中央省庁などで障害者雇用を「水増し」障害者の権利奪う

高まる福祉保育労

中央省庁で約 6900 人の雇用枠の約半数のほ

か、少なくとも37府県などで不正がおこなわ
害者を雇うことが義務づけられているが、中

れてきた。長期に続いてきた水増しは障害者
央省庁や自治体による大規模な水増しが明ら

の権利を奪うもので、監督官庁の厚生労働省
かになった。障害者手帳を確認しないなど、

をはじめ、責任が大きく問われる。

2018年
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第323号
全国福祉保育労働組合

兵庫地本・神戸の王子動物園前の宣伝で大反響（2017年11月23日）

第
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へ

期待
の

とあわせて︑のべで１０

に入り︑昨年の６５８人

新たな拡大の可能性が裏

に生かした結成もあり︑

事が終わっ た

﹁８時間で仕

福祉保育労は９月 ・ 日に第 回定期全国大会を開催します︒福祉労

まりで質問する

働者の賃金・労働条件の厳しさとその改善の必要性への共感が広がった１

と︑
﹁ゴロゴロしたい﹂
﹁た

ら︑どんなこと

くありません︒地方組織

ま っ た 録 画 を 観 た い ﹂﹁ 掃

づけられています︒

の強化と活動の活性化を

除 ・ 洗濯﹂﹁コンビニ弁当

００人以上がストを経験

目的に︑隣接した都道府

じゃなく︑ちゃんとご飯を

年間の活動を振り返り︑論議を踏まえて新たな方針を確立します︒さらに

県にまたがる広域地本の

作 っ て 食 べ た い ﹂﹁ 本 を 読

がしたい？﹂先

結成を掲げた組織・財政

みたい﹂
﹁ゆっ くり寝た

日︑保育者の集

が背景にあります︒宣伝

すべての職場で新しい

方針の論議を深めて︑地

一方で︑活動の困難さ

などを通して︑職場のな

なかまを増やして１割の

方協議会を立ち上げるこ

を抱えた地方組織も少な

アピールの採択などに︑

かまや利用者・家族から

純増をめざそうと﹁組織

したことになり︑全国の

多くのなかまが立ち上が

も理解が得られ︑共感に

拡大キャンペーン﹂を展

なかまを励ましました︒

りました︒同日には厚労

つながるなど反響が広が

の分会・班結成

省に要求実現を迫るとと

りました︒

ら前年比で微

開しましたが︑残念なが

が︑引き続き連携を図っ

がすすみつつあります

とをめざしました︒論議

い︒仕事優先で︑最低限の

れもぜいたくな要求ではな

など︑返ってきた答えはど

い﹂
﹁趣味のお菓子作り﹂

てしまう生活の実態が伝わ

て具体化させていく必要

ってくる︒書きものは残っ

減となりまし

この春︑新聞投書をき

てこなすか持ち帰る︒監査

た︒しかし︑

っかけに保育士の﹁妊娠

食事︑風呂︑睡眠で終わっ

で︑７年ぶり

順番制﹂が社会問題にな

があります︒

の分会・班

の水準となる

７地方組織

高まる組合への期待に

もに︑厚生労働委員に請

職場４０６人がスト

願署名の要請もしまし

大きな変化を生み出すために︑２０１８年度運動方針案の特徴と課題を１

―― 千秋の思い ――
高宮信一･作

面で︑運動の重点・当面のとりくみのポイントを２・３面で解説します︒

大幅増員・賃金
引き上げへ
署名・宣伝など広げる
福祉労働者の賃金・労

た︒請願は４野党 人の

に署名８万２４１０筆を
提出しました︒

要求提出すすむ

15

いっせい行動も定着
２０１８年春闘では出
足早い論議の意識化を図
り︑要求提出率も前進し
ました︒２年続けて全国
で立ち上がる姿を可視化
させ︑処遇改善を社会問
題化し︑国に予算措置を

