
本誌『労済だよりTokyo』は
主に全労済の協力団体向けに
発行されている情報誌です。

特集

全労済は、営利を目的としない
保障の生協として共済事業を
営み、組合員の皆さまの安心と
ゆとりある暮らしをめざしてい
ます。出資金をお支払いいただ
いて組合員になれば、各種共済
をご利用いただけます。

風水害や地震などの
自然災害に備えよう
組合員へ必要な情報を提供して、
最適なお住まいの保障へつなげましょう

●見積もりキャンペーン

●協力団体専用ページ

東京推進本部

306

2019

2019年1月18日発行　発行責任者：渡辺 尚康
1318Z039

新年号

新しく
なった

みんなのそばに、いつも安心を。

2019年1月  制度改定のお知らせ



昨年発生しました大阪北部地震、2018年7月豪雨、台風20号・

21号・24号、北海道胆振東部地震などの大規模災害により被

災された皆さまに対して、心よりお見舞い申し上げます。全

労済では被災された組合員への対応を最優先に組織を挙げて

取り組んでまいりました。

また、昨年は全労済グループが兵庫県・連合・日本生協連

とともに実現に向けて署名活動に取り組んだ「被災者生活

再建支援法」が成立（1998年）して20年という節目の年で

もありました。

今後も、頻発する自然災害を想定外としてとらえることなく、

組合員の皆さまへ自然災害等の保障に備えることを訴えつつ、

共済生協として社会的に大きな役割を果たしていく所存です。

私たち全労済は創立60周年を契機に、2019年6月よりさらに

多くの人々により親しまれる存在となるため、新たな愛称『こ

くみん共済coop』として生まれ変わります。全労済の理念で

ある「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」を

実践し続けるとともに、組合員一人一人に寄り添い、より身

近な存在として組合員との「深く」「長く」関係づくりをすすめ、

「広く」事業と運動の発展をめざしてまいります。

本年も、協力団体の皆さまのご支援、ご協力をお願い申し上

げるとともに、組合員の皆さまのご健勝を心からお祈り申し

上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

明
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全労済 東京推進本部

本部長 髙須 則幸



新しく
なった

みんなのそばに、いつも安心を。

2019年1月1 日以降に更新を迎えるご契約よ
り、改定を行います。 皆さまにより安心・納得し
てご継続いただけるよう、補償•サー ビスの向
上に努めてまいります。

2019年1月
制度改定のお知らせ

改定の主な6つのポイント
これまでの共済金の支払状況を踏まえて、掛金の見直しを行います。全体の掛金は引き下げと
なりますが、契約条件により、掛金が引き上げとなる場合がありますので、ご了承ください。

これまでの基本補償（人身傷害補償・対人賠償・対物賠
償など）の掛金は、排気量別に掛金クラスを設定していま
した。自動車に関する大幅な技術革新が想定されるなか、 
より適切な掛金を提供するために、普通・小型乗用車に型
式別掛金クラスを導入します。

型式別掛金クラスとは？
自動車の型式ごとの事故発生状況等に基づき決定された掛金クラスを適
用する仕組みです。掛金クラスは1～9クラスの9段階で、年1回見直
しを行います。同ーの車名でも型式 ごとに事故成績などが異なるため、
掛金が異なる場合があります。また、年1回の見直し後、型式によって
は契約更新前よりも掛金が引き下げ、引き上げとなる場合があります。

近年、運転者の安全運転を支援するASV（先進安全自動
車）技術を搭載した自動車の普及が進んでいます。衝突被
害軽減ブレーキ（AEB）*が搭載されているお車は、リスク
軽減効果もあることから、右の条件を満たす場合に「AEB
割引」を適用します。

＊AEBとは「自動車が前方障害物との衝突を回避するため、ま
たは衝突速度を下げるために自動でかけるブレーキ」をいいま
す。自動車メーカーごとにAEB装置の名称が異なります。

新車を購入した際にマイカー共済をご利用いただきやすい
ように、「6等級・前契約なし」の新車割引の割引率を拡
大します。
なお、「6等級•前契約なし」以外の等級については、割引
率を縮小します。

