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第24回障害福祉職場で働く職員の全国交流集会
第16回全国重症心身障害児者療育研究集会IN東海

４つの分科会で
交流を深めあって
参加者は 地方組織
人でした︒１日目は基調
報告の後︑４つの分科会
に分かれ︑学習・交流し

65
では︑前澤檀さん︵東京
地評︶から﹁労働法を見
直 し の 出 発 点 に ﹂﹁ 職 場

ア﹂は︑山形地本・思恩

﹁介護職場のチームケ

悩みを出しあいました︒

助言のもと︑職場実態や

示すことが重要﹂などの

ました︒初参加者ばかり

悩みやめざす方向を探り

場﹂をテーマに︑日頃の

ったらいいな︑こんな職

ル ド カ フ ェ 方 式 で︑
﹁あ

﹁しゃべり場﹂はワー

た実行委が主催した全国

後は全労連などと構成し

て鮮明になりました︒午

が︑組織拡大が課題とし

報告をおこないました

や職場の状況交流︑争議

三者による検証

題になった︒第

ていたことが問

雇用率を偽装し

年間も障害者の

国の省庁が

とが権利を守ることにな

点を学び︑今後の運動に

記者に﹁障害者が働くを

は︑山陽新聞の久万真毅

ヒントが隠されている︒

には人が働きやすくする

を奪っておいて︑障害者は

と願う障害者の雇用の機会

た︒公務員として働きたい

とし︑何ら処分をしなかっ

する違法行為はなかった﹂

な責任はあるが︑処分に値

回の問題について﹁道義的

表される︒しかし︑国は今

あれば︑法律違反として公

密に確認している︒不正が

害者であるかも︑手帳で厳

は納付金を納めている︒障

れ︑雇用できていない場合

で雇い入れの計画を求めら

民間企業は︑雇用するま

書を発表した︒

認定できない﹂とする報告

態﹂としながら﹁意図性は

会 は︑
﹁極めて由々 しき事

の場として設置された委員

会分会と兵庫地本・駒ど

２日目は︑午前中に種

ると実感した﹂などの感

は不当だと言い続けるこ

と知っ た﹂
﹁争議報告で

談ではなく申告が大事だ

両日で﹁労基署では相

ほどが参加しました︒

介護学習交流集会に 人

進み︑一番の思いは﹁休

で︑和気あいあいと話が
け︑介護以外の職種との

みがほしい﹂でした︒
くりのほか︑労働条件の
改善の課題も共通認識に
なりました︒

別総会を開催し︑各地域

つながる職場実態の交流

考える〜就労継続支援Ａ

得た賃金で経済を活性化

想が寄せられました︒

をしました︒

型事業所の閉鎖問題から

することもできる﹂と話

く まんまさ き

夕食交流会では︑名古

考える﹂と題して講演し

最 後 に ︑﹁ 福 祉 が 充 実

屋飯に舌鼓を打ちなが

できあがった商品をバ

することは経済が活性化

されました︒

ラし︑もう一度初めから

でない︒この問題から︑ど

することになるので︑賃

うすれば働きやすくなるの

作業をさせるなど︑就労

障害に応じた配慮やでき

納得するのだろうか︒

感想アンケートには

かを考えてもらいたい︒そ

金の改善などの要求はま

﹁職員が知識や食生活︑
健

の働きやすさをすべての労

支援と言えない実態にあ

る仕事を選別する必要はあ

いた分を利益とした結果

康を見つめ直さないと︑

働者に適用すれば︑日本の

っとうなことだ﹂とエー

が閉鎖につながったので

利用者の食と健康に対し

ったことにふれ︑報酬や

ていただきました︒
で盛り上がりました︒

新聞記者から見た
﹁障害者が働く﹂とは？
２日目の記念講演で

はと強調されました︒

ていい支援ができない﹂

るが︑優遇してほしいわけ

経済部の記者としての

労働は変わる︒ ︵谷本︶

ルをいただきました︒

長年の取材経験を踏まえ

という声もありました︒

助成金から経費を差し引

ら︑名古屋弁伝言ゲーム

０１８年報酬改定の問題

課題はやはり
﹁組織拡大﹂

連携︑話しやすい職場づ

り分会からの提案を受

・地域で組合の存在感を

入国ね

これにサインしてから
高宮信一･作

て︑
﹁障害者が働くこと

42

ました︒
﹁労働組合活動交流
会﹂では︑三六協定の労
働者代表選挙で︑組合員
数の２・５倍を得票した
関東地方のある介護事業
所分会と定期昇給にこだ
わった京都地本・こぶし
の里分会の提案を通じ
て︑組合活動の大切さを
確認しました︒
﹁働き方を見直そう﹂

