82％の自治体が政府の保育士処遇改善策を「不十分」と回答

大幅な職員の増員と賃金の改善を求める

国会に向かってシュプレヒコール

６月９日︑福祉保育労は来年度予算の概算要
求にむけた各制度の改善などを求めて︑厚生労
働省交渉を中心とする中央行動をおこないまし
た︒各地から１０２人が参加し︑午前中は﹁人
材確保運動のポイント﹂を学習し︑午後は６つ
の種別に分かれて厚生労働省交渉︵詳報は２・
３面︶をおこないました︒行動の最後には国会
前でシュプレヒコールをあげました︒

の か ﹂︑ ２ つ の 道 が あ る

大企業の役員報酬とワ

と指摘しました︒

ーキングプア︵働く貧困

実態を明らかにし

﹁気持ちが悪

い⁝﹂
︒ 共謀罪

法が参議院本会

に筋道を立てて考え︑的

リーガルマインド︵法的

運動をすすめるうえで

現政権の抱える﹁歪み﹂を

じた︒怒りよりもまず先に

報を見た時︑一番初めに感

いうニュース速

れて成立したと

議で強行採決さ

確に判断する能力︶の必

法令遵守を
徹底させよう

要性と︑対政府要求にむ

感じ︑﹁気分が悪い﹂ではな

特定秘密保護法と合わせ

ゆが

けては立憲主義の重要性

く︑気持ちが悪くなった︒

て︑日本は主権者である国

不十分な国の基準のも

を示しました︒

とで︑より多くの職員を

民が国家・政治を監視する
層 ︶︑ 内 部 留 保 と 実 質 賃

配置しても︑休憩時間な

﹁人材確保運動のポイ

権限を奪われ︑逆に国家か
金︑所得税の最高税率と

ら監視され︑主従が逆転し
消費税の矛盾の広がりを

どにも仕事をせざるを得

ント﹂を小山道雄副中央

ない実態が明らかにされ

執行委員長がパワーポイ

た国になる︒
数 字 と 図 表 で 説 明︒
﹁賃

戦争法の成立︑核兵器廃

てこなかったと指摘︒５

ントで映写しながら解

月末までとりくんだ﹁福

論統制と﹁保育指針﹂まで

打ち勝つ﹁闘い﹂が不可

使った国家への帰属意識の

害者自立支援法に対する

れ︑法律で定められた休

強化︒すべてが戦前と同じ

金を増やせ︑金持ちと大

国や自治体が国民・住

憩・休暇がとれないこと

流れにつながっていく︒子

説︒動力・技術の発達な

民をくらしやすくするた

や︑国の指針がめざすと

どもや障害者︑高齢者など

絶にも消極的で国際社会か

めの﹁財政﹂のしくみに

している完全週休２日制

の社会的弱者が国家の負担

ら孤立化︑そして国民の言

つ い て︑
﹁どうしても実

が実現されていないこと

とならないよう﹁地域が包

祉職員の大幅増員・賃金

施しなければならない仕

などについて︑国の責任

改善署名﹂の４項目にふ

事を考えて支出を決め︑

を問題にしなければなら

括的に支え合い共生する﹂

欠だと強調しました︒

それに見合った収入をは

ないと強調しました︒

運動を紹介︒福祉保育労

か る ﹂ 原 則 と︑
﹁所得の

﹁たたかいの足場は法

そんな社会はごめんだ︒

が今春闘でとりくんだ３

﹁そもそも論﹂ とし

多い人から多くの貨幣を

令遵守︒公務員に憲法・

﹁嫌だ﹂
﹁おかしいぞ﹂ と

企業の利益に課税し社会

て︑憲法が保障する基本

すいあげ︑所得の少ない

法律を守る義務があるも

声 を 上 げ 続 け よ う︒ 大 丈

保障・社会福祉を充実し

社 会 ﹄﹂ を 批 判 し︑ 政 治

的人権には︑精神的・経

人にまわして貧富の差を

とで厚生労働省に迫って

夫︑私たちには日本国憲法

どで発展してきた生産力

を動かしてきた歴史にふ

済的・身体的自由を含む

縮める﹂という﹁所得の

いこう﹂ とまとめまし

を﹁労働時間の短縮と賃

れました︒その事例とし

自由権と︑生存権や労働

再配分﹂の役割を︑中学

