


騎五二三瀦あ鰻り醸。"在ぢ屯のサポーや- 
                                                                 ミ 暮らしを丸どと sは

                         Ⅰ

喀ぷ生長さんも大助かりの

サポー ト します。 中退共と中小企業支援を

   全員加入の共済制度や、任意加入

の医痩 ・生命 ・自動車井済の利用で

組合員の生活をサポートしています。

「民間生保から共済に変更したら、組

合費を払っても掛け金が安くなった」

(さいたま市のAさん)、「住宅コー

ンの市一ナス返済ができなくなって

大弱りだったが、労金で住宅コーン

の借り換えをして大助かり」1新座市

の日さん)の声。

                                                  とは・

法律で定められた社外積立型の退職金制度です。掛け金

の一部は国が助成、掛け金は全額非課税です。労働者に

とっては安心して働ける保障ですし・催富者を手助けす

る制度です。

                                                       と

は・ @中小企業の事業主と勤労者のための福利厚生@の

自治体事業です。月3DD一7ロ口円の掛け金で、弔慰金・

傷病・障害・災害見舞金等が給付されると同時に、健康

診断の補助をはじめ・宿泊施設斡旋、通信講座の補助・

切首斡旋などを受けることができます。

"ゐ猷                 きち七二モ、已んぢ権利あ百み



労働基準法はすべての労働者に保障された権利です

智一ビス鱗翼儲
溝蔑潜違麗。
残襲撃畿愚
必皆もらゑ哀實

  労働基準法第日三条では、1 日8 時間・週40 時間労働

が原則です。

  使用者と労働者の間で協定がないと時間外労働は認めら

れません (36協定)。

  36協定がなくても、時間外に働いた場合は25%、深

夜 1夜1 0 晴一翌朝5 時)に働いた場合ぼさらに2日%0

割り増し賃金が必要です。休日に働いた場合は35%の割

り増しです。

  残業手当は必すもらえます。サービス残業は違法です。

拝金 。健康保険
労災 。雇用保険

にも入れ議す
も"年

  健康保険と厚生年金は、法人事業所および常時5人以

上の従業員を使用する個人事業所 (一部除く)は、すべ

て適用事業所となり、国籍や年器に関わらず仙人しなけ

れば砧りません。

  パートや派遣で働いても一定の条件を満たせば被保険

者になOます。

  労災保険や雇用保険は・業種・規模を問ねすすべての

事業所が適用を受ける強制杣人の保険です。パートや派

遣でも、過20時間以上、1年以上の雇用が認められる

場合、雇用保険に加人しなければなりません。

あなたに
あります 有給休暇

勤続年数や@週間の所定労働日数で定められた

有給休暇があります

●1週間の所定労働時間が3O時間以上または5日以上

  (年間白l7日以上)は正規職員と同じです。

●1週間の所定労働時間が30時間木浦で
  ほlS日以下)の場合。
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燐票墓楼冤冨梵其三 :
リス トラ
はね返す 懸笘の職イヨト

Ⅰ 退職強要にほきっぱりと「応じちれません」と

  "意思表示をしましよう

2 それでもしつこく言われたら「辞めません」と

  "言って、すぐSUに相談しましよう

3 解雇通告されたら「納得できません。辞めません」と

  "返事をして、SUへ加入しましよう

労基法にも「解雇制限」が明記

あると認められない場合は・その権利を・活用したものとして

嚥藝㌢傍O""""鯵0

 Dial O]20・78・3]6o
         チャマス サイローレン

受付は毎週月・火・木曜の午往

麟醜ⅠサSAIROREN 埼玉県労働組合連合会
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あなたもSUに
明るく元気に働き続けるために、

         仲間との助け合いて

%黛這譲叢叢義三j・こ ロ

氏名

佳所

主ド

鰯 粕合買は収入に応じて2典昭に分がれています

連娃元@

中込用㍽七切り団?てき迭ある@@ほ@AⅨにてお申し込みくださ@@

月収15万円以上IZ.300円

月収15万円未満11,300円


