力や仲間の力が伝わったと感じています。

て見事に大賞を受賞！そ

されました︒扇町メーデ
媛中央メーデーに︑えひ

の﹃働き方改革﹄を許さ

る﹃８時間労働制﹄と時

２０１７年国民平和
大行進スタート

のもののイメージが変わった♪」という感想からも、組合の

絡いただければ本部からノボリを送ります。

員がデモ行進をしている

人近い組合員が

め介護福祉ユニオンから

集会では︑造船の下請

給１０００円以上の全国

﹁福祉は権利﹂の横断

５月６日
東京・夢の島

感してほしいと、各分会から実行委員が集まり、３カ月かけ

姿が放映されました︒

集まり︑各地域メーデー

初めて参加しました︒

けで４年半に渡って解雇

一律最賃制度の確立に奮

幕を掲げ︑デモに参加し

組合員さんの「違う職場の人とも話せて良かった」
「組合そ

れぞれ地域の実行委から

にも多数参加しました︒

金あげて！職員増やし

撤回を求めて裁判をたた

闘しよう﹂とのメーデー

報告をおこないました︒

ました︒来年はデコレー

た。
「仲間がいるってうれしいね」を新入組合員さんにも実
約の交渉会議が国連本部で開かれるもとでの行進です。

賞金をいただきました︒

など労働者・国民の権利

また︑集会開始前に﹁賃

て！﹂と福祉労働者の処

代３

県医労連から︑准看護師

ションコンテストの入賞

宣言を採択しました︒

かった地域労組の

の１万円以上の賃上げや

人の組合員が勝利和解の

を集めました︒また︑宣

夜勤体制の縮小に歯止め

人でおこな

遇改善を求める署名宣伝

伝中にＮＨＫによる保育

をめざします！

行動を約

士への取材もありまし

をかけた職場報告があり

い︑ 分ほどで 筆近く

た︒集会・デモでは分会・
班から
﹁ 平 和 を 守 れ ﹂﹁ 保
育士増やせ﹂など福祉拡
充を求める独自プラカー
ドや横断幕を掲げ︑元気

し、77 人の新入組合員を歓迎し、 合計 244 人が参加しまし
に引き継ぎました（写真）
。今年は史上初めて核兵器禁止条

各職場で勤務を調整して

侵 害 は 許 さ な い ﹂﹁ 安 倍

たる大抽選会が行われま
した︒最後に︑組合員２
人がメーデー宣言を読み
上げて︑デモ行進が出発︒
開始前から激しい雷雨
が降っており︑天気が不
安定で中止も心配されま
したが︑無事に開催する
ことができました︒デモ
行進ではいい天気とな
り︑元気よくコールしな
がら駅周辺を行進しまし

よくアピールしました︒

京・夢の島と北海道からスタート。７日には東京から神奈川

多くの参加をめざし︑中

大 阪 で は﹁ 戦 争 法 廃

政治︑維新政治ＮＯ！﹂

ーデーも今年で 回目を
迎えました︒夕方に近い
時間での開催で︑早番で
勤務をした後に少し遅れ
て参加した子すずめ保育
園分会から︑組合員４人
と子ども２人︑全体では
２００人余りの参加者が
集まりました︒
オープニングは東葛合
唱団﹁はるかぜ﹂による
合唱ではじまり︑各団体
た︒

や一般市民が︑社会福
祉の拡充を求めたり︑

恒例の新歓企画「グリーンフェスティバル」を盛大に開催

央メーデーに１０７人︑

止︑共謀罪法案反対︑消

は関係がないことは国

からのリレートークがあ

城
戦後72年目を迎えるなか、国民平和大行進が５月６日に東

２つのメーデー １８６人が
三多摩メーデーに 人︑

りました︒執行委員会で

参加し要求をアピール
に分かれて参加していま
決めたテーマカラーの黄

合わせて１８６人が集ま

代々木公園で行われる
す︒今年は月曜日で参加
色のバンダナと

コンテスト入賞をめざす

来年はデコレーション

な
大幅 員と ！
増 げを
上
賃

中央メーデーと︑市部で
しづらい状況でしたが︑
春闘の

行われる三多摩メーデー
シールを身につけまし
た︒職場のなかまから託
された一言メッセージを
傘やうちわに貼ったデコ
レーションや要求を横断
幕に掲げるグッズも目立
ちました︒
三多摩では︑今回も東
京地本主催の福祉メーデ
ーを開催︒ 分会が参加
し︑分会紹介や争議中の
分会からは署名の支援の
訴えなどで意思統一しま
した︒