た︒

・ 全国いっせい行動の

て︑母親たちが立ち上が

基本権などの社会権があ

校の公民参考書を引用し

も低い賃金もそのまま

が事・丸ごと﹃地域共生

﹁一億総活躍社会﹂︑
﹁我

安倍政権のすすめる

って厚生省︵当時︶の政

り︑社会権は契約と財産

て説明しました︒

つ必要性を語りました︒

策を変えさせたポリオワ

の自由を制限したうえで

参加できる労働環境に生

クチンの制度化や２００

実現すると説明︒規制緩

かすのか﹂
﹁長時間労働

８年から翌年にかけての

自由権と社会権

教訓も話されました︒

16

たたかいが不可欠

︵服部︶
という希望がある︒

生する︒

ことを強制される社会が誕

﹁ 年 越 し 派 遣 村 ﹂︑ 障 害

和や企業減税に反対し︑

ろ﹂との要求に確信を持

労働者の権利と
社会保障をめぐる
２つの道

福祉人材確保運動のポイントを学ぶ

たたかいの足場は法令遵守

発行責任者／多久和令一
2017年７月５日発行

「散歩の時間だよ」
老々介護さらに…
高宮信一･作

金の引き上げで︑誰もが

パワーポイントの資料を踏まえながら学習

者に応益負担を強いた障

で︑非正規化をすすめる

資料と根拠を示し ていねいに
資料と根拠を示し、ていねいに
解説をした小山副委員長

６・９中央行動
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職員配置の最低基準の３人に１人を目安に

月４万円の加算をおこなうことなどが中心だ
表。政府が今年度実施する保育士の処遇改善

が、対象も規模も限定的で底上げにつながら
策について、 回答した自治体の８割以上の

ない。大半の自治体も不十分とするなか、抜
119自治体が「十分ではない」とした。

本的な対策が求められている。

2017年
７･８月号
第311号
全国福祉保育労働組合

読売新聞は５月31日付紙面で、保育の需要

が高い 150 自治体を対象にした調査結果を発

い﹂との回答でした︒

﹁規制緩和や企業保育に

たちから目を離して事務

態 化 し て い る ﹂﹁ 子 ど も

出ないサービス残業が常

で す︒ 実 態 調 査 も 拒 否

はあってはならないこと

れが不可能な制度や予算

﹁今までに月４万３００
０円の賃上げをした︒今
年度からさらに１万円相
当 を 引 き 上 げ た ﹂﹁ 基 本
的に賃金は事業所の労使

スごとに単価設定をする

に報酬を決めるのは制度

ら﹁賃金水準を想定せず

る姿勢でした︒参加者か

で決めること﹂と開き直
い て﹁︵ 賃 金 水 準 を 想 定
との従来の回答を繰り返

準を引き上げると施設が

増え︑職員配置の最低基

と保険料と利用者負担が

た︒
﹁介護報酬を上げる

参加者の怒りをかいまし

と実態を無視した回答で

ビスの配置基準は適切﹂

勤ではない﹂
﹁デイサー

﹁宿直もいるので一人夜

職員配置の改善では︑

トンデモ回答に怒り

職員配置の実態無視

任﹂と反論しました︒

設計の責任者として無責

すだけでした︒
賃金の改善については

して︶設定していない﹂

査結果を踏まえ︑サービ

と言い切り︑経営実態調

配置基準を改善すると
施設がつぶれる

賃金水準想定しない
無責任な制度
厚労省は介護報酬につ

〜」をテーマに、元名取市立閖上保育所長の

幅広い共同つくり

かかる子どもの安全と労

し︑現行制度上の義務の

な命を守るために〜東日本大震災の体験から

改善と要求実現を

基法遵守﹂の３点です︒
をしろということか﹂な
履行にさえ不誠実な姿勢

全体で76人の保育職場の組合員が集まって

職員配置基準と労基法

現場の実態として﹁保育
どと指摘しました︒担当
に対し︑幅広い人たちと