５つの分科会で交流
基礎講座も
８ 年 ぶ り の 東 海︵ 愛
知︶での開催で︑のべ１
０２人が参加しました︒
１日目は﹁働き続けら
れる職場づくり﹂
﹁障害
のある子どもたちの居場
所づくり﹂などの５つの
分科会で︑レポート報告
を受け︑厳しい職場状況
を出しながら議論をしま
した︒基礎講座では︑２

30

10

﹁賃金改善要求はまっとうだ﹂
エールをもらって元気に

11月17日・18日、福祉保育労では高齢者介護にかかわ
る全国交流集会を東京都内で、障害福祉にかかわる全国
交流集会を名古屋市内で、それぞれ開催しました。学び
あい、語りあった２つの集会の特徴を報告します。

介護職場にゆとりと誇りを
参加したみんなで集合写真！
積み重ねた取材をもとに講演する
山陽新聞記者・久万真毅さん

第25回高齢者福祉の職場に働く仲間の
全国交流集会in東京
記念講演に
聴き入る参加者

交流集会
学んで
語った
〒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

年度までの累計で14業種中最も多い５〜６万
人とした。外国人技能実習生の実態把握も不
て、2019年度に最大４万7550人、５年間で最

十分ななか、人手不足を安い労働力で補いた
大34万5150人を受け入れる試算を発表した。

い政府・与党はこの臨時国会中での可決・成
このうち、介護は初年度5000人と見込み、23

立をねらう。許さないぞ！

2018年
12月号
第326号
全国福祉保育労働組合

11月14日、政府は外国人労働者の受け入れ

を拡大する入管難民法の「改正」 案に関し

安全

職 員 も
利用者も

合員が順番にハンドマイ

のなかまも駆けつけ︑組

で３職場訪問という２つ

を知らせるために各分会

くの学生が足を止めた

声をかけてくれたり︑多

場で働いているから﹂と

気 に 宣 伝︒﹁ 私 も 福 祉 現

ました︒札幌では奇跡的
に雨が止んだ時間に積極
的に声をかけて 分で
筆を積み上げました︒

滋 賀 支 部 は︑
﹁憲法を

守り︑活かそう！ ・

中央行動﹂に呼応し︑同

生活できないと男性保育

場の職員や親︑利用者な

以上に集めるために︑職

ス タ ー ト 集 会 で︑
﹁昨年

続けられる職場にならな

金を改善しないと︑働き

県内の福祉施設・事業所

統一︒さらに支部からは

ることを目標に﹂と意思

どに積極的に署名を広げ

できるという思いで署名

動をおこないました︒特
に年配の方が快く応じて
くれ︑ 分間で 筆の署
名が集まりました︒
その後︑全労連の介護
労働実態調査のアンケー
トと福祉保育労の署名を

労連と医療生協とともに
従事者の処遇改善等を求

護保険制度の改善と介護

ノーリフティングセミナ

た特養では︑組合主催の

所を訪問︒最初に訪問し

持って︑二つの介護事業

松山市内の繁華街で﹁介

筆が集まっ ています

トに協力的でした︒現在

必要ですね﹂とアンケー

事業所では﹁現場の声が

受けました︒もう一つの

に過ごされている印象を

き︑利用者さんも穏やか

き︑職員がゆったりと働

ま す︒ 施 設 内 も 見 学 で

ィングにとりくまれてい

いと積極的にノーリフテ

でのモデル施設になりた

ーに参加し︑今では愛媛

める請願署名﹂の宣伝行

月 日の昼休み︑県

街頭で訴えて
事業所を訪問
施設見学も

大幅増員と賃金アップを
万円も安い賃

士が退職した︒一般の平

い﹂などと交代で訴えま

均より月

した︒走り寄ってくれる
７００か所に郵送して協

が集まったほか︑宣伝ビ
一人ひとりが﹁身近な

中央本部の土田執行委員
にとりくんでいます︒

共同を広げて
目を引くように
実態を訴えて

長を招いて開催した署名

場や地域を変えることが

世論﹂に理解を広げ︑職

力を要請しました︒

筆

ラ入りティッシュを３０

方もいて︑１時間で
日に草津駅前で署名行動

０枚配布しました︒
先立って︑ 月９日に

を お こ な い ま し た︒﹁ 私

組合員の訴えに戻って署名に応じてくれる方も

の職場では賃金が低くて

一人ひとりが
身近な世論に
理解を広げよう

安心の福祉職場に
･

