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特集：病気やケガで働けないときの諸制度（労働災害編）

㣟㣉ጾ☆ᢦ
 㣟㣉ጾ㣙࿂㸺ಊ㠡ᄭ౺ಉ್ವ౺ಂద
 㣟㣉ጾ㣙࿂᪩㖚⟡ᚡ㢪ಊ㝪ᚡᄭಎ
తᨇ㢛ಡಯಉ㛥ᆠ౺ಂద

త㣟ጾಎ㣟ᨫႄ౩Ꭾ㱍౯ሱ႞፥౺ಂಥ౯㣟ጾ☆ᢦಋ౸ಯథ   ಒಯಎ
㗌౺ಡ౼దኖಌᚡᐙಒほỺᘋವኖಂᾌ☣౮ಬ⇁ጴಋ౺ಉᴢಲಯಡ౼ద
త  နಥ   ಋᐝ∈ಊ౼౯థ 㝅ᄉᐒವ♊㕃౺ಂ∾Ἕಌథ ⏠ၕಎ㤎Ꮼ
౼ಮᎮ㱍㑳☤౯ಯಓ࿅ኴ㗡ᢓಎಭ౮ಐಡ౾ಶಊ⍩ವಇಡ౺ಪ౩ద

 㣟㣉ጾ㣙࿂ဨ᧾☣ಊ㳠ᄉᐒಊ∾Ἕ౺ಉ
త౧ಂಋರ㠖ಎ㞔ಐಬಯಂద

త  ಒⱬ࿁⽐✚⻰㑳☤ಎಫಮಥಊ౼౯థ ✟⏑ಎಫಆಉಒ㣟ጾ☆ᢦ౯㗡ᢓ

 㣟㣉ጾಎಕಆಂಭ㒭ᢦಎ㤠౧థ 㠡ᄭ౺ಉ
త㛥ᆠ౺ಂద

త  ಒథ ర㣟ጾಎ㣟ᨫႄ౩Ꭾ㱍ఱ ಋಒ㕷౧㲝౧೧എ㑳☤ಎಫಮಥಊ౼౯థ

 㣟㣉ጾ㣙࿂㸺ಊ⍅⛸೧എಎᨇ㢛ಡಯ
త㨁౧㱩ᢦವ㛥ಆಂద

౸ಯಮᚡᐙಥಭಡ౼ద
 ᩏᘋ࿃㩗ೖഋഔနၡಊಒ㣟ጾ☆ᢦ౯㗡ᢓ౸ಯಡ౺ಂద
త౭థ 㣟ጾಋಒಎ రጔᆯ⽐౯ᤈ⇁ಎ㯜౺థ ႚᤖಋᤈ⇁ᚡᴁಋ㯒ᬘᬷ
⮥ጰವథ ᐙ⟨⦕ⷚ㞐Ꮹಖἧ⏠ಎಫಭ㑳౩ಋఱ ಋ౸ಯಡ౼ద 㣉ጾ㣙ಎ㛷౧
⛸ಎⰫ಄ᢴಆಂᚡᐙಌಒథ ಀ㛷౧⛸㯒ಒ㣟ጾಋಒ㗡ತಬಯಭಡ౼ద
ὅ⢙ᒛ⮯ᩮ㛷౧⛸ಊಯಓథ ለⷚ㞐ಎಯಓቁಖ㣟ጾಋ౺ಉᴢಲಯಡ౼ద

⇁ጔᆯ☆ᢦಊᆯಆಂᚡᐙ
తጔ☆ಎಫಮ⤉⤐ജ㛥ᆠ⏌⥧ജ⥧㷞ಒథ ጔ☆ᄆ㱍

ᆠ⤐⏌⥧ಂತᆯ౧

౮ಬሥ㶊ⷮ၊౸ಯಡ౼ಊᭈ㦩ಭಡ౾ಶద
ᆠ⤐⮯ᩮ౯㨁౧ᚡᐙಎಒ၇နವ౼ಮಋ౯ಊ౽
Ꮽሢ౯ⷸಂಯಉ౺ಡ౩ᭈ㦩౯ಭಡ౼౯థ ಯಥጔ
☆ᄆ㱍౮ಬⷮ၊౸ಯಡ౼ద ಡಂథ ጔ☆ಎಫಭ⌇ဦ౺

