７月からフジテレビ火曜夜９時ドラマ「健康で文化的な最低限度の生活」放送

２０１８年春︑群馬支部で新しい分会が結成されま
した︒労働実態の厳しさに悩み︑退職を考えていた組
合のない園の職員のつぶやきに︑組合員がひとことを
送 っ た こ と が き っ か け で す︒ 休 憩 ・ 休 暇 が 取 り づ ら
く︑賃金も厳しい状況を変えて︑働きつづけていくこ
とをめざしての分会結成です︒相談と結成︑要求書提
出・団交の経過︑その後の変化をレポートします︒

園長といっしょに４人
の話を聞いたベテラン職

群馬県東部の桐生市内

手不足で休憩・休暇もと

員 に も 話 を 聞 く と︑
﹁人

員の向田さんが︑他の職

のすみれ保育園で︑昨年

れないのに賃金は上がら

きっかけはＳＮＳ
組合員の返信から

月に職員４人が﹁会議

続けられない﹂と退職を

く︑毎日ハードワークで

や事務処理で休憩もな

つくって職員の半数は加

と︑群馬支部に﹁組合を

るなら組合をつくろう﹂

出︒
﹁交渉して解決でき

ない﹂ などと不満が噴

ひとりが自分の意見を話

・非正規に限らず︑一人

っ た 集 ま り で は︑
﹁正規

準備したい﹂と何度も持

﹁みんなでいっしょに

い﹂とがっかりした声も

合をつくっても変わらな

なく︑組合員からは﹁組

には具体的な改善内容が

３月末に届いた回答書

教育の授業で扱

や避妊などを性

行動に伴う妊娠

の中学校で︑性

ました︒

申し出ました︒３人が保

ったところ︑問

て﹂と︑何人もが積極的

得意﹂
﹁記録ならまかせ

の 選 出 で も︑
﹁計算なら

振り返ります︒分会役員

じた﹂と︑佐藤委員長は

ていることがスゴイと感

まっています︒組合員数

など︑実質的な改善が始

職員の時給が引き上がる

契約職員の賃金やパート

されて休憩が保障され︑

度からは会議時間が短縮

厚生労働省は児童福祉施設

して対立している︒昨年︑

習指導要領を超えていると

主張する一方︑都教委は学

立区教委は教育の必要性を

題視する声が上がった︒足

東京都足立区

育業界から離れたいとま

出ました︒しかし︑新年

電話を受けた佐藤支部

成のきっかけは︑ＳＮＳ
でつぶやいた労働環境の

しました︒

執 行 委 員 長 は︑
﹁拡大対

で働きたい﹂と発言︒結

不 満 に︑﹁ そ ん な ら 組 合

は

みんなで準備して
役割分担すすめて

つくっちゃえば？﹂と群

に引き受けました︒

に対し︑性的マイノリティ

象ではなかった園からの

︵ＬＧＢＴ︶の子どもへの

きめ細かな対応を求める通

き︑同席した

んの話を聞

員会で向田さ

の支部執行委

相談し︑１月

おおむね合意︒賃金の引

て労使基本協定について

旬には団体交渉も実施し

結成通告を提出︑３月上

さんが︑２月下旬に分会

分会長に選ばれた向田

いと組合員もわかったの

けでは要求全部は通らな

します﹂
﹁１回の交渉だ

たので︑まずは学習会を

時間制﹄の導入に気づい

して﹃１年間の変形労働

準備で就業規則を読み返

向 田 分 会 長 は︑
﹁結成

な生き方をし︑どのように

どこで生まれ︑どのよう

始めている︒

を受けた人たちが声をあげ

性保護法下で強制不妊手術

た︒障害の分野でも︑旧優