北海道地本では︑秋年

クで実態を訴えながら元

署名を広げて
組合を知らせる
３職場訪問へ

筆︑福祉保育労

末闘争方針で署名を組合

の目標を持ってとりくむ

り︑１時間で 筆を集め

員一人

ことを決定︒署名スター

・ 中央行動﹂に

条 を 守 り︑ 活 か そ

ト 行 動 と 位 置 付 け︑﹁ 憲
法
う！
あわせ︑札幌と旭川の２

今後は職場訪問に切り

か所で街頭署名をおこな
いました︒小雨が降るな

ている福祉現場の人手不

が︑２００筆を目標にが
んばります︒

ージボードに書いて、伝えあうことの大事さを感じました。

換え︑近隣や研修などで

足︑命を縮める医療費負

分断を生まない
処遇改善策をとアピール

いさつもうけ、集会後はパレードをおこないました。

主催で幅広く共同してと

ークでは社会福祉施設経

ぐるみやキラキラ宣伝隊

担増︑社会保障を口実に

人が

中四国ブロック
第 回定期総会
月 日 岡山市内

出席し確信を深める

５地方組織から

30

月３日 日比谷野音
子どもたちによりよい
保育を！大集会

した。最後に、憲法などに対する思いを自分の言葉でメッセ

日︑難波高島屋

営 者 同 友 会︑ 障 害 者

も 登 場 し︑﹁ 福 祉 職 員 の

する消費増税など切実な

各園の玄関前で計 人が

や集う機会の重要性が出され、地本・支部の活動を共有しま

小森陽一さん（東大教授、
「九条の会」事務局長）の連帯あ

月

活かそう！﹂
﹁福祉は権

︵児︶を守る全大阪連絡

阪支部︑大阪医労連︑お

増員署名にご協力を！﹂

参加して︑１７３筆を集

ピール、広島の福山の分会からは、分会の活動の
「見える化」

切実な発言が続きました。同日の国会前大行動の実行委から

りくみました︒リレート

利！あたりまえに暮らし

おさか労連︑福祉保育労

などと訴え︒７００セッ
問題を訴えました︒年代

過ぎた後に戻ってきて︑

めました︒人のつながり

考える会の会員や、人材確保の困難さを訴える経営者など、

条を守り︑

続ける社会を実現しよ
協議会︑きょうされん大

伝をしました︒目を引く

から 人が︑限界に達し

トのチラシ入りティッシ
や立場︑種別をこえ︑と

﹁大事なことだよね︒国

の大切さを感じるととも

のよびかけや、高知からは６月の保育部会学習交流集会のア

前で﹁憲法

人近くで宣

ように︑横断幕やノボリ

う！﹂と︑

を掲げ︑トラ吉くんの着

ュもすべて配り︑署名を

とアピールしました︒

もに社会を変えていこう

また︑遠方から来ている

集めました︒
福祉人材問題検討会の

人も﹁ちがう県だけど︑

はこういうことを大切に

に︑伝えることで広がる

「裁判の傍聴の人数を増やしたい、周囲へも広げてほしい」
と

本的な改善につながる施策を求めて発言。赤ちゃんの急死を

かで店頭の照明の力を借

月 日の

加して松江駅のテルサ前

思いは同じよね﹂と応じ

していかないといけない

と確信したことで︑これ

間と登壇して、格差・分断を促す処遇改善加算ではなく、抜

つながりある事業所など

﹁がんばってね！﹂
相次ぐ激励に
確信を深めて
た︒
松江部では

で宣伝を実施︒サラリー

てくれるなど︑本当に心
強かったです︒

マンや旅行者︑学生など

筆が

でにぎわうなか︑足を止
めてもらい︑署名

よね︒がんばって！﹂な

月 日に

どと声をかけてくれて︑

からも署名活動を通して

出雲部でも

署名に応じてもらえると

声を広げていきます︒

集まりました︒一度通り

いう反響もありました︒

して討議し、検討していくことを確認。討論では、香川から

に福祉保育労を知らせて

れていて︑東京から１時
て︑﹁園庭問題﹂はどこの

島根支部では︑出雲部

園 も 喫 緊 の 課 題 で す︒
﹁保育の署名です﹂とマ
と松江部に分かれて署名
午後６時から︑９人が参

いる︒介護分野では来
年度からの５年間で６
万人を新たに受け入れ
ると試算されている︒
賃金水準の低さと職員
配置の少なさに抜本的
な対策を打たずに︑安
易に受け入れることは
許されない︒
福祉労働者の大幅な
処遇改善は待ったなし
だ︒ 消 費 増 税 で は な