1 共済掛金の改定

基本補償への型式別掛金クラスの導入（普通・小型乗用車のみ）2

衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引の新設3

新車割引の見直し4

例 2019年
4月1日発売

※軽四輪乗用車は型式の発売時期を問いません。

共済契約の開始日が
2022年12月31日までの契約

割引は、「型式が発売された年度（4月１日～翌3
月３１日）に3を加算した年（暦年）の12月末日ま
での期間」について適用します。

ご注意

9%割引AEB割引

NEW

6等級 9％割引 3％割引

７％割引 2％割引

14%割引 8%割引

普通・小型乗用車 軽四輪乗用車

6等級
 （前契約なし）

上記以外

改定前

改定後

※車両損害保障は2008年４月に型式別掛金クラスを導入済みです。

基本補償 排気量別クラス

型式別掛金クラス車両損害補償

基本補償
型式別掛金クラス

車両損害補償

改定前

改定後



※共済契約証書に記載の「被共済自動車」が対象となり、マイバイク特約や他車運転危険補償の対象となる他の自動車は除きます。
※2018年12月31日までは四輪自動車契約で、人身傷害補償または車両損害補償をご契約の方のみサービスの対象となり、サー
ビス内容も改定前の内容となります。

※雪道・ぬかるみ・砂浜等でのスリップ・スタック状況からの引き上げ等、一部有料の場合もあります。

運転者限定特約の見直し

自走不能な場合のレッカーけん引または積載車による搬送距離を拡大します。

1

2

1

けん引·搬送距離
現場から契約者の指定先まで

現場から最寄りの全労済指定整備工場まで

100kmまで無料（改定前は30km)

●燃料切れ時のガソリンまたは軽油お届けサービスは、引き続き10ℓまで無料です (1共済期間1回のみ）。

その他の改定6

皆さまからの声にお応えして、
マイカー共済に加入しているすべての被共済自動車にサービスを拡大します。

無制限

脱輪･落輪等引き上げサービスを拡大します。3
サービス内容

クレーン等を伴う特殊作業

側溝や道路外への脱輪・落輪引き上げ等

割引率項目

項目 補償内容

主たる被共済者、
配偶者

同居の親族、
別居の未婚の子

無料（改定前は有料）
無料

ここに掲載している内容は、制度改定の概要を説明したものです。詳細は「ご契約のしおり」などをご確認ください。

⑴「運転者本人・配偶者限定特約」の割引率を７％
から８％に拡大します。
⑵「運転者家族限定特約」は廃止します。「運転者家
族限定特約」をセットされている方は満期更新時
に「運転者限定特約なし」でご案内しています。なお、
「運転者本人・配偶者限定特約」に変更される場
合は、お手続きが必要です。

被害者救済費用等補償特約の新設２
将来的な自動走行システム（自動運転）の進展に伴った補償
を新設し、すべてのご契約に付帯します。例えば、被共済自動
車の欠陥や不正アクセス等により人身事故または物損事故が
発生し、被共済者に法律上の損害賠償責任がなかった場合に
被害者を救済するための費用を補償します。

■運転される人の範囲

補償します

廃止

補償しません

ハイブリッド車割引の見直し3
近年、ハイブリッド車等の普及が進み、今後さらに拡大し
ていくことを踏まえ、割引率を見直します。
なお、これまでと同様に割引適用期間の制限はなく、福祉
車両割引との併用も可能です。

盗難防止装置装備車割引の廃止4
自動車盗難認知件数が大幅に減少し、盗難防止装置を
装着している自動車が一般的となってきたことを踏まえ、
廃止します。

その他の特約・掛金の見直し5

掛金は不要です。

【人身事故】対人賠償と同額
【物損事故】対物賠償と同額

共済金を支払った場合でも次期等級の減算、
事故有係数の適用はありません。

共済金額

共済掛金

等級

内容
すべてのご契約に自動付帯

すでに人身傷害補償の契約があり、２台目以降の
契約に、本特約を選択した場合に人身傷害補償の
掛金が割引となります。
搭乗者傷害特約の対象となる方を、主たる被共済
者とそのご家族（配偶者、同居の親族、別居の未婚
の子＊）に限定する場合に、搭乗者傷害特約の掛金
が割引となります。