なう方針も明らかになっ

て︑同省が実態調査をおこ

間の性被害 ・ 加害につい

童福祉施設で暮らす子ども

知を出している︒また︑児

県労会議事務

き上げや休憩時間の保障

で︑一歩ずつ改善させた

死んでいくか︒人間らしく

一歩ずつ改善へ
各分会も刺激に

人になりました︒

馬支部の組合員が送った

た﹂と語りま

局長の全面的

を項目に要求書を提出し

い﹂
と前向きに語ります︒

す︒すぐに群

なバックアッ

佐 藤 委 員 長 は︑
﹁すみれ

のできない権利である︒性

て︑出席者全員が労働環

別や年齢︑障害の有無にか

境の改善要望を発言しま

動に学んで︑労働時間の

かわらず︑正しい知識のも

プを受け︑分

長さや休憩時間の保障な

とに差別のない安心できる

会結成にむけ

ど︑支部の各分会があい

環境をつくっ ていくこと

生きることは誰も侵すこと

まいにしてきたことに目

も︑私たちの役割ではない

保育園分会の原則的な活

を向けたい﹂
と︑
支部全体

した︒

の活性化への刺激になっ

だろうか︒

︵高橋︶

たことを喜んでいます︒

た準備を始め

要求・交渉の
あとに実質的な
改善始まる

相談で︑正直ビックリし

12

馬県労会議に

10

﹁次は労働組合のある園

せて︑みんなが受けとめ

高宮信一･作

入したい﹂と 月に相談

プロ
「高プロ」でなく「低賃金
フェッショナル」の方だね

で言うなかで︑１人だけ

11

返信でした︒

団交にむけた要求づくりを分会会議で

改善を求めて
休憩・休暇がとれない
賃金も上がらない

要求を掲げて（４月28日）
支部青年部主催の学習会でも歓迎

﹁組合のある園で働きたい！﹂

発行責任者／土田昭一
2018年６月５日発行

﹁組合つくっちゃえば？﹂
群馬支部・すみれ保育園分会結成
〒111‑0051 東京都台東区蔵前4‑6‑8サニープレイスビル5FA
TEL 03‑5687‑2901
（代）FAX 03‑5687‑2903
メール･アドレス mail@fukuho.org
URL http://www.fukuho.info/
ツィッター @fukuho̲info

上のヒット。主演の吉岡里帆さんは、「ケー
スワーカーの仕事を通して、人と真剣に向き

る。憲法 25 条にもとづくドラマ名は、「健康

合うこと、己のやるべきことに気がついて、

で文化的な最低限度の生活」。柏木ハルコさ

少しずつ心をたぐり寄せながら成長してい

んの同名の原作コミックは、累計で50万部以

く」ドラマだと語っている。注目が高まる。

2018年
６月号
第321号
全国福祉保育労働組合

生活保護受給者を支援する新人ケースワー

カーの奮闘を描くドラマが７月から放送され

寒さも残るなか︑要求を

掲げて 忍者 や く ま モ ン も

館では荒馬を身につけて

組合員が舞台で保育士不

改善などを求めて︑福祉保育労の組合員も参

され︑福祉職場の職員の大幅な増員と賃金の

５ 月１日︑全国各地でメーデー集会が開催

パレードも 川崎では

横浜では対話形式で告発

復帰を求めて﹁あおやまを

まもる会﹂
の加入も訴えて

業をしているにも関わら
ず残業代が一切出ない︒
そんな状況を変えて︑よ
りよい保育をしたいとあ
おやま分会を立ち上げ
て︑がんばっていた三宅
分会長︒昨年 月にはあ