ᆠ⤐౯㮾

ಂᚡᐙಎಒ㤫ἷಛᩏ㨅ⷮ၊ಥ⢙ᰮ౸ಯಉ౧ಡ౼ద

ಎ⏌ಬ౽ᆯ౧

ၵ⇁
㓎ᇰ
ⷮ၊

✁ኰ
ịⷮ㨅

⤉⤐
㓎ᇰ
ᩏ㨅

✁ኰ
ịⷮ㨅

㱩ᢦ
㓎ᇰ
ྐྵᾌ㨅

႞ಎ㱩ᢦ౯⌔ಆಉ౺ಡಆಂ

RU

㱩ᢦ
㓎ᇰ
ᩏ㨅

✁ኰ
ịⷮ㨅

ⶴᨱኽⶡ࿂థ ಯಬⷮ၊㗍ⷅ㗹ὢಒ
ዦ౧ಂ౺ಡ౼౯థ ಯಬⷮ၊㕾ⲱᙾ⬏ಋ
ಮ రⷮ၊ᙾ⬏ὅ㶊ఱ ಎಇ౧ಉ౷ⷊ၁౺ಡ౼ద
ጔ☆ᄆ㱍 రⷮ၊ᙾ⬏ὅ㶊ఱ ಒథ ጔᆯᙾ⓮⏠

㝓ⲱὅ⧣ዌ㜂㨅⹈አὅၖዌ  ഖ‗㯒㜂㨅⸻㶊

ᩎᘘ㜂㨅

㝓ⲱὅ⧣ዌ㜂㨅⹈አὅၖዌ  ഖ‗㯒⸻ὅỶ

ᩎᘘ㜂㨅ಎ⧥౼ಮ㶊ಊథ Ꮙಋ౺ಉᐎ㖋㕾ⲱ

㝓ⲱὅ 䉄 ⲱᢓ౼ಮန⢠౯⦌☆౺ಂὅ

᪽ಎಫಭⲱኖ౸ಯಡ౼ద

తိ㥹ᡩᚡᐙథ ‗‰౯㜂㨅⹈አὅಋಭಡ౼ಊథ ౫ಓ  ‗  ὅಎጔ☆နỜ౯⦌⢐౺ಂᚡᐙಎಒథ
 ‗  ὅ థ  ‗  ὅ థ  ‗  ὅ   ഖ‗ኟⷮἏ⸻㶊ವ  ഖ‗⸻ὅỶ  ὅಊ㰿౼ಮಋಊ
⎀ತಬಯಡ౼ద ጔ☆ᄆ㱍ⷮ၊ಒ㮾 ಎಲಂಮಋಥಮಂತథ ⬬ၻ㜂㨅⧥ᚡವⷮ၊ಎᏬὮ౸౾ಮഊ೪ኽಧథ
ᩏ䄺㱞ኰ‒႙㰱ᩮ㶊ಥᢓತಬಯಉ౧ಡ౼ద

所属弁護士

京都第一法律事務所

(20 名 )

【京都弁護士会所属】

★顧問先の組合員・ご家族の相談は初回無料です。
詳細は本誌 P3 上段の案内をご覧ください。
村山

◎無料電話相談

晃

森川

明

飯田

昭

荒川 英幸

浅野 則明

大河原 壽貴

大島 麻子

組合員さん限定／初回 20 分以内の電話でのご相談にも
対応しております。
フリーダイヤル

0120-555-262
（毎週木曜・午前１０〜午後３時）

岩橋 多恵

奥村 一彦

糸瀬 美保

秋山 健司

渡辺 輝人

藤井

尾﨑 彰俊

高木 野衣

森田 浩輔

◎女性弁護士による女性のための相談予約
女性の方のみご利用いただけます。女性職員が応対
します。

女性専用予約フリーダイヤル

豊

谷

文彰

寺本 憲治

高橋 良太

細田 梨恵

0120-282-207
（平日・午前１０〜午後３時）
所在地：京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町 280 番地ヤサカ烏丸御所南ビル４階
受付時間等の詳細は Web サイトをご参照ください http://www.daiichi.gr.jp/
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京大職組の福利厚生事業のご案内（１）