る︒毎日帰宅は午後９時

学びあい、交流しました。記念講演は「大切

サービス残業常態化に
法令遵守の徹底を訴え

要請項目は︑﹁職員配置
指針が義務づけている計
者は保育者の事務時間に
改善・要求実現を求めて

い︑専門家を７人いれた
を回る﹂などと改善を求

全国保育部会学習交流集会
inみやぎ

の遵守は法的義務で︑そ

基準と労基法の両立可能
画や記録を作成する時間
ついて説明できず︑代替
いく必要があります︒

報酬改定の人件費の積
チームで審議すると回答
め ま し た が︑ 担 当 者 は

横浜市

保育者の事務時間

な人件費財源﹂
﹁整備費
がない﹂
﹁休憩の返上や
職員費も﹁単価は示さな

①職員処遇および報酬
算根拠について︑担当者
しました︒

社協･事業団全国学習交流集会
in横浜

どう考えるのか？

用の全額公費負担で人件
持ち帰り残業など統計に

談支援事業も﹁１人で１

か﹂と追及しました︒相

﹁命を守れる基準なの

場実態について発言し︑

労働が慢性化している職

費へのしわ寄せ解消を﹂

長時間労働の慢性化
報酬改定で抜本改善を

単価改定②職員配置基準
は﹁積み上げでなく経営

００ケース以上持ってい

③障害者支援施設︵入所
つぶれて利用者が路頭に
迷う﹂というトンデモ発

ありがとうございました。

﹁報酬改定で検討﹂との

お互いの状況を理解しあいました。

回答に終始しました︒来

委員会のみなさん、集会の準備や当日要員を
されました。全体で43人が参加しました。

﹁命を守る配置基準﹂
を

提案をうけたあと、意見や疑問を出し合い、

実態を総括的に見てい

ことなどを確認しました。宮城支部現地実行
ず働きやすい環境づくりが共通課題として出

る︒収支差率を見て落と

はテーマごとの分科会に分かれて、レポート

施設︶の定員削減の根拠

の要請や署名、リレー宣伝を今秋もおこなう
職員の組織化をすすめ、正規・非正規を問わ

④相談支援専門員のケー

幅な職員増・賃金改善を求めて国や自治体へ
を聞けて、とても教訓となりました。その後

言まで飛び出しました︒

た。震災に遭われた保育園関係者から直接話

年度の報酬改定にむけて

２日目は分散会で、各職場の状況と今後の

組合活動について意見交換しました。非正規

報酬改定にむけ運動

提案された17年度の運動方針を踏まえて、大

し込んでいく﹂とし︑報

２日目の午後は保育部会の総会が開かれ、
つながっていることが大切」と指摘されまし

ス数の上限を明らかにす

いう震災にそなえておくこと、そして地域と

お聞きしました。

運動をすすめていきま

と︑事業実施のバラツキ

くむ「やまて企業組合」のワーカーの実践を

職員配置について︑労

育てなどの相談や支援︑

の解消を求めていきま

各分会では交流を深めあいました

酬改定にむけてはヒアリ

働きつづけていく重要性

例に︑担当者から﹁国

す︒また︑補助金事業だ

事業実施状況と評価︑課

た、防災で大事な点として、
「訓練し、こう

ることを重点にして交渉

退職が出た場合︑本園か

も語られました︒担当者

は小規模でも排除せず

けに現場や組合が自治体

給﹂となった大阪市の実

び腰になっている向き

だったか、何を考えたか、語られました。ま

市と川崎市で生活困窮者自立支援事業にとり

す︒

らの応援も難しい﹂など

からは﹁現場で何が起き

過去最多の 人が出席

強化していてあり得な

を動かす働きかけをおこ

態度の主任職も組合員

も強まっている︒
民主主義とは多数で
何でも決めることでは
ないし︑そこでのみし
か 通 用 し な い﹁ ル ー
ル﹂を押しつけ続ける
ことでもない︒福祉職
場では法令違反があた
りまえの実態があるう
えに︑ハラスメントや
それを恐れた忖度も起