四輪車： 19％割引
二輪車： 3％割引

7％割引10％割引

改定前 改定後

人身傷害の
被共済自動車搭乗中のみ
補償特約

四輪車： 15％割引
二輪車： 2％割引

搭乗者傷害特約・
家族限定補償型

＊別居の未婚の子とはいまだ結婚していない子をいい、離婚または配偶者の死亡により単身となった子は含みません。

項目

改定前 改定後

NEW

8％割引
7％割引

5％割引7％割引 改定前 改定後 廃止5％割引

改定前

改定後

運転者本人・
配偶者
限定特約

運転者家族
限定特約

マイカー共済ロードサービスの拡充5 2019年１月１日以降の
事由発生より適用



抽選で3,000名様に
「あんしんアイテム」が当たります！

マイカー共済の
お見積もり方法

※あらかじめ、現在ご契約の「自動車保険証券（共済契約証書）」と「車検証」をご用意ください。
マイカー共済掛金見積もりサポートセンターにお電話

所属する団体または全労済担当者にご契約の
自動車保険証券（共済契約証書）を提出

0120-860-748 受付時間 9:00～21:00 （年末年始を除く）

検 索らくらく団体電話

期間中、対象の共済についてお見積もりのうえ、
応募ハガキを提出いただくと

Webで

スマートフォンで
QRコードを読み込んでアクセス！
パソコンからはこちら▼

※サイト内のらくらく掛金診断
のみではキャンペーンの対象
にはなりません。キャンペー
ンの対象となる掛金見積もり
方法は上記の①②が対象で
すのでご注意ください。

①

②

お見積もり前にマイカー共済の補償内容・掛金をザックリ知りたい方は
こちらのサイトをご覧ください。

「みんなのそばに、いつも安心を」新しく
なった

見積もり
キャンペーン

2019年1月4日●金 ～3月31日●日
キャンペーンサイトはこちら▼

サイズ：直径約85㎜×高さ約190㎜

【LEDランタン】
キャプテンスタッグ

サイズ：幅約54㎜×高さ約50㎜×奥行約23㎜

【FT-DR W1ドライブレコーダー】
エフ・アール・シー

サイズ：幅約270㎜×高さ約180㎜×奥行約170㎜

【卓上ステンレスグリル】
ロゴスコーポレーション

●応募ハガキはお見積もりを依頼いただいた後にお渡しします。
●対象共済のお見積もり１件につき１回の応募が可能です。　
●希望賞品は、ご応募の際に第1希望、第2希望をご回答いただきま
す。ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承く
ださい。　

●応募ハガキにはご家族に関する内容（お名前、生年月日、性別、続
柄等）のアンケートが含まれます。

キャンペーン期間

交通事故などの映像を残すので
万一のときも安心です。

名様
2,000

コンパクトで持ち運びやすいので、
アウトドアだけでなく、災害時にも
ご活用いただけます。

（イメージ）

（イメージ）

名様
1,000 キャンプグッズ

ドライブレコーダー

災害時にも
活用できる

検 索らくらく団体キャンペーン

現在、協力団体向けに見積もりキャンペーンを実施しています。見
積もりをもとに、補償の相談、補償の提案をおこないます。また、お
見積もりのうえ、応募された方から抽選で「あんしんアイテム」をプレ
ゼントします。ご応募をお待ちしています。
団体生命共済、こくみん共済、新総合医療共済、新せいめい共済、住
まいる共済のお見積もりでもキャンペーンに応募できます。

横断旗を寄贈

横
断
中

（イメージ）

全労済は交通安全を起点とした
安心な社会づくりにむけた
取り組みをおこなっています。
そこで、キャンペーン期間中、
マイカー共済のお見積もり1件
につき、横断旗1本を児童館
などに寄贈いたします。