27

財政方針についても１月の拡大幹事会で地方代表者にも参加
ました。東海地本・ぐみの木保育園分会の組合員が各地の仲

りるなど寒くて暗い行動

間以内という立地から県

イクで訴えると︑若いお
行動をすすめてきまし

効果は限定的になる︒

く︑所得税・法人税な

12

30

集会に、福祉保育労の組合員約 750 人を含む 3000 人が集まり

でしたが︑旭川ではツイ

神奈川県本部はほぼ毎

下でも乗降客がたいへん

﹁園庭のない保育園﹂が
母さんや孫が保育園に通
っているという人がペン

から外れる人が生ま

一方で︑政府・与党

ど応能負担にもとづく

50

中央本部からの報告をうけ、春闘への意識を高め、組織・

いきます︒

月県内の駅頭で署名宣伝

宣伝行動を実施︒戸塚駅
ここ数年たくさん開園し

れ︑格差と分断が広が

年 月の消費税 ％へ

護福祉士について月平

は︑人材不足への対策

税制の見直しによる実
現を求めていこう︒大

えひめ
介護福祉ユニオン
手作りのかわいい幕でアピール度バツグン！
福祉保育労も参加する「よりよい保育を！実行委員会」の

ッターで知った地域労連

行動をおこなっ ていま
多い駅です︒駅周辺には

毎月署名行動
暑さに負けずに
改善を求めて

す︒ 月７日に戸塚駅で

はＪＲと地下鉄が乗り入

をとってくれます︒
いつも秋口の署名宣伝

給食を対象にしないこ

る︒また︑他の介護職や

性がある︒さらに︑現

均８万円相当の処遇改

として外国人労働者の

幅な増員と賃金引き上
げを求める署名と対話

着ぐるみや横幕、ノボリなどでにぎやかに

一人ひとりがメッセージを掲げて
各地の組合員もいっしょに登壇

22

11

大阪地本
19 26

るみなどで小さいお子さ

とや保育士等の処遇改

介護職以外の職員も含

金でしか買い物をしな

善をおこなうという︒

受け入れ拡大をおこな
数の８〜 人に１人程

﹁改正﹂案を臨時国会

をすすめよう︒

10

行動はピカチューの着ぐ

ん向けにアピールするの
ですが︑この日は今年の

ような夏日でした︒立っ

異常気象を象徴するかの

ているだけでめまいを感
じるほどの猛烈な暑さで
着ぐるみはパス︒それで
も 目 立 つ よ う に︑﹁ 処 遇
改善﹂などのゼッケンを

レジットカード決済を

善の不十分さに︑批判

い人や制度に対応でき

万人で︑介護職員総

しかし︑積算の対象は

まう︒また︑その増税

に過ぎない︒同じよう

で成立させようとして

31

11

33

３月

11

10

25

70

11

だから

第55回中央委員会（都内）
〜20日（日）午前
＊春闘方針や統一要求を確立します

25

10

25

●19日
（土） 午後

画・ニムラ
案・タミヤ

10

●14日
（木） ストを含む全国いっせい行動
＊すべての組合員が何らかの行動に参加しまし
ょう！

滋賀支部
25

10

１月

つけて訴えました︒

した客に５％のポイン

も高まっている︒

政府は 月 日︑来

トを還元し︑費用を国

めた改善をすれば賃上

が負担することが目玉

同じく増税分の一部
を財源に︑来年

げ額は少なくなり︑予

の増税に向けた対策の

消費税は所得の低い

らは勤続 年以上の介