肉のハリボテ︵お肉＝ミ

カードと︑大きなマンガ

ラを許さない！﹂のプラ

セクハラ ・ パワハ

撤回にむけて発言しまし

拡大の推進と不当解雇の

たメーデー集会で︑組織

を指定して使わせる︒残

給休暇は園長が勝手に日

﹁休憩は取れない︒有

は解雇を言い渡された︒

止処分が下され︑１月に

りもしない理由で出勤停

た︒

﹁対話形式での労働実態

ート↓ #Me Too
︶でアピ

高松市内でおこなわれ

告発！﹂では︑松本副委

ールし︑優秀賞を受賞︒

#Me Too

員長が保育士としての思

７年間たたかい続けてい

ら せ る 賃 金 を ！ ﹂﹁ ９ 条

時間はたらいて普通にく

着を着て手袋をして﹁８

ール︑８℃の釧路では上

下がる夕方開催の岩見沢

いと労働実態を報告︒パ

る緑陽苑分会の争議勝利

加︒横浜のステージでの

レードでは︑サウンドカ

・職場復帰を勝ち取ろう

す︒

ーの後ろで風船で飾った

と︑支援の訴えと物品販

は︑巨大なくまモンで熊
本を支援︑気温６℃の北

帽子やおみこしで明るく

真夏のような暑さの中

こう ﹂と話しました︒

よくなるように変えてい

なで保育士の労働条件が

は︑たくさんある！みん

士のブラックな働き方

ことは氷山の一角︒保育

あおやま保育園で起きた

て職場に戻してほしい︒

さんを︑みんなで支援し

解雇されてしまった三宅

組合活動をしたがゆえに

見では忍者に扮してアピ

盛り上げ︑
敢闘賞を受賞︒

改憲反対！﹂など︑要求
を書いた手づくりのミニ
うちわ

という要求を見た親子連
でデモ行進をした後︑横

５月６日
東京・夢の島公園

大行進スタート！

２０１８年国民平和

売もおこないました︒

川 崎 は︑
﹁

不当解雇の撤回・職場

福祉労働者の訴えに共感ひろがる

参加︑札幌では参加者全

要求をアピールし︑各団

員がメッセージボードで

日中でもひんやりする

足の実態を訴えました︒

体代表のスピーチでは︑

ーの場合︑札幌︑小樽︑

横浜メーデーに 人︑

函館︑旭川以外はほぼ午

にぎやかに登 場

地域のメーデー集会
のうち︑６会場で福祉保

が問われるなか︑福祉職場の労働実態の厳し

川崎メーデーに６人が参

緑陽苑分会の争議支援を訴え

さや改善の必要性への理解が実感できるとり

加して声をあげました︒真の﹁働き方改革﹂

を掲げ︑組合員と利用者

くみとなりました︒６つの地域からの報告で

旭川では要求こいのぼり

後５時以降に開催されま
す︒日差しに恵まれた函

育労の組合員が参加しま
した︒道内は平日メーデ
総勢 人で参加︒気温が

香川支部

﹁保育所を増やして！﹂

あん どん

行 燈 と 団 扇 を 掲 げ︑ パ
レードして真っ暗な街を

浜と川崎のそれぞれで交

た︒各支部には︑結成の

会場では﹁あおやまを
まもる会﹂のニュースも
配布して︑入会も訴えま
した︒

には、東京から神奈川に引き継がれました。

れが﹁保育所に入るのっ

記念として︑地本からお

ます。
「平和こそ最大の福祉」をアピールしましょう。７日

保育労の役員が保育要員を担うなど、集会を支えました。

て大変なんだよね！﹂と

府内各地で開催された

そろいのノボリがプレゼ

ましょう。それ以外の地域でもご希望の日程でノボリを送り

４月末現在で1350万筆を超えたことが報告されました。福祉

流会を開催しました︒

メーデーに︑約２００人

ントされました︒新しい

りくんでいる「安倍９条改憲NO！全国統一署名」の集約が

照らしました︒

語っていました︒

の組合員が参加しまし

支部の名前が入った黄色

地本・支部では各分会・組合員によびかけて、つないでいき

各分会で今年度に加入

た︒地本事務所の目の前

の２コースで独自のノボリをつないでいきます。コース内の

のプラカードを掲げ、声をあげました。3000万人を目標にと

したばかりの組合員にと

て︑高らかに声をあげ︑

にある二条城前広場で

のノボリが青空に映え︑

支部ではメーデー前夜

チ。参加者は「安倍政権退陣」
「いいね！日本国憲法」など

ＮＯ！残業＆賃金大幅

市内中心部を練り歩きま

は︑府内で一番大きな第

仲間の元気なシュプレヒ

祭や後夜祭などが開催さ

史は 50 年に。福祉保育労は「東京〜広島」
「北海道〜東京」

っては︑初めての組合活

県社会福祉労組は︑青年

２００人が参加 元気に

シュプレヒコール 支部では

前夜祭や後夜祭での交流も

回全京都統一メーデー

１６０人が集いました︒

れ︑メーデーに参加でき

コールが街中に響くデモ

京都地本は︑京都市内