78

働条件の改善にむけて共

34

紹介議員を得て︑最終的

35

19

16

させたという運動の成果

島根支部・古志ひまわり保育園分会
笑顔でアピール！
（2017年12月１日）

感を広げ︑国にその声を
届けようと︑昨年 月か

月１日

昼休みの職場集会︑職場

での朝夕の集会や宣伝︑

労したほか︑門前・駅頭

がワッペンを着用して就

では︑全国で４３４１人

含む全国いっせい行動﹂

た︒３月 日の﹁ストを

署名の推進を図りまし

目とした宣伝行動などで

の全国いっせい行動を節

りくみました︒

上げ﹂国会請願署名にと

ら﹁大幅増員・賃金引き

10

12

っています︒

な成果があが

など︑具体的

が結成される

社会的な注目が広がって

職場の労働実態について

が相次いだように︑福祉

り︑福祉保育労にも取材

務体制が決まらない︒帰宅

定する直前まで︑土曜の勤

録を書く︒子どもの数が確

が近くなると家で昨年の記

と片づけられていないだろ

しても休日も仕事⁝︒国の

うか︒つぶれてしまいそう

います︒また︑寄せられ

的な問いあわせが特に目

な若者はいないだろうか︒

研修の場やＳ

立ってきています︒分会

秋からさまざまな署名運動

責任は大きいが︑組合のあ

結成もここ数年で最多と

も始まる︒制度改善はもち

る職場なのに﹁当たり前﹂

なるなど︑組合への期待

ろん必要だが︑まず職場改

る労働相談は増え︑﹁組合

はかつてないほど高まっ

善を求めることと向きあお

に入りたい﹂という具体

ています︒その期待に応

がりを具体的

えて︑組合の力を強く大

う︒

︵岡︶

きくしていきましょう︒

ＮＳでのつな

１年間を振り返って
新しい方針を話しあおう
９月15日〜16日

組合の力を強く大きくしよう

発行責任者／土田昭一
2018年９月５日発行

全国大会

15

19

障害者雇用促進法では、一定割合以上（企

業2.2％、中央省庁・自治体2.5％など）の障

第第 回定期全国大会
９月 日
〜 日

方針案のポイント

打ち出して︑若年層と非

金共済への加入を大きく

求︑ワンコイン共済と年

申し出や均等待遇の要

闘争期には︑無期転換の

して︑実践を通して地方

を踏まえて交渉力を強化

体要求や資料などの交流

上げをめざします︒自治

までの地方協議会の立ち

伝える宣伝行動を展開し

迫ります︒わかりやすく
す︒地方組織・地方協議

ざして準備をすすめま

研究交流集会の開催をめ

共同を広げ︑集会やパレ

びかけに応え︑各地域で

いう共同行動実行委のよ

の合意形成を図ります︒
権侵害は﹁労働者が自分

職場での法令違反や人

とに学習を徹底します︒

行予定の﹁手引き﹂をも

でストをかまえて全国で

の意見も示し︑回答次第

や地方議会・自治体から

統一要求への経営の回答

や家族を犠牲にすること

立ち上がることを背景

退陣を迫って民主主義を

壊する内閣に対し︑早期

織で﹁改憲阻止﹂を掲げ

をめざします︒各地方組

な一票で政治を変えよ

ます︒組合員には﹁大事

共闘・支援会議では︑

できるように︑障害者労

的な運動への協力要請が

体には︑署名などの具体

せられたと告白して衝

で続いたという︒その

５年９月から 月頃ま

る﹁性接待﹂は１９４

団の幹部が旧ソ連軍部

拓団は集団自決した︒

ず﹁個人の尊厳﹂をま

差別や権利侵害を許さ

国憲法を手に入れた︒

オーラム

中四国ブロック主催
福祉保育労平和集会
広島

回全国保育団体
合同研究集会 大阪

第

８月５日・広島市内

in

８月４日〜６日
大阪市内

で核兵器廃絶と平和の大切さを確かめあいました。

組織を強く大きくしよう！
◆◆ ２万人福祉保育労をめざして︑

地方組織と中央本部が

要求に共感した多くの

的な生活が営めるだけの

ード︑学習会などのとり

労基法違反を本気で改善
２０１９春闘アンケー
月末
に︑
制度改善を迫ります︒

２０１９年の通常国会で

う﹂と投票に行くことを

情報を共有しながら厚労

働組合共闘・支援会議で

撃を与えていると特集