﹁森友学園の真相究明せ
よ！﹂と︑大阪市の扇町

費税増税︑社会保障改悪

際的にも常識です︒

政府の政策に反対した
りする運動そのもの
が︑取り締まりの対象
となれば多くの社会運
動は萎縮していきま
す︒まさに政府のねら
いはそこにあるのでは
ないでしょうか︒
戦争をする国づくり
は︑民主主義と国民の
権利の否定とセットで
進められ︑９条改憲へ
とつながっ ていきま
す︒組合の内外に法案
の危険性を訴え︑廃案
を求めていきましょ

新入組合員が集まって
ノボリをひきついだ神奈川の組合員

メーデー宣言を
組合員が読み上げ

賃金あげて！職員増やして！

捜査当局が判断すれば

組合活動とも無関係

公園など府内各地で開催

る計画を話し合って合
共謀罪の対象とされる

ではありません︒例え

宣伝にＮＨＫの取材も

意︵共謀︶し︑準備行為

また︑一般人も捜査

危険があることです︒

ないようにしよう﹂と

ーには

現在︑国会で﹁共謀

をおこなっただけで︑

ている内心の自由や表

話し合えば組織的監禁

出などの準備をすれ

ず︑メーデーの起源であ

罪︵組織的な犯罪と処

罪に問うものです︒現

ば︑団交にむけた会議

り︑そのあとには沖縄の

罰及び犯罪収益の規制

の対象となり︑私たち

で﹁有額回答をもらう

松戸駅の近くの公園で

等に関する法律の一部
在の日本の刑法では︑

の日常生活までが監視

まで︑理事長を帰らせ

商品︵ジュース等︶が当

を改正する法律︶法案﹂
実際に法に違反する

され︑憲法で保障され

開催している松戸地域メ

が審議されています︒
﹁行為﹂を行わない限り

処罰はされません︒話

現の自由まで侵される

罪の﹁共謀﹂であり︑

政府は︑テロ対策を

50

13

79

17

２人以上で法に反す

し合って計画を立てて

大変危険な法律といえ

共謀罪と労働組合
憲法違反の法案は廃案に！

準備をしても︑行為に

ます︒

ば︑﹁ 準 備 行 為 ﹂ と し

そのために要求書の提
至らなければ犯罪では

理由にしていますが︑

て犯罪とされる可能性

ないのです︒さらに問
題なのは︑合意や準備

政府が根拠とするパレ

９月

けて、ノボリをつないでください。それ以外の地域にはご連

材が入った地域も目立ちました。北海道・山形・宮城・千葉・東京

行為︑組織的犯罪集団

う︒

８月

じゃんけん列車などの企画で大いに盛り上がりました。新入

員の増員・賃金の改善などの要求を掲げて参加しました。テレビ取

があります︒労働組合

●５日
（土） 福祉保育労平和集会・広島（中四国ブロック主催）
●20日
（日） 救護施設分会・障害児施設分会学習交流会（東京）
●21日
（月） 同厚生労働省交渉

東京」に該当する地本・支部では、各分会・組合員によびか

福祉職場の労働実態の厳しさと改善の必要性が社会的に注目され

ルモ条約がテロ対策と

●２日
（日） 福祉保育労全国代表者会議（東京）

て内容を練り上げてきました。各支部・分会が出店を出し、

るなか、５月１日のメーデーでは、福祉保育労の組合員が大幅な職

の基準があいまいで︑

６月

が、今年はノボリをもう１本作成。
「東京〜広島」
「北海道〜
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宮
「ゆとりある保育を」のプラカードの脇で
テレビ取材をうける組合員

!!!