ない仲間の交流や︑未加

行進となりました︒

を中心に︑地域支部から

が開催されました︒初夏

種別支部に組織の改編を

入者に組合を知らせて拡

を思わせる天候の中︑約

おこなってきました︒今

大につなげるとりくみが

５・３憲法集会に
６万人

ートしました。1958年にたった１人の行動から始まって、歴
首が連帯あいさつし、 団体の代表や市民が相次いでスピー

動︒大勢のなかまととも

部企画のデコレーション

切さを考えさせられまし

年は種別支部を結成して

おこなわれました︒

ました。立憲民主党、民進党、日本共産党、社会民主党の党

に︑憲法９条改憲反対︑

五月晴れでやさしい日

した︒会場や路上では多

進︒昼食をとりながらの
た︒夜は分会の仲間たち

２回目のメーデー でし

５月３日
東京臨海防災公園

昨年７月に核兵器禁止条約が採択されたなか、今年も国民

平和大行進が５月６日に東京・夢の島公園と北海道からスタ

大幅賃上げなどをめざし

差しが降り注ぐなか︑岩
を身にまとい︑ 人の組

の憲法２０１８ 決める

リー映画﹁不思議なクニ

午後は︑ドキュメンタ

間を過ごしました︒

写真を撮りました︒

岡城石垣前で恒例の集合

賞﹂を受賞しました︒盛

ションの表彰では﹁優秀

めていました︒デコレー

コレーションが注目を集

ろう﹂と大きく書いたデ

も大人も平和な未来を守

ドや透明な傘に﹁子ども

などの手作りのプラカー

残業＆賃金大幅ＵＰ！﹂

の処遇の改善を﹂﹁ＮＯ！

横断幕とともに︑﹁保育士

福祉保育労のノボリ旗や

くのマスコミが取材に︒

手県中央集会が岩手公園
合員が参加しました︒
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神奈川県本部
京都地本

!!

５月３日、東京都江東区内で「９条改憲NO！平和といの

ちと人権を！５・３憲法集会」が開催され、６万人が参加し

おそろいのＴシャツで参加
５月６日、国民平和大行進・東京から出発！
プラカードをみんなで掲げて

で開催されました︒岩手

鶴岡では集会 ・ デ モ ・

大交流会と楽 し く 山 形 市 内 の
のは私たち﹂を観ての勉

天候にも恵まれ汗ばむ
大交流会では︑景品が当
とおいしい食事と飲み物

集会では多くの賞を獲得

陽気の中︑約５００人の
たる抽選会もあり︑一喜

強会に参加し︑憲法の大

参加者とともに集会に参
を囲みながら︑職場や組
合のことについて熱く語

一憂しながら︑楽しい時

り︑団結を深めながら子
どもたちや利用者さんた
ちのためにがんばってい

会になるかもしれな

９月

こうと話しあいました︒
山形市内の県中央メー
デー集会では︑アピール
コンクールでたんぽぽ分
会が最優秀賞︑玉葉会蔵
王長寿園分会が優秀賞︑
山形分会が団結賞を受賞
し︑組合員がメーデー宣

思恩会分会・

言を読み上げました︒
︵報告

問題になっている︒

化︑組合員の主体的な

い︒仲間とともに話し

﹁職場を変えたい﹂願

●５日
（日） 中四国ブロック･広島平和集会

加し︑鶴岡市内をデモ行

１月発行︶が労働組合

活動づくり︑組織拡大

合 い︑
﹁我が家のレシ

い︒ そ の 一 つ ひ と つ

いは︑万国の労働者共

画・ニムラ
案・タミヤ

齋藤綾子さん︶

ている︒具体的な事例

６月は組織拡大キャ

したのがこの一冊だ︒

ンペーン期間であるだ

で第２刷が発行される

けに︑ぜひ一読を勧め

﹃職場を変える秘密

にすぐに役立つ〝レシ

をもとに語られ︑まさ

ピ本〟となっている︒

目次には﹁発想の転
換﹂
﹁職場マップを作

た い︒﹁ な ん だ︒ こ ん

など︑人気はますます

り︑ リ ー ダ ー を 見 出

福祉保育労でも︑職

なことは知っている﹂

﹄︵ 日 本 労

アメリカのレイバー

す ﹂﹁ い つ も 組 織 化

場での要求運動の前進

と思う人もいるだろう

のレシピ

・ノーツという団体が

を﹂といったタイトル

とともに︑活動の活性

高まっている︒

の役員を中心に評判に
発刊し︑日本労働弁護

が並び︑８つのレッス

ンで構成されている︒

や若い組合員への継承

ピ﹂ を 研 究 し よ う︒
担も少ない﹂など︑運

が︑決して他人事では

８月

緑陽苑分会の争議勝利・職場復帰を求めて登壇
高齢福祉・学童児童館など種別をこえてアピール

●15日
（土） 福祉保育労第34回定期全国大
会予定
（都内）
〜16日
（日）
●28日
（金） 第14回全国児童養護施設職員
等の学習交流集会
（都内）
〜29日
（土）