法律相談
事務所である京都第一法律事務所と顧
問契約をしています。
相 続、離 婚、財 産 管 理、交 通 事 故、
債 務 整 理・過 払、近 隣 ト ラ ブ ル な ど、
日常生活で生じる様々な法律問題を幅
広くサポートしています。
また、同法律事務所は、職場でのハ
ラスメントや、研究・教育現場の法律
問題にも精通する、大学に勤務する教
職員にとって心強いパートナーです。

組合員は初回無料で法律相談を受け
ることができます。
定期相談：原則として第 1 月曜日の
15:00〜17:00 組 合 事 務 所
にて

京都第一法律事務所
寺本憲治 弁護士

職員組合は、京都で最大規模の法律

Lawyers

随時相談：法律事務所と時間調整の上
訪問して相談
電話相談：下記の時間帯に弁護士が
待機しており、20 分程度
の相談を受けられます。
毎週木曜日 10:00〜12:00
13:00〜15:00

ご利用の詳細については、職員組合の
Web サイトをご覧ください。

https://www.kyodai-union.gr.jp/
スマートフォン用 QR コード→

イメージ写真

心 の健康相談
一般社団法人カウンセリングルーム

Mental Health

このようなストレスが続くと、体調

BigSmile と契約し、組合員は初回無料

にも異変をもたらすこともあります。

でカウンセリングを受けることができ

そうなる前に、気がかりなことがあれ

ます。

ば、誰かに相談するとフッと心が軽く

私たちの職場は今、本当に忙しくなっ
てきています。仕事がどんどん増え続
け、長時間勤務を余儀なくされている
方も多いことでしょう。また、様々な
雇用形態の人が同じ職場で働く中で、
コミュニケーションがうまくいかず、

なるかもしれません。
定期相談：原則として第４火曜日の
16:00〜19:00 組 合 事 務 所
にて
随時相談：カウンセラーと時間調整
の上、訪問して相談

人間関係の摩擦が生じることも少なく

ひまわりは BigSmile のイメージ・フラワーです

ご利用の詳細については、職員組合の
Web サイトをご覧ください。

https://www.kyodai-union.gr.jp/

ありません。

スマートフォン用 QR コード→

子 育て・保育園相談
京大 ( 吉田地区 ) の最寄りに朱い実保

希望の保育園に入園するためのポイン

育園、風の子保育園を設置している社

トなどなど、子育て・保育のお悩みに

会福祉法人 樹々福祉会から、組合事務

お答えします。朱い実保育園、風の子

所に定期的に保育士に出張いただき、

保育園の見学も受け付けています。

Childcare

組合員向けの子育て相談・保育園入園
相談を実施しています ( 無料 )。
両園は 1965 年に職員組合が学内で
開設した共同保育所を起源にします。
授乳や離乳食の与え方、作り方。夜
泣きとの向き合い方。おやこ共に元気
になれる遊び方。働きながら子育てを
するための、保育園入園手続きの方法、

法律相談

定期相談：原則として第 2 火曜日の
12:00〜13:00 ( 昼休み ) 組
合事務所にて
写真はイメージです

相談対応：朱い実保育園・風の子保
育園の保育士

ご利用の詳細については、職員組合の
Web サイトをご覧ください。 写真はイメージです

https://www.kyodai-union.gr.jp/
スマートフォン用 QR コード→
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京大職組の福利厚生事業のご案内（２）