と〜」をテーマにシンポジウムを開催。横浜

基法さえ守られず長時間

﹁福祉の提供ビジョ

今後とも実態をリアル

ました︒

グループホームについ

と訴えました︒現行の３

ているのか︑さらに知る

い﹂と回答がされ︑提

なっていくことが重要だ

だという︒

法案を委員会の採決を

きやすい︒目の前やつ

当日の状況をスライドでどんなに悲惨な状況

団体からおこな

た︒担当者は︑地域住民
などを動員する﹁我が事
・丸ごと﹂地域共生社会
の実現は︑公的責任の丸
投げではないと明言しま
した︒
専門性を有する職員の
必要性を認めながら︑増

ン﹂が提起した﹁総合的

て︑﹁ ３ 人 の 職 員 で ま わ

人体制と４人体制になっ

努力をして改善につなげ

示した組合員が﹁戻っ

と再認識する交渉になり

い﹄と言われた﹂など︑

先の国会では︑安倍

経ずに本会議で可決・

ながりの先にある﹁お

佐竹悦子さんにお話をしていただきました。

機関での支援を通じて感じること、考えるこ

ングを

現場の実態リアルに

省は︑必要な職員の配置

な福祉人材の確保 ・ 育

泊

た際の想定勤務表を示し

参加者から事業・処遇

たら急いで市に厚労省

内容は極めて深刻にな

首相やその側近らの意

う︒先日︑ある地方の

成立させたりと︑民主

かしさ﹂と向きあって
権利を守り活かし︑自

職員配置基準の改善などを訴え（高齢）

１日目は「生活困窮の実態〜自立相談支援

に臨みました︒

職員配置や専門性の向上

相談・支援が行き渡る

専門性を認めるなら
公的責任を後退させるな

職員の配置基準を

基準を示さず︑多くの職

員に責任を果たそうとし

社会福祉協議会は︑生

員が非正規雇用で︑十分
に伝え︑職員の増員を要

伝えて増員要求を

活困窮者自立支援事業と

成﹂により︑安易な人件
求していきます︒

を要求しましたが︑厚労

日常生活自立支援事業を
に専門性を身につけてい
費の削減や専門性の否定

示さない厚労省

実施しています︒自らの
ない実態の改善を図ろう
をしないよう求めまし

ない姿勢が明らかになり

力だけでは生活できない
とはしません︒

ました︒
現場で起こっていること
さらに伝えて改善へ

参加者からは施設を出

になる︒４人体制が保障

た の に 対 し︑ 担 当 者 は

・研修などの実態を示し

と協議するよう求めて

う︒
﹁私の職場もおか

っている︒知人・友人

組 合 員 か ら︑
﹁感情的

主義の根幹が揺らい

!?