働弁護団︑２０１８年

なっている︒今年１月
団が翻訳したものだ︒

し︑﹁ な る ほ ど ﹂ と 納

に発売後わずか３カ月

得する人もいるだろ

そ の も と に︑
﹁誰でも

など︑運動と活動をめ

﹄

レイバー・ノーツは︑

成長する余地がある﹂

ぐる課題が少なくな

今だからお勧め！﹃職場を変える秘密のレシピ

うろこ

う︒もしかしたら目か

既存の労働組合運動を

﹁行動は言葉より雄

きた︒そうした活動か

動や組織化のためのい

通なのだ︒

自らの活動を見直す機

批判的にとらえなが

弁﹂
﹁手が多ければ負

ら 鱗 が落ちるように︑

年に渡って続けて

ら︑改革を進める実践

ら得た数々の経験を客

ないリアルに悩ましい

を

23

保育部会学習交流集会(愛知)
〜17日(日)
●16日(土)

山形地本

36

くつもの秘訣が描かれ

40

観的かつ科学的に整理

６月

大幅増員 を求め
各地でアピール！

47

47

89

寒さに負けず、着込んで参加の釧路の組合員
盛岡城石垣前にシダレザクラと記念撮影
鶴岡田川地区メーデー集会のデモ

な
ど

２０１８
メーデー

岩手福祉労組

アップ プラカードで
大きくアピール

75

北海道地本
30

②
2018年６月号

福祉のなかま
第321号

③

2018年６月号
どんなことがあっても

あきらめない︒２０１５

年から裁判闘争を続けて

いる分会の強い思いで

す︒ 昨 年 ４ 月 の 京 都 地

裁︑今年２月の大阪高裁

で﹁不当判決﹂を受けた

あとも︑その決意は揺ら

保育園の運営を一方的

いでいません︒

福祉のなかま

に営利企業に委託し︑北

力
ラ

チカ

垣さんらの６人の継続雇

組合

用を認めなかった京都市

！

い
伝えたの

と市立病院︒保育の公的

責任と雇用の期待権を問

第321号

Myメッセージ

北垣

どんなことがあっても あきらめない

光代さん

京都地本 保育支部 青いとり保育園分会分会長

い︑﹁ お か し い こ と は お

かしい︒不当なことは許

されない﹂と声をあげ続

けてきました︒今は最高

裁への上告の手続きにと

りくんでいますが︑背中

を押してくれたものは︑

﹁支援してくれている多

⑯⁝⁝まね︒⁝⁝知恵
⑰駅・駒・駐の漢字に共通
する偏は？
⑲ひよっ子のことです
⑳⁝⁝っ子︒弱い者⁝⁝
㉒佐藤錦とか紅秀峰は？
㉕船の大きさを表す単位
㉖眠っているときに⁝⁝を
かく
㉗火事など見に集まる人

■ タテのカギ

囲い
⑲宴会終了︒お⁝⁝です
㉑シナチクとも言います
㉓英語ではネック
㉔小さい火事

答えと「福祉のなかま」の気になった記事の感
想、近況などを必ず添えて、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▶2018年９月号
賞品▶正解者の中から５人の方に
図書カード（1000円）進呈
宛先▶「福祉のなかま」編集部

紙面を読んで
スト集会に職場をこえた激励が
東京地本・みつばち保育園分会 根本

敦子さん

クロスワードパズルが好きです。みつばち
保育園分会でも３・15全国いっせい行動でス
トライキをおこないました。東京地本の執行
委員や支部役員の訪問と激励、港区労連から
激励FAXをいただきました。 昼休み集会に
は、組合員以外の職員も参加してくれ、にぎ
やかでした。保護者の方や町会にも声かけを
しても良かったのかなと思いました。

年度末に限らず、
年中忙しい仕事で
大阪地本・穂積福祉会分会 馬場

順子さん

３月の「全国いっせい行動」は、年度末の
忙しいなか、十分論議できないままになって
しまいました。それにしても、いつならじっ
くり話できるのか…。年がら年中忙しい保育
の仕事です。