形
７月

媛
愛
福祉保育労の幕を掲げて えひめ介護福祉ユニオンの参加者

予定
●16日
（土） 第33回定期全国大会（東京）〜17日
（日）

画・ニムラ
案・タミヤ

20

20

88

50

30

30

●３日
（土） 全労連非正規集会（静岡）〜４日
（日）
●９日
（金） 福祉保育労中央行動
＊午前中は学習、午後は打ち合わせと種別交渉などをおこないます
●17日
（土） 社協・事業団学習交流集会（横浜）〜18日
（日）
●24日
（土） 保育部会学習交流集会（宮城）〜25日
（日）

福祉保育労は、例年２コースでノボリをつないできました

・大阪・愛媛の７つの地方の特徴をレポートします。

京
阪
大

34

山
開会前に「大幅増員・賃金改善」署名も集めて

北 海 道
法被と花笠を身につけて見事に大賞を受賞した北見支部

千葉（松戸）

要求 をを大きく掲げて

２０１７
メーデー
子すずめ保育園の
組合員２人が
メーデー宣言を
読み上げたちゅん。
すずめのなかまだちゅん！

東
児童養護施設・錦華学院分会のみなさんで
「賃金あげて！職員増やして！」とアピール

②
2017年６月号

福祉のなかま
第310号

③

2017年６月号
営業職から転職して保

育士になって７年目︒﹁子

どもの成長や変化︑でき

た時の喜びなどを一番身

近で感じられること﹂が

やりがいです︒賃金の低

さや休みがとりづらいこ

とに悩みつつも︑改善を

求めて組合活動を率先し

ておこなっています︒

16

福祉のなかま
群馬支部では論議を重

力
ラ

チカ

ねてスト権を２月に確立

組合

し︑３月 日の全国いっ

！

い
伝えたの

せい行動のなかで︑５分

会でストを実施︒角田さ

第310号

Myメッセージ
つの だ

さと し

角田

諭史さん

仲間がいるからがんばれる

群馬支部・おひさま飯塚保育園分会 群馬支部青年部部長

ん自身もストに入り︑中

央行動に参加しました︒

﹁一人だと絶対にできな

い︒組合があるからでき

る権利﹂だと確信しまし

た︒そこまでの経過に不

安や困難もありました

︻解き方︼二重ワクの文字

が︑﹁ 初 め て の 経 験 を や

りとげた群馬支部の力﹂

を︑Ａ〜Ｆの順に並べてで

きる言葉はなに？

■ヨコのカギ

円に改定

①６月１日以降 円から

③スイーツの一つです

⑧損をして取るもの

⑥ 埼玉⁝ライオンズ

⑨林家正楽さんの⁝芸

⑪祭りのときかつぎます

⑫マップ︒日本⁝︒

を実感したと言います︒

仕事の研修で県内の保

育者が集まることは多く

ても︑顔を見たことがあ

る程度なのが通常です

が︑
青年部の交流を通し︑

そんな場でも話ができ︑

仲間になっていくつなが

りを大切にしています︒

群馬支部青年部ではこ

の夏︑オリジナルＴシャ

ツ を つ く り︑﹁ 今 こ の 時

だから︑平和をアピール

したい﹂ と広げていま

す︒﹁ い っ し ょ に 働 き︑

遊び︑学ぶ仲間がいるか

語ります︒

らがんばれる﹂と力強く

モットーは︑いつで
も楽しむこと︒最近︑
アウトドアに興味が出
てきて︑夏はキャンプ
に行く予定です︒
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行動に保護者から
「がんばってください」と
北海道地本・モエレはとポッポ分会 福岡

厚志さん

ストの記事を読みました。保護者の方も保
育士の処遇について関心を持ってくれている
んですね。私の分会でも「福祉職員の大幅増
員・賃金改善署名」を職場の玄関で配布し、
保護者の方に協力をいただき、同じく「がん
ばっ てください」 と声をかけてもらいまし
た。元気をもらえたことを思い出しました。
保護者も巻き込みながら、力をあわせて立ち
上がりましょう。

みんなのたたかう姿に勇気を
神奈川県本部・緑陽苑分会 阿部

佳久さん

「たたかうなかまの３・16全国いっせい行
動報告」では、福祉職という職業柄、たたか
うというのは少し苦手ですが、みんなが守る
ためにたたかう姿に勇気をもらいました。