算規模が小さいために

月か

基本方針を発表した︒

の冷え込みを抑えるた
人ほど負担が重い逆進

消費税増税も処遇改善策も外国 人 労 働 者 の 受 け 入 れ も

ない小さな商店は︑増

矛盾を広げる政策にＮＯ！抜本的な対策を求めよう

税対策からも外れてし

を財源にした保育・幼

な経験があっても対象

うための出入国管理法

児教育の無償化案も︑

10

20

島根支部
増員・賃上げを求めて宣伝した松江部の仲間たち

10

北海道地本
旭川で寒さに負けずにアピール

神奈川県本部
お子さんを抱えて署名に応じてくれる姿も

めに︑中小小売店でク

10

10

10

52

30

となっている︒

26

増税後９カ月間は消費

11

対話すすめて 署名宣伝展開中
広がる共感
10

10

福祉保育労では、10月から国会宛の「福
祉職員の大幅な増員と賃金の引き上げを求
める請願署名」を推進しています。介護や
保育など福祉労働者の処遇改善にむけた政
府の対策は不十分です。福祉職場に対する
社会的な関心が高まるなか、私たち当事者
が声をあげ、理解と共感を広げていく時で
す。第一次は年内、最終の２月末の集約に
むけて、 １人 20 筆以上をやりきりましょ
う。６つの地方からの報告です。

20

25

25

10

10

36

②
2018年12月号

福祉のなかま
第326号

③

2018年12月号
今年４月︑障害者の支

援施設やグループホーム

の職員の労働組合が法人

の不透明な経営や不利益

変更に対抗し︑福祉保育

労北海道地本に加入しま

した︒利用者の権利を守

り︑民主的な職場をつく

人で加入して活動を

23

るためです︒

福祉のなかま

積 み 重 ね る な か で︑﹁ 誠

力
ラ

チカ

実に答える気のない法人

組合

にはあきれますが︑組合

！
い
た
え
伝 の

の力で不利益変更を阻止

できたのは自信につなが

第326号

渡邊

不利益変更ストップが自信に
いっしょにがんばる仲間と組織に感謝！

ちひろさん

分会の結成報告に
私たちの活動を対比させて
滋賀支部・つくし保育園分会 山本

佳久子さん

組合のない職場で働く友だちに
「組合があれば！」
と伝えたい
りました︒いっしょにが

んばってくれる仲間や北

海道地本︑釧路地区労連

には本当に感謝していま

す﹂と︑実感を率直に語

ります︒

法人は団体交渉を拒

東海地本・田代保育園分会 宮地

由美さん

組合がない職場で働く友だちは職員の声が
大切にされないことが「あたりまえ」になっ
ているなぁと感じます。
「組合があれば！」
というメッセージを伝えていきたいです。

「福祉の風」を力に労使の対等な関係を
大阪地本・さつき福祉会分会 肥後

⑰大安⁝⁝

ります

⑲パソコンで発生すると困

⑳バラの花⁝は﹁愛情﹂

㉒人が調理して食べる肉

慎一さん

気になった記事は「福祉の風」で、経営者
側からの「いっしょに考えましょう」という
言葉です。私たちの分会も毎年団体交渉をお
こなっていますが、上記の言葉はよく聞く回
答です。組合側からの継続した要求に対し、
例年同じ回答で平行線になることがありま
す。
対等な関係をつくるために、
振り返ってみ
る機会を大切にしていきたいと思いました。