隊に治安維持を依頼

もろうと声をあげる動

春日通り

た。その後、各地での平和のとりくみを交流し、参加者全員
を出しました。午前中は38人の参加で論議が白熱しました。

﹁福祉は権利﹂を実現しよう！
◆◆大幅増員・賃金引き上げで

現の一番の力であること
連携を図って組織・財政

福祉労働者が︑なかまに

条を守り︑活かす﹂強化

﹁賃金水準への引き上
会での学びの場を設定し
くみをすすめます︒

﹁働き方の見直し﹂を
させる構えで︑休憩時間
トは職場・分会で
で成り立つ福祉事業でい

月中の分

春の統一地方選や夏の

﹁憲法改正発議﹂をさせ

たスト権の確立をめざ

省交渉や学習・懇談会の

した︒敗戦直後に日本

後︑この問題は公にさ

し︑﹁︵夫が︶兵隊に行

きが今︑分野をこえて

都営大江戸線
つくばエクスプレス
新御徒町駅

９月

11月

や しげ

してノボリを立てて、加入リーフやチラシなどを用意して、

６歳の時に被爆し、姉が「お母ちゃん来て！」という言葉を
福祉保育労ブースを設置しました。関西ブロック・大阪地本

最後に家族の前で死んでいった体験などをリアルに話されま
主催の福祉保育労自主交流会には42人が参加し、名物の串カ

した。その体験から「核兵器は普通の兵器とは違う。それを
ツを食べながらゲームなどで交流しました。

なくすためには、国民がもっと賢くなって手をつなぎ、人間

人権を大切にする社会をつくろう！
◆◆憲法改悪を阻止し︑
に確信を持ち︑大会期で
方針の論議を加速させ︑

両方の実現をめざしてい

協議会の役割や意義を深

月間に設定し︑全国での

大幅増員による休憩時

て︑大幅増員・賃金引き
て︑多くの組合員が学び

すすめ︑要求実現に向け
の確保や不払い残業代の
までに集約し

参 院 選 を 見 す え て︑ 署

態にはストを構えて産別

守る社会をめざします︒

名︑宣伝︑自治体・議会

的な運動にも結集して政

職場・分会での憲法学

の力を結集します︒

習を強化し︑引き続き３

への統一要請などで︑福

治の転換を求め︑人権を

０００万署名にとりくん

祉人材確保を争点化させ

安倍首相がもくろんで

回復させます︒沖縄基地

開催などの具体的な共闘

軍に置き去りにされ︑

れ ず︑﹁ な か っ た こ と

始めたのは︑現在 歳

をこえた女性たちだ︒
私たちは︑戦争の犠

かれた奥さんたちには

広がっている︒さまざ

牲と反省のもとに日本

頼めん︒あんたら娘が

まな声に耳を傾け︑向

画・ニムラ

福祉保育労の存在を
の１割純増をめざしま
原則として

ることを打ち出し︑広く
正規労働者を対象に組織
めます︒

回大会期末

す︒２０１８年秋季年末

福祉保育労が﹁福祉労

加わって運動をともにす
内拡大にとりくみます︒

筆を目標に来年２月まで

間の確保や不払い残業の
げ﹂を産別基本要求に掲
上げの必要性について世

た原則的な組合活動がで
支払いにむけて組合内で

憲法を守り活かし
民主主義の破壊を許さない運動

憲法学習を強めて３０００万署名を
で目標 万筆の早期達成

いる﹁新しい憲法﹂の２
ないことを最重点に位置

よびかけます︒

統一地方選 参･院選で政治を変えよう

０２０年施行を阻止する

し︑改憲発議等の重大事

会への加入について︑各

問題や原発問題での国民

をおこない︑障害者の労

地方組織によびかけ目標

づけます︒民主主義を破

働運動への理解を広げ

を設定して協力を要請

ために︑秋の臨時国会や

障害者労働組合への支援

て︑日本の労働運動のな

し︑財政的な支援をおこ

て︑共闘できる活動をす

ないます︒他産別・他団

かに位置づけることをめ

すめます︒全労連や他産

ざします︒

す︒障害者労働組合共闘

障害者の労働運動への理解を
賛助会への加入をすすめよう
・支援会議を適宜開催し

現地住民などから襲撃

にできない﹂と証言を

未婚女性 人前後によ

や略奪をうけ︑隣の開

連兵に﹁性接待﹂をさ

障害者労働組合の活動

万人以上の戦災孤児が

について組織内で共有す

確認された︒夫や妻︑

の具体化をすすめます︒