仙台市
６月24〜25日

方々の支援が目的です︒

グループホームを４人体制に

勤務表試案を示して求める

されると７〜８泊に減る

たあとの進学・就職・子

うえに︑同じ時間帯に複
ていきたい﹂と決意も示

月月 〜 泊の宿直

し︑職員配置基準の改善

﹁厳しい状況だと感じ
されました︒

すので宿直で月 〜

を歓迎しつつも︑さらな
数の職員がいる状態をつ
た﹂と率直な感想を話し

﹁厳しい状況﹂の感想

る抜本的な見直しを求め
く り や す く な る ﹂﹁ 途 中

ました︒

果もありました︒

さらに自治体動かす
働きかけを
厚労省には︑現場の実

題や予算②指導員の処遇

状況や問題点を伝えまし

態と声を反映させること

改善③認定資格研修事業

た︒﹁ 今 年 度 は 児 童 が ８

しいのでは？﹂とネッ

が勤める福祉職場にも

や地域もさまざまだ︒

なハラスメントが繰り

だ︒説明責任も果たさ

不支給ありえない﹂

の維持・拡充︑の３つを

この春以降︑中央本

ト検索などで電話やメ

﹁子どものケガを全

返され︑意見を言える

☆例年通り、
「福祉のなかま」の８月の発行はありませ
ん。今号が合併号で、次号（312 号）は９月５日発行
予定です。

業が大きく動くなか︑①

柱にして︑回答を引き出

ました︒

放課後児童健全育成事

か
現場の実態 ら 施策の改善を!

改善したい﹂と語る成

部に寄せられる労働相

ールを寄せてくる相談

向を官僚が忖 度 して行

体で叱責し︑職員全員

状況ではない﹂という

由と平等を尊重する民

画・ニムラ

齢

人に留まり補助金が不支

﹁大阪市の補助金

事業のバラツキ解消を
大阪市の矛盾も明らかに

11

してやりとりをすすめま

談が増えている︒森友

劣悪な実情はないか︒

政をゆがめたり︑批判

政府に
学園系列の保育園や兵
者の職場は保育園だけ

一方︑私たち組合の

も高まっていた共謀罪

に対して謝罪を要求さ

れないなか︑マスコミ

主主義を実践していこ

９月

した︒

庫の﹁わんずまざー保
でなく︑介護事業所︑

ある職場はどうだろ

れる﹂
﹁半年後に退職

相談が入った︒大半の

も政治の圧力を忖度し

う︒

８月

省庁の担当者に要請書を渡す組合員
︵学童・児童館︶

育園﹂の事件が報道さ
障害者施設など︑種別

そんたく

れた影響もあるのだろ

したいと前もって伝え

職員が組合に加入して

国会でも職場でも問われる民主主義
﹁おかしさ﹂と向きあって実践していこう

たら︑﹃辞める人にはボ

てか︑報道の姿勢が及

●５日
（土） 福祉保育労平和集会
（広島）
●20日
（日） 救護・障害児関係分会学習交流会
（翌日厚労省交渉 東京）

６月17・18日

10

いる職場で︑高圧的な

しっせき

東京）予定
●16日
（土） 第33回定期全国大会（〜17日

案・タミヤ

50

学童・児童館

22

高
●19日
（木） 憲法・いのち・社会保障まもる国民集会
（日比谷野音）
●20日
（金） 児童養護施設職員等の全国交流集会
（〜21日 東京）

育
保
害

ーナスや有給休暇はな

10月

11

福祉職員の大幅な処遇改善を！

現場の声を
直接伝え 要求実現迫る

6・9中央行動

障
協
社
児童養護
10

６月９日の中央行動では６つの種別に
分かれて、政府交渉をおこないました。
事前に要請書を提出し、各地の組合員が
現場の実態と改善要求を訴えました。そ
れぞれの特徴をレポートします。

特集

②
2017年７･８月号

福祉のなかま
第311号

③

2017年７･８月号
特別養護老人ホームで

ナースとして働いていま

すが︑以前は病院に勤務

していて︑当時から組合

活動の経験がありまし

た︒今の職場に勤めて４

年目ですが︑持ち前のバ

イタリティ ー と明るさ

で︑若い職員の組合加入

にむけてがんばっていま

す︒

力

ラ
チカ

昨年︑久しぶりに法人

組合

福祉のなかま

と話し合いの場を持ち︑

！

い
伝えたの

組合が動いたことで改善

もでき︑分会にも活気が

第311号

Myメッセージ

菅原

みんなの心をつなげて
少しでも働きやすい職場に

しおさん

山形地本・思恩会分会

時間外労働にはきちんと手当を
東京地本・調狛府中支部 阿部

出てきました︒また︑若

「８時間は仕事に８時間は休憩に８時間は
自分のために」の８時間の仕事をもっと短縮
できたらとつくづく思いますが…働きすぎで
すよね日本人！また、希望を持って生き続け
るっ て気力だけではどうにもやっ ていけな
い！我が園も正職の他に非常勤、パートの職
員がたくさんいます。子育てしながら正職で
は続けていけないとパートになる職員が出て
きました。分会ではパート時給のアップなど
の要求を出しあいました。