若い職員の将来が
見えるように活動したい

３１９号︵２０１８年４月
号︶の答えと当選者
３ １ ９ 号 の 答 え は︑
﹁ハ
ルランマン﹂で︑応募は６
人でした︒抽選により次の
方々に図書カードを送りま
す︒
根本 敦子さん
︵ 東京地本・みつばち保育園分会︶
牧岡 英夫さん
︵ 神奈川県本部・ポイントユニオン︶
溝上 歩さん
︵京都地本・蜂ヶ岡分会︶
馬場 順子さん
︵ 大阪地本・穂積福祉会分会︶
林 妙子さん
︵ 福岡地本・つくしの里分会︶

応 募 方 法

くの仲間の支え﹂と強調

します︒

Ｆ

︻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？

Ｅ

﹁毎日楽しく仕事をし

Ｄ

■ヨコのカギ

Ｃ

①サッカーＷ杯の開催国
②水晶︒英語では？
③傘の出番が多い季節
④幼児向けの本
⑤鍵︒⁝⁝ホルダー
⑥物事がすらすらと⁝⁝に
運ぶ
⑨人や馬が荷物を運ぶ車
⑪日本⁝⁝︒瀬戸内⁝⁝
⑭金品が盗まれました
⑮偉大な業績︑⁝⁝を打ち
たてる
⑯ワラビやゼンマイなど
⑱家や敷地のまわりに作る

Ｂ

ながらも︑日々自分が試

①水無月のことです
④薬や食品の濃縮液
⑦頭隠して⁝⁝隠さず
⑧おそろいの運動服
⑩聖徳太子が法隆寺を建立
したのは⁝⁝時代
⑫大勢︒⁝⁝集心理
⑬ ボクサーが選手権をかけ
た⁝⁝マッチ
⑮柱の⁝⁝︒玉に⁝⁝

答え

A

されているように思え︑

年︒裁判闘

毎日が勉強﹂という保育

士になって

し く な い 人 に も︑﹁ 保 育

争のなかでは︑保育に詳

で何が大事なのか︑保育

者が継続して働くこと

が︑子どもたちにとって

どれだけ大事なのかを伝

えるなかで︑理解と共感

最 後 に︑
﹁自分たちの

が広がった﹂と言います︒

願いを実現していくため

に組合がある︒みんなで

もっともっと大きな福祉

保育労にしよう﹂と力を

こめました︒

趣味は︑手芸全般︑
ピアノを弾くこと︒ス
トレス解消法は︑自宅
の花壇の土いじり︒

38

福岡地本・つくしの里分会 林

妙子さん

４月号の３・15全国いっせい行動の記事、
とっても元気をもらいました。サービス残業
が多くて、有給休暇がとりにくくて、昇給率
も悪いうちの職場。若い職員にとって将来が
見えるように、しっかり活動せないけんなー
と思いました。がんばります。

投稿とメーデーで
元気と力をもらって
京都地本・蜂ヶ岡分会 溝上

歩さん

同じ分会の仲間の投稿が「お便りありがと
う」に採用されていて、またひとつ力になり
ました。分会から５人でメーデーに参加しま
した。いろいろな組合の方の声を聞かせても
らい、元気をもらって帰ってきました。

定期健診は健康管理の基本！

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（2018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、継続加入申込票に記載され
ている内容で自動継続となります。

分会共済担当者のみなさまへ
2018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、新規登録者の共済登録
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

みなさんの職場では、きちんと定期健康診断（定期健診）
が実施されているでしょうか？
労働安全衛生法で実施が義務づけられている定期健診は、
職員の健康管理の基本とも言え、定期健診によって自分の健
康状態を知ることができ、深刻な病気を未然に防ぐととも
に、みなさんの生活習慣を見直すきっかけにもなります。
また、定期健診はその職場の職員全員が受けるので、事業
者は職場の衛生委員会などといっしょに集団の健康状態のデ
ータを分析することができ、職場環境の問題の発見や改善にも役立ちます。
2015 年からは職員が 50 人以上いる職場では、「ストレスチェック」の実施が義務づけら
れました。定期健診とストレスチェックは、私たち労働者の心身両面にわたる健康管理と
職場環境の改善に寄与していると言えます。

「もしも」の備えに共済の活用を！
「とりあえず、今は健康で大丈夫」と思っていても、病休の
人の欠員が埋まらないままの職場も増えています。共済の給付
実態をみてみると、入浴介助中の突然のぎっくり腰、ノロウイ
ルスやインフルエンザの集団感染など、他人事には思えない事
例がたくさんあります。そのような「もしも」の備えとして、
ワンコイン共済などへの加入をおすすめします。