介護の総合事業

⑬和装 ↑↓

⑮ベルトの止め金を英語で

⑰格言﹁⁝は⁝屋﹂

⑲ショウガをガリと言う

⑳植村直己さんの肩書

㉒夜店の金⁝すくい

㉓⁝スパゲティ︑⁝唇

㉔アニメ﹁風の谷の⁝﹂

㉕右へ曲がりま〜す

利用者も心配
孝行さん

４月から札幌市でも介護の総合事業が始ま
りました。利用状況によっては事業所の収入
が半減してしまう設定に、
「おたくも大変で
しょ。行かなくてつぶれたら困るから」と察
してくださる利用者さんも。その配慮に感謝
しつつも、誰もが安心して受けられる介護に
はほど遠いことをあらためて痛感しました。

高知市で看護師専任化の成果が
高知地本・高知市民間保育所労働組合 二俣 優子さん

ン

⑯若々しい⁝のある肌

⑱地面より低いところにあ

る部屋

⑲ツクシはこれの胞子茎

㉑昔は腰かけて測りました

㉓トビが生むこともある

３０８号︵２０１７年４月

答えは﹁イチネンセイ﹂

号︶の答えと当選者

人でし

た︒抽選により︑次の方々

で し た︒ 応 募 は

幸恵さん

に図書カードを送ります︒

守屋

晴与さん

︵北海道地本・札幌つくしの子分会︶

大沼

24

■ タテのカギ

①高 倉 健 さ ん 主 演 の 名 作

﹁幸福の黄色い⁝﹂

②常識では考えられない神

秘的な出来事

③⁝蜂取らず

④徳川光圀の別名

康博さん

津田

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▶７月15日
発表▶2017年９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

︵ 大阪地本・さつき福祉会分会︶

応 募 方 法

︵宮城支部・宮城野の里分会︶

Ｆ

⑤漢字では﹁土筆﹂

Ｅ

⑦台風の⁝︑⁝業務妨害罪

Ｄ

⑩尾瀬の湿原に群生

Ｃ

⑪脳⁝︒手前⁝

Ｂ

⑭セブンも太郎もいる⁝マ

答え

A

紙面を読んで

北海道地本・かりぷあつべつ分会 田渕

62

高知市民間保育所労働組合で力をあわせて
きた甲斐があって、今年度から看護師が専任
化されました。これからもみんなで力をあわ
せてがんばるぞ！

みんなで力を合わせて！
宮城支部・宮城野の里分会 渡辺

由美子さん

今年は５人の新入職員を迎えて新年度がス
タートしました。福祉の現場は問題や課題が
山盛りですが、若い職員と力を合わせて盛り
上げていきたい46歳です。

「ワンコイン共済」加入に関する疑問・質問
新規加入の年齢制限等の条件はありますか?

７月１日
から

「ワンコイン共済」加入のみなさまへ

新しい
共済期間がはじまります

継続手続き（2017年７月以降分）のご案内
をご自宅宛に送りました。内容に変更のある
場合は６月15日までに返送してください。返
送がない場合は、そのままの契約内容で自動
継続となります。

ワンコイン共済＋個人共済は65歳未満の組合
員なら加入できます。プラスの医療共済と生命
共済は健康告知が必要です。また、60歳以下と
61歳以上の方は上限口数が違います。

家族も加入できると聞きましたが、加入制限は？

分会共済担当者のみなさまへ
2017年度「分会慶弔共済」の継続手続きの
ご案内を分会宛にお送りしました。
「分会慶
弔共済」は、必ず次の２つの手続きが必要で
す。
（締切は６月15日）
①
「分会慶弔共済申込書・登録者名簿」
の提出
②掛金の送金
手続きが遅れると、新規登録者の共済加入
歴が短くなり、退職餞別金の給付額に影響が
出る可能性もあります。締切日までに手続き
をお願いします。

④

対象は組合員の配偶者と扶養している子どもです。
組合員のワンコイン共済+個人共済の加入が条件で、
組合員本人の加入する個人共済の口数を超えない範囲
で加入できます。組合員本人がワンコイン共済＋医療
共済５口加入の場合、配偶者・子どもは、それぞれ医
療共済５口まで加入できます。

※ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