「みんなのメッセージ」
に励まされて
東海地本・ぽけっと分会 林

⑭道具︒電気⁝⁝

⑯地所︒⁝⁝の区画整理

⑱余裕︒⁝⁝のある生活

⑳出港の反対語

㉒寝て待つ人もいます

㉔上下⁝⁝︑前後⁝⁝

㉕芝居がヘタな⁝⁝役者

㉖西部劇の馬乗り

㉗役に立たない︑⁝⁝の大

木

「みんなのメッセージ」
で元気に！
大阪地本・さつき福祉会分会 肥後

⑮運動場︒ホーム⁝⁝

⑰⁝⁝儀︒⁝⁝温暖化

⑲納得しました︒了解

㉑醸造に使われる⁝⁝菌

㉓歩くこと︒⁝⁝者天国

㉔傾斜している道

㉕⁝⁝は小を兼ねる

３０９号︵２０１７年５月

３ ０ ９ 号 の 答 え は︑
﹁サ

号︶の答えと当選者

ヤエンドウ﹂でした︒応募

人

人でした︒抽選

は初めて２カ月連続で

をこえる

請求件数

新しい
共済期間がはじまりました

７月１日
から

「ワンコイン共済」・「個人共済」
ご加入のみなさまへ
2017年度の証書は７月中に発送予定で
す。掛金の引き落としは毎月22日（22日
が土・日・祝日の場合は直後の平日）に
指定の口座より引き落としなります。
ただし、
「ワンコイン共済」のみ加入
者 ・「火災共済」の掛金は年払いが基本
となっておりますので、７月24日に１年
分の掛金の引き落としとなります。

分会の
共済担当者のみなさまへ
継続手続きのご協力ありがとうござい
ました。
2017年度「分会慶弔共済」の登録者名
簿と登録者証は、後日発送いたします。
まだ、手続きが済んでいない場合は、
大至急手続き（継続申込書と登録者名簿
の送付と掛金の振込）をお願いします。

院

休

業

58件
（37件）
75件
（45件）

慎一さん

３・16全国いっせい行動のストに参加し、
ワッペンをつけながら１日勤務をしました。
障害者通所施設のため、送迎後の16時〜17時
の時間帯に駅頭や近隣のスーパー前などで処
遇改善を求めるデモ行動もおこない、直接訴
えることができるいい機会だったと、組合職
場会議で振り返りました。５月号の「組合に
はいろう みんなのメッセージ」で全国の組
合員の発信を受けとり、たくさんの元気をい
ただき、明日からの仕事も前向きにがんばり
たいと思いました。

2016年度（2016年７月〜2017年６月）の
「ワンコイン共済」の給付状況
（ ）は昨年度

亜衣さん

私もかつては組合活動について、
「これ以
上仕事が増えるのは嫌。今がいっぱいいっぱ
い！」と分会会議のなかで思ったことが何度
もありました。そんな若い職員の気持ちも理
解しつつ、どう伝えていけばいいのか悩んで
いたところ、５月号の「組合にはいろう み
んなのメッセージ」に励まされました。身近
な社会が変わっていくといいなと思います。

福祉労働者におすすめ
「ワンコイン共済」

入

光絵さん

５月号１面の時間外労働の実態アンケート
は興味深かったです。休暇はおおむね取れて
いますが、超勤が多いものの、月８時間しか
手当がつかないことになっています。組合で
超勤手当が８時間より多く取れるように動い
ていければと思います。