た戦争孤児〜﹂は︑戦

子どもたちに過去を隠

内容を検討して実施しま

争で親を亡くすなどし

して生きてきた高齢の

別に情報発信や具体的な

この夏︑戦争・平和

た孤児がどのように生

て協議をおこない︑障害

をめぐって過去に何が

きてきたのか︑証言を

るために︑地方組織での

起きたのか︑深く掘り

当事者たちが証言する

す︒障害者労働組合賛助

下げた報道が目立っ
もとに明らかにした︒

ようになったのは︑最

活動に対しての協力要請

た︒８月 日のＮＨＫ
大人や社会から﹁見捨

近になってからだ︒

種別協議会とも連携し

ス ペ シ ャ ル﹁
〝駅の
てられた﹂ 思いを胸

学習・懇談の場を設けま

子〟の闘い〜語り始め

聞は︑岐阜県の旧黒川

犠牲になってくれ﹂な

きあっていこう︒

私たちが被爆体験を直接聞ける最後の世代と言われるな

か、10都府県58人が参加しました。講師の嘉屋重順子さんは

か

大きく押し出した組織の拡大 強･化
福祉職員の処遇改善＆
﹁福祉は権利﹂

働者の賃金・労働条件の
国民から理解と賛同︑協
すめていくことが要求実

広く伝えてなかまを１割増やそう

改善﹂と﹁対象者の福祉
力を得ていきます︒

と討論を深めて社研集会
への参加につなげます︒
月・ 月を﹁憲法

とりくみます︒２０１９
べ１００万人の行動をと

て︑国会請願署名を 万

これらの実現をめざし

論化を図ります︒

を受ける権利の保障﹂の

掲げる要求を明確にした
産業別労働組合運動の推進

回社会福祉

一掃などの﹁労働時間の
げ︑国・自治体に改善を

年６月の第

適正化﹂と︑健康で文化

３月の中央行動を全労

いのか﹂と訴え︑経営に

連の行動にあわせて配置

析をめざします︒要求の

し・団体交渉・妥結と労

します︒厚労省交渉では

今すぐ根絶させます︒

働協約までの﹁要求実現

きる時間を確保します︒

職場で労働法令違反をなくそう
国に制度改善を強く迫ろう
のプロセス﹂を︑ 月発

討議・提出・回答引き出

国会署名 万筆集めよう
憲法 条を守り活かす行動を

10

春闘を起点とした職場闘争の重視

20

﹁なかったことにできな い ﹂
証言を始めた被害者に何 が 起 き て き た か
食 べ 物 を 盗 み ︑﹁ 汚

村など︵現・白川町︶

日付の朝日新

い﹂などの言葉をかけ

から戦争で中国東北部

８月

られ︑進学や就職でも

の旧満州に入植した満

まん

差別された︒１９４８

蒙 開拓団の女性たちの

もう

年にようやく厚生省

被害を報道︒敗戦直後

歳の

例年よりも多い参加者で平和への思いを胸に
夕食交流会は現地のみなさんが企画してくれました

25

どと指示︒ 〜

の幸せのために何ができるか思考すること」を強調されまし
処遇改善と保育内容の向上」
を運営し、
午後はシンポに提案者

●１日
（土） 福祉保育労19春闘討論集会
（予定）
（〜２日 東京）

福祉保育労全国保育部会は、会場の受付前で恒例の宣伝う

ちわを3000本配布しました。会場内では労働相談コーナーと

●３日
（祝・土） 保育大集会
●17日
（土） 障害種別・重症児部会交流集会
（〜18日 愛知）
高齢種別交流集会
（〜18日 東京）
●18日
（日） 介護全国学習交流集会（東京）

25

■大江戸線・つくばエクスプレス線
新御徒町駅「A１」出口 徒歩２分

〒110‑0015
東京都台東区東上野１‑26‑２
☎03‑3832‑0457
徒歩８分
■JR山手線 御徒町駅北口

in

11

東京・御徒町
オーラム 地下２階

10月

10

50

20

11

●とみん銀行

●11日
（木） 憲法・いのち・社会保障まもる
国民集会
（日比谷野音）
●25日
（木） 憲法25条を守り、活かそう共同
行動・福祉保育労中央行動

11

11

２日目は自治労連といっしょに、
午前中は分科会
「保育者の

16 15

15

●15日
（土） 福祉保育労第34回定期全国大会
〜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
（〜29日 東京）