ホ テル利用優待
ご宿泊優待

Hotels

ブライダル優待

職員組合は、ダイワロイヤルホテルと

職員組合は、京都ブライトンホテル

提携し、系列のリゾートホテルの宿泊

と提携し、組合員は結婚披露宴の利用

が 6,500〜7,900 円の特別優待価格にて

優待を受けることができます。

ご利用になれます（最繁期除く）
。学会
の会場として、ゼミ旅行やクラブ・サー
クルの合宿などのご利用に最適です。

写真はイメージです

・会場費８０％OFF( 最大 426,800 円相当 )
・親族控室のご利用が無料

組合員の紹介があれば、学生のみのご

・当日の新郎新婦の一泊無料

利用でも特別優待価格を適用いたしま

※ブライダル斡旋業者等を経由した優待利用や他
の優待との併用はできません。

す。

ご利用の詳細については、職員組合の
Web サイトをご覧ください。

https://www.kyodai-union.gr.jp/
スマートフォン用 QR コード→

お昼休みに初級者コース
を、毎週火曜日の 15:00〜
16:30 に上級コースを開講
しています。ランチやお茶
をしながら、気軽に英会話
に親しんでみませんか？

日のお昼休みに組合事務所
で開催しています。関心の
ある方は一度のぞきに来て

京大 PPM2.5 の 3 人

職組組合で結成された「京
大 PPM2.5」メンバーがホ
ストとなり、うたごえ喫茶
を開いています。概ね月１

ください。費用は各回のお

回組合事務所にて、リクエ

花材料代 1,000 円のみで

ストをとりながら、童謡・

す。

唱歌や JPOP 労働歌・京大

師範：専慶流 岩本 利子さん

職組オリジナル曲などを歌

( 職員組合 OB)

い合い、交流しています。

うたごえ喫茶

師を迎えて、毎週月曜日の

原則として第２ , 第４金曜

生け花教室

ネイティブスピーカーの講

英会話教室

上級コース新設！

作品例

5

京大職組の福利厚生事業のご案内（３）

住 宅取得割引
職員組合は、住宅供給事業者と協定

住宅は、一生涯で最も高額な買い物

を締結し、住宅取得の割引制度を設け

です。組合員、教職員のみなさんの暮

ています。組合未加入でも京大教職員

らしの一助となれば幸いです。

Housing
★( 株 ) 長谷工コーポレーション
★近鉄不動産 ( 株 )
★大和ハウス工業 ( 株 )

とその関係者であれば割引が適用され

協定を締結している住宅供給事業者

る場合もあります。割引の適用は、協

は右の 7 社です。本誌 4〜5 ページの

★伊藤忠ハウジング ( 株 )

定事業者との商談に際し、職員組合が

広告もご参照ください。

★京阪電鉄不動産 ( 株 )