おいっ子に
「福祉の現場に！」
と
言えるように
北海道地本・かりぷあつべつ分会 田渕

戸⁝⁝

㉑アルバイトの略

㉓⁝⁝せぬ出来事

ど︑はきものの総称

㉔ブ ー ツ ︑ ス ニ ー カ ー な

３２４号︵２０１８年 月

号の答えは︑﹁ナマ

10

㉕⁝⁝座︒⁝⁝雲

３２

号︶の答えと当選者

シイタケ﹂
でした︒
応募は

21

㉖シーツのことです

■ タテのカギ

人で︑抽選により次の方々

孝行さん

に図書カードを送ります︒

田渕

円香さん

･

石黒

明里さん

︵北海道地本 かりぷあつべつ分会︶

石川

信平さん

︵東海地本 田･代保育園分会︶

岡庭

文恵さん

︵東海地本 田･代保育園分会︶

藤内

︵大阪地本・わかくさ分会︶

･

︵島根支部 特養ひまわり園分会︶

4

㉗大公望がたらします

①夏至 ↑↓

否︒組合として北海道労

︻解き方︼二重ワクの文字

あっせん

働委員会に斡旋を申請し

②ご飯とコレがあれば︑お

かずは不要？

を︑Ａ〜Ｆの順に並べてで

きる言葉はなに？

④朝一番の⁝⁝電車

⑪⁝⁝運︒貧乏⁝

て い ま す︒ 不 当 な 対 応

■ヨコのカギ

⑤おぼれる人がつかむのは

に︑
﹁知らなかっ たこ

①クリスマスイブは多忙

⑥金魚などを入れます

⑭雪の多い地方のこと

の⁝⁝

がわかってきて︑組合が

と︑気づかなかったこと

④霜月︑⁝⁝︑睦月

⑨スコットランドのお酒

⑩マイホーム

⑮アシカに似ています

③﹁地位﹂のたとえ︑社長

心強い︒全国のみなさん

⑦⁝が合う︑尻⁝に乗る

⑫⁝密度の低下に注意

⑯来年のエトは

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▶１月15日
発表▶2019年２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

⑧年末の大そうじで

⑬魔法使いが使うのは

応 募 方 法

とも思いを共有していき

たい﹂と力を込めます︒

普段の仕事では﹁利用

者さんに良い活動ができ

Ｆ

⑱⁝⁝紹介︒⁝⁝流

Ｅ

⑲鎌倉⁝⁝︑室町⁝⁝︑江

Ｄ

⑮三冠⁝⁝︒百獣の⁝⁝

競う

Ｃ

⑯盤上で白黒の石の多さで

答え

Ｂ

るアイディアが浮かんだ

時にやりがいを感じる﹂

と言い︑今後の組合活動

の抱負についても﹁一人

ひとりが興味をもっても

らえるような活動をして

いきたい﹂ と模索中で

す︒利用者さんからも厚

く信頼され︑頼りになる

北海道地本・

分会長です︒

︵取材

中川喜征副委員長︶

趣味は︑お酒を飲んで
ストレス発散！
A

紙面を読んで

９月号の「今月の主張」を読んで、組合の
なかった職場で、声をあげ、分会を立ち上げ
るエネルギー、大変だったと思います。組合
がある職場で、仲間を増やして活動を維持し
ていく大変に直面している私たちを対比して
読みました。

Myメッセージ

北海道地本 べつかい柏の実会分会執行委員長

孝行さん

高校生のおいっ子が進路で悩んでいて、将
来なりたいものを考えている姿を見て、
「福祉
の現場においで！」と言えない自分がいまし
た。やりがいもあって誇りも持っているけれ
ど、賃金や労働環境を考えると、つらい思い
はさせたくないと思ってしまう。子どもたち
に胸をはって、福祉の道をすすめられる環境
をつくりたい。あらためてそう思いました。

12月は「ワンコイン共済」加入推進月間です！
◆風疹が流行しています！
ふうしん

首都圏を中心に風疹の流行が続いています。咳や唾液などの飛（ひ）まつか
ら感染し、大人がかかると発熱や発疹が長引き、関節痛がひどくなることが多
いと言われています。場合によっては一週間以上仕事を休まなければならず、
私たち労働者にとって深刻な病気と言えます。

年 末 調 整
掛金の税金控除について
●ワンコイン共済・生命共済・医療共済
火災共済・交通災害共済

→ 労働組合の自主共済のため
控除対象になりません
●年金共済・がん保険

④

さらに、妊娠している女性がかかると、胎児にも感染し、難聴や心疾患、白
内障、身体や精神に障害をもった赤ちゃんが生まれる可能性があります。

◆予防接種、抗体検査で予防を！

いざという時は「ワンコイン共済」！
風疹の予防には予防接種を受けることを推奨しています。特に30〜50代
の男性は、抗体の保有率が低いとされており、接種するようによびかけら
れています。また、予防接種の前に、抗体検査を受けることもできます。
この検査で十分高い抗体があると確認されると、接種の必要はなくなりま
すが、すでに免疫のある人が再度接種を受けても、副反応がおこるなどの
問題もありません。また厚生労働省は、来年度から30〜50代の男性を中心

→ 控除対象になります

に、抗体検査の費用を無料にする方針も出しています。

※年金共済の保険料控除証明の書類は、毎年

く、職場に対策を要求したり、私たちみんなで風疹をなくそうとしたりす

10月頃に幹事会社の「大同生命株式会社」

るとりくみが大事です。万が一感染してしまった場合でも、組合員なら誰

の差出人名で、加入者のご自宅に送付され

でも加入できる「ワンコイン共済」に加入しておけば、５日以上の休業か

ています。

ら「休業給付」の対象になります。いざという時に備えておきましょう！

このような感染を防ぐために、妊婦や周囲の人が注意するだけではな