23

９月15日（土）11：00〜
16日（日）16：00
（予定）
●コンビニ

場
●

に︑駅で寝泊まりし︑

20

大会日程
昭和通り
●三菱UFJ

会
朝日信金

N

JR山手線
御徒町

20

案・タミヤ

34

１
ポイント

２
ポイント

３
ポイント

︵当時︶がおこなった
12

90

12

12月

東海地本2018年旗開きで分会のみんなが勢ぞろいして出し物
厚労省に労働法令を遵守できる制度･基準への改善を迫る（３･15全国いっせい行動）
障害種別の全国交流集会in大阪ではフォトジャーナリストの
安田菜津紀さんが講演（2017年11月12日）
神奈川県本部・戸塚駅前宣伝（2017年11月５日）

４
ポイント

５
ポイント
に団幹部の指示で旧ソ

21

34

調査でも少なくとも

17

②
2018年９月号

福祉のなかま
第323号

③

2018年9月号
県本部の役員を務め︑

他の分会の活動内容︑特

に労働条件や雇用問題の

議論を見聞きして︑多く

の気づきを得ています︒

労 働 組 合 に つ い て︑﹁ 課

題や悩みを出しあい︑共

感し︑解決にむけて考え

あうことが大切で︑時に

は団結して行動もおこな

24

福祉のなかま

うことができる唯一の組

力
ラ

チカ

織︒最後の最後に頼りに

組合

なる﹂ととらえています︒

！

い
伝えたの

社会福祉協議会一筋

年︒事務的な仕事や行政

第323号

Myメッセージ
さいとう

斉藤

課題・悩みを出しあい
共感して考えあい、行動する

ゆたか

穣さん

岩手県社会福祉労働組合
県社協・共募分会副執行委員長

紙面を読んで
厳しさを変えようという分会結成に
大阪地本・さつき福祉会分会 平田

組合があることのありがたさを実感
の下請け的な中身が多く

な り が ち で す が︑﹁ 県 民

福祉の向上に役立ってい

ると感じた時にやりがい

を感じる﹂と語ります︒

最近では災害ボランティ

アセンターの運営支援で

︻解き方︼二重ワクの文字

広島に行き︑災害が起き

る前から困難を抱えてい

を︑Ａ〜Ｆの順に並べてで

きる言葉はなに？

■ヨコのカギ

①⁝⁝の目︒⁝⁝一過

④十五夜を見る行事

⑦なんとなく⁝⁝感がある

電化製品

⑧ 不用となった大型家具や

る人たちが災害によって

一層の支援が必要になっ

ている実態に︑日常から

の見守り支援の必要性を

痛感しました︒

人手不足で日常業務が

が確保できない同じ悩み

忙しく︑組合活動の時間

⑫花⁝⁝︒ビール⁝⁝

⑩競馬でウマに乗る人

を抱える全国のなかまに

⑬﹁必然﹂の反対語

兵器

⑮ 世界から廃絶しよう⁝⁝

よ び か け ま す︒﹁ 所 属 や

職種︑役職を超えて︑さ

まざまな職場の課題解決

に向けたとりくみを大事

にしたい︒組合でおこな

ったすべてのことは将来

的にみなさんの職場の働

続的に根気よくがんばっ

きやすさにつながる︒継

︵編集部︶

ていこう﹂と︑力をこめ

ました︒

趣味は城跡巡り︒妻と
２人で各地へ︒城跡の
歴史に思いを馳せる時
に幸せを感じます︒

東海地本・ぽけっと分会 渡辺

１面の「組合つくっ ちゃ えば？」 の記事
で、組合があることのありがたさ、先輩方が
つくってきた組合を守り活性化させていくこ
との大切さを、あらためて感じました。新し
い組合員も増えたので、楽しく働きやすい職
場にできる組合づくりをしていきたいです。