発行する紹介状のご提示が必要です。

★ミサワホーム近畿 ( 株 )
★東京建物 ( 株 )
ご利用の詳細については、職員組合の
Web サイトをご覧ください。
スマートフォン用 QR コード→

http://www.kyodai-union.gr.jp/welfare/Housing/

V o i c e
人間支部 教員

貴重な機会となった組合の保育園入園相談
私の方から相談事を持ち掛ける形

各区役所の子どもはぐくみ室に確

でしたので最初少し戸惑いました

認したほうがよいと思いますが、

が、主に保育園で何をやっている

新型コロナの影響で京都市の子育

月に子供が産まれたので、8

のか、園によってどのような違い

て関係イベントが軒並み中止にな

月 18 日に行われた子育て

があるのか、また離乳食をどのよ

り、保育園見学もほとんどできな

相談・保育園入園相談に参加しま

うに始めるのかなど、様々なこと

い中、貴重な機会をいただけて大

した。組合員はじめ京大関係者が

についてお教えいただけて大変有

変助かりました。これを励みに今

たくさんお世話になっている朱い

意義でした。特に入園申し込みの

後も育児を頑張ります。

実保育園で長くお勤めになった保

前に実際に園を見学する意義がよ

育士の山本先生に、個人面談の形

くわかりました。認定保育園への

で相談に乗っていただきました。

入園プロセスなど行政的な部分は

梶丸 岳さん

７

ろうきんの個人型確定拠出年金

iDeCo

シンプルで
低コストな
運用商品
ラインナップ

＜イデコ＞

税制優遇を活用して あなたの未来に

安心

をプラス

☎0120-320-615

【受付時間】月曜日〜火曜日 9:00〜17:00
Web ページ
ろうきんイメージモデル
高梨 臨

https://rokin-ideco.com/kinki/

手数料は
納得の

低水準
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広

告（１）

広

告（2）
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ミニ講義の紹介・四コマ漫画・加入申込書・あとがき

京大
職組 の
「知る」は楽しい！

Lectuer archived on

「ヘーゲル入門」
ヘーゲル（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）は 19 世紀初頭に活
躍したドイツの哲学者です。マルクスなどに大きな影響を与えたこ
とでよく知られていますが、20 世紀後半には、とくにフランスのポ
スト構造主義などに厳しく批判されました。この講義では、誤解さ
れることも多いヘーゲル哲学のエッセンスを分かりやすくおつたえ
したいと思います。

講師：大河内 泰樹

https://youtu.be/-JyRqk-mxJg

( 文学研究科 教授 )

Recorded Dec.05, 2019

「消費税を減税せよ
〜衰退途上国・日本を救う唯一の道
講師：藤井

https://youtu.be/-XkgP25H7Kg

聡

( 工学研究科 教授 )

Recorded Dec.16, 2019

「大学入学共通テスト、その何が問題か？」
講師：羽藤 由美

https://youtu.be/LYmvyth8u0U

( 京都工芸繊維大学 教授 )

Recorded Nov.25, 2019

き

あとがき

京都大学職員組合 加入申込書
申込日

年

月

新型コロナウイルス感染症の不安が拡大する社会状況を考慮し、前号は印刷・配布

性別

ふ り が な

氏

日

名

編集後記

男・女

をとりやめ、
電子版のみを発行しました。下記URLより閲覧・ダウンロードができます。
http://kikanshi.kyodai-union.gr.jp/UnionWelfare/14̲2020Summer.pdf

生 年 月 日

西

暦

年

月

コロナ禍は、社会のいたるところに大きな影響を及ぼしています。京大でも対面授

日

業の再開も現時点では見通せません。重症患者もジワジワと増加しており、京大病院
所属部局

部

で対応に当たられている医療従事者のみなさんには、頭の下がる思いです。こうした

署

中、陰圧室を整備するために京大病院自らがクラウドファウンディングを始めました。
この取り組みは応援していますが、国立大学法人の「国立」っていったい何なのだろ
職種／職名

雇用形態

うと沸々とした思いがこみ上げます。これらの問題に比べれば些細なことですが、感
□常勤

□有期雇用

□時間雇用

□その他（
組 合 費

染予防の観点から聴講者を募集できないためミニ講義の新しい企画が打てず、この

□再雇用
）

ページの講義紹介も春号のまま… しかし、いま新しい企画を検討中、乞うご期待。

発 行：京都大学職員組合

■給与控除 ( 通常はこちら）
□給与控除以外の徴収法を希望 (

)

〒606-8317 京都市左京区吉田本町 京都大学内
Tel：075-761-8916｜内線：7615( 本部地区 )｜Fax：075-751-8365

E-mail

＠

いずれかに○を ( 1．仕事用 ・ 2. 個人用 ）

※組合からの情報を受けるの
に便利です。携帯メール可

Web サイトからも加入お申込みいただけます

http://join.kyodai-union.gr.jp/

Email：oﬃce@g.kyodai-union.gr.jp｜URL：http://www.kyodai-union.gr.jp
発行日：2020 年 9 月 1 日