京都地本・みつばち菜の花保育園分会 水野 清子さん

い組合員からの相談にも

気楽に応じられます︒

普段の仕事の中では︑

〝食べる〟ことに力を入

れ て い て︑﹁ 生 き る こ と

は食べること﹂をモット

ーに︑今まで食べられな

かった高齢者の方が食べ

■ タテのカギ

①短冊に書いてササの葉に

により︑次の方々に図書カ

ードを送ります︒

いずみさん

千夏さん

20

紙面を読んで

仕事の時間をもっと短縮できたら

︻解き方︼二重ワクの文字

を︑Ａ〜Ｆの順に並べてで

きる言葉はなに？

飾ります

②耳の穴の奥にあります

松崎

樋田

︵ 福島支部・福島福祉施設協会分会︶

剛士さん

︵ 東海地本・かわらまち分会︶

寺尾

21

られるようになることに

仕事のやりがいを感じて

います︒

③海の⁝⁝山の⁝⁝

■ヨコのカギ

①⁝⁝に小判

昨年から全国高齢種別

の幹事を︑今年６月から

④くだらない質問

⑥鼻⁝⁝の通った外国人

③紫外線から目を守る眼鏡

⑧棒⁝⁝︒折れ線⁝⁝

⑤いたずら書き

⑨本の見出し書きです

⑦口金のついたサイフ

⑩タイコとノリスケの子

は山形地本の執行委員を

務めています︒今は 月

に開催される山形県社会

福祉研究集会と高齢種別

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▶８月15日
発表▶2017年10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・ひびき福祉会分会︶

応 募 方 法

⑪⁝⁝ヒヒは猿の仲間

Ｆ

⑪ 手塚治虫さんは⁝⁝の神

Ｅ

⁝⁝という取越し苦労

Ｄ

⑬天が落ちて来るのでは

Ｃ

様

⑫食器を洗ったあとに使う

答え

Ｂ

全国交流集会の合同開催

に向けて︑日々奮闘して

います︒

﹁今後も組合員を増や

しながら︑少しでも働き

やすい職場をめざして︑

法人と団交をしていきた

編集部︶

い﹂と力強く語っていま

す︒ ︵構成

趣味は音楽鑑賞︵演
歌 ・ 童謡は ＮＧ︶︑ ピ
アノを弾くこと︒週 １
回は地域のバレーボー
ルで汗を流してストレ
スを解消︒
A
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④

給付額
1,367,700円

入ってて
良かった!!
突然の
インフルエンザで
病院代・薬代が…

1,558,625円

2016年度の「ワンコイン共済」において、病気やケガ
による入院による給付件数は、昨年度に比べ21件増えま
した。また病気やケガによる休業給付は、昨年より30件
増えています。 特に多いのは、
「インフルエンザ」 や
「流行性結膜炎」などの季節性の病気、
「腰痛」
「うつ病
・自律神経失調症」などの傷病、妊娠・出産の思わぬ症
状（
「切迫早産」
「妊娠悪阻」など）です。やむを得ず仕
事を休んだり入院したりした際、
「ワンコイン共済」
に加
入していると、
これらすべてが給付の対象となります。
「ワンコイン共済」では、入院１日目から
（日帰り入院
も）保障し、また、病気やケガのため医師の指示で仕事
を５日間以上休業した場合、
１日目から保障されるなど、
福祉職場で働く人にとって、
まさにおすすめの共済です。
また、10年間大きなケガや病気をせず元気に働くこと
ができた方には、
「健康給付」１万円が給付されますの
で、未加入の方はぜひ「ワンコイン共済」に加入しまし
ょう！

突然のインフルエンザで５日
間の休みになり、病院代や薬代
も結構かかったなぁ…と思って
いた時に、 そういえば！ と
共済に入っていたことを思い出
し、給付を受けることができま
した。
普通の保険
ではインフル
エンザでは給
付されないの
で、本当に助
かりました。
⎛ 北海道地本・光星はとポッポ分会 ⎞
⎝
⎠
小野 朋代
さ

ん

