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大田病院介護保険室

これは介護報酬の引き上げと

動︑加害企業への申し入れ活動

康リスク調査対象地域﹂として

す︒その主な原因は 年２・３

して介護報酬が下げられたこ
利用料の軽減を国の負担によっ

など多様なとりくみがすすめら

料が払えないと償還払いなどの

ます︒私たちに﹁葬式代も残ら
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た︵ 年連続︶との報道がされ
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す︒当然競争も生じます︒農村

の諸外国が遂げようとしていま

の経済成長に等しい発展を近隣

スベスト検診が

できました︒

に深めることが

る日でした︒

﹁やっぱりお金ですよ﹂私
単純に考えれば５年で職員が入

す︒私はどちらも﹁ノー﹂と言

生きがいを持てる健全で安ら
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した︵厚労省︶︒６割を超える
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年度介護職員の離職率は
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問合せ：観る会事務局
090−4706−5583
前進座東京営業部
0422−49−2811

お金がないと選択

は︑現在住民税非課税の方で毎

介護福祉士の養成校で定員割れ

政府は毎年２２００億円の社

主催：大田区『くず〜い
屑屋でござい』を観る会
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用︶とほぼ同額には驚きです︒
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大ホール
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昼の部
開演時間
（2回）
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前進座からのお知らせ
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