⑯⁝⁝の糸︒⁝⁝の巣

⑰ガラパゴス島にいる大ト

カゲ

⑲道の⁝⁝︒東京⁝⁝

⑳記事を書く人

㉒冬の乾燥はこれがつらい

㉕タイコを打ち鳴らす棒

㉖﹁合憲﹂の反対語

㉗英語ではジャングル

⑲アダムとイブの楽園

のは

㉑家や部屋を借りると払う

㉓湖より小さいものを

㉔卵の白身と⁝⁝

３２１号︵２０１８年６月

３ ２ １ 号 の 答 え は︑﹁ ビ

号︶の答えと当選者

ニールガサ﹂で︑応募は

人と過去最多でした︒抽選

により次の方々に図書カー

あゆみさん

ドを送ります︒

石井

･

保乃華さん

東京地本 二葉くすのき保育園分会︶

竹内

由美さん

︵

宮地

慎一さん

︵ 東海地本 田･代保育園分会︶

肥後

︵ 東海地本 田･代保育園分会︶

加奈さん

26

締切
月

11

日共済会必着

７月半ばに2018年度の「加入証書」と「共済のて
びき」を、ご自宅宛に送付しました。

15

分会共済担当者のみなさまへ
2018 年度『分会慶弔共済』の「登録者名簿」と
「登録者証」、
「共済のてびき」を７月末に送付しま
した。登録者証は、一人ひとりの登録者に渡してく
ださい。また、同封した資料を活用して、ワンコイ
ン共済の加入促進に分会でとりくんでください。

「2018年度版 福祉保育労共済のてびき」
給付請求関係書類や変更届、共済の規約等を記載
したものです。給付請求などにご活用ください。

加入申込書、
パンフレットのお申込みは共済会まで
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。ぜひ、実績や予定利率を
パンフレットでご確認ください。

由美さん

７月から始まったドラマ「健康で文化的な
最低限度の生活」が楽しみです。このドラマ
を機に、社会全体で生活について考える機会
になればいいなと思います。

仲間で集まって力をあわせて
島根支部･古志ひまわり保育園分会 渡部

万が一の時や老後に備えて！
→ 組合の年金共済
活用を検討してください

個人共済加入者のみなさまへ

萌美さん

「健康で文化的な最低限度の生活」とは？

■ タテのカギ

①⁝⁝晩成

②巻積雲のことです

③⁝⁝八百︒⁝⁝も方便

④シングルベッドが２台

⑤俳句に不可欠

⑥フクロウに似た鳥

⑨録画した番組を⁝する

⑪⁝⁝・良・可・不可

渡部

︵ 大阪地本 さ･つき福祉会分会︶

･

島根支部 古志ひまわり保育園分会︶

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▶10月15日
発表▶2018年11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

︵

応 募 方 法

⑭減るとうれしいけど⁝

Ｆ

なかった

Ｅ

⑮⁝⁝に遭ったように動け

Ｄ

⑯煙でいぶした保存食

⁝⁝

Ｃ

⑱スポーツの⁝⁝︑食欲の

答え

Ｂ

隆雄さん

気 に な っ た 記 事 は「 組 合 つ く っ ち ゃ え
ば？」
。保育園の労働環境が悪く、離職する
人が多いなか、そこから労働環境を変えよう
と組合を結成して、そこに踏みとどまってい
る姿に驚きました。もともと組合がある自分
の立場に感謝したいと思います。

東海地本・田代保育園分会 宮地

A

④

加奈さん

さまざまな地域でメーデーをがんばってお
られることがよくわかりました。５月の「福
祉で働く仲間のつどい」には、たくさんの組
合員が集まり勉強や交流ができ、これからの
活動の力となりました。支部でＴシャツを作
ろうと話が進んでいます。若い職員とベテラ
ンが力をあわせて少しでも働きやすい職場を
めざしてがんばります。

!!

た
良かっ
て
て
入っ

少ない掛金で
心温まる大きな額が！
10 年ほど前、
「福祉保育労の共済は
１日目から出るし、少ない掛金額で保
障が他の保険と変わらない。ぜったい
入っておいた方がいい」と強くすすめ
られて入りました。
今回は６日間の入院でしたが、すぐ
に 手 続 き が で き て、
「ワンコイン共
済」の給付金が早く受け取れて、大変
助かりました。
この共済は「おたす
けコイン」のようで、
少ない掛金額でも本当
に心が温まる大きな額
となって返ってきまし
た。ありがとうござい
ました。
⎛ 東京地本・
⎞
⎝ ニコニコさん ⎠