 
トップページ画面

全労済のサイト内からも検索していただけます。

画面を下へ
スクロール

コンテンツ

2

3

1

共済推進ツールと各種データの閲覧
には ID とパスワードが必要となり
ます。全労済担当者までお問い合わ
せください。

東京推進本部が年２回（1月・7月）発行して
いる協力団体のオピニオンリーダーに向け
た情報誌を掲載します。

労済だよりTokyo
セミナーや学習会および共済推進などの
活動に使用可能なツールを掲載します。

地震・風水害などの自然災害におけ
る共済金の支払い状況等のデータ
を掲載します。

共済推進ツール 各種データ

バナーをクリック！

画面を下へスクロールして
「協力団体（東京）専用ホームページ」の
バナーをクリックしてください。

ボタンをクリックすると
各コンテンツページへ移動
します。

全労済東京 クリック
！

東京推進本部では、共済推進ツールの共有化などを目的に
協力団体専用ページを開設します。ぜひ、ご活用ください！

全労済東京推進本部
協力団体専用ページ 2018年11月

開設



火災保障だけでは
不充分ね

自然災害保障に
入りましょう

風水害や地震などの
自然災害に備えよう
組合員へ必要な情報を提供して、最適なお住まいの保障へつなげましょう

昨今、日本全国で大規模なものから小規模のものまで、自然災害が頻繁に
起きています。実際、お住まいや家財に対する被害の原因別支払件数では、
自然災害によるものが約85％に上っています（図１）。しかし、火災への備え
に比べ、自然災害への備えの割合は決して高くはありません（図2）。
防災・減災に心がけることはもちろん、保障を見直すことが必要です。

お支払いしている多くは
自然災害関係です

火災保障に比べ自然災害保障への
備えは充分ではありません

日々襲ってくる自然災害に備え、災害別の被害の特徴やお住まいの地
域の災害リスクを正しく知ることが重要になってきます。今号では、災
害別（地震、台風、降雪・降ひょう）の特徴的な被害内容と、その修
理費の紹介や、国・地方公共団体等が提供している各地域のリスクに
関する情報を紹介していきます。

1

全労済2017年度
「住まいに関する共済金」
原因別支払件数

出典： 「保険・共済による災害の備えの促進に関する検討会報告（平成 29年）」
 （内閣府防災担当）

火災保障あり
82%

地震保障あり
49%

水害保障あり
66%

合計
66,895件地震

4.0%

降雪 
25.5%

落雷 
7.0%

台風 
35.5%他の

自然災害
13.4%

他の原因
（火災等）

14.6%

2017年度

自然災害による
支払件数

 85.4%

無保障

図 2

図１

（損害保険料率算出機構資料および日本共済協会資料をもとに内閣府算出）



700,000円
屋根の破損
（足場工事を含む）

100,000円
基礎の亀裂

200,000円
外壁の亀裂

500,000円
内壁の亀裂

2

1,500,000円

60万円の差！

修理費用合計

地震で、建物全体が大きく揺れる
と、建物の外部・内部ともに大きく
被害が発生する場合があります。
特徴的なものとして、屋根の破損や
ズレ、外壁、基礎そして内壁の亀裂
などです。
屋根の破損、外壁や基礎の亀裂、そ
して内壁の亀裂が発生し、修理費用
が150万円になった場合の「住まい
る共済」の給付金額をＡさんとＢさ
んの加入例で比較してみましょう。

★生活経済研究所長野の試算による修理費
用の概算を表示したものです。実際の損害
額と異なる場合があります。

Aさんの方が
60万円も

多いんですね

火災共済＋自然災害共済

給付例

大型タイプ付帯
火災共済＋自然災害共済

大型タイプ付帯

給付例1,050,000円

合計 1,060,000円

自然災害共済
（大型タイプ）

450,000円

合計 460,000円

※損害の程度が１００万円を超える場合、共済金をお支払いします。

しっかりAさん
住宅・家財の保障は
加入基準通り ちょびっとBさん

住宅・家財の保障は
加入基準より少なめ

住宅 ……………… 2,000万円
家財 ……………… 1,500万円

住宅 ……………… 1,000万円
家財 ……………………500万円

これが
加入基準通りを

おすすめする
理由です

Aさん Bさん

（世帯数４人で30歳代）

自然災害共済
（大型タイプ）

地震等災害見舞金
火災共済 10,000円地震等災害見舞金

火災共済 10,000円

※

地震編
災害別損害額と生活再建に必要な費用

軽い被害に見えても、意外に大きい修理費用
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200,000円
雨樋の破損

1,800,000円
屋根の破損
（足場工事を含む）

火災共済＋自然災害共済

給付例

大型タイプ付帯
火災共済＋自然災害共済

大型タイプ付帯

住宅 ……………… 2,000万円
家財 ……………… 1,500万円

住宅 ……………… 1,000万円
家財 ……………………500万円

Aさん Bさん

（世帯数４人で30歳代）

3

台風では、猛烈な風や大雨によって
建物外部・内部ともに大きく被害が
発生する場合があります。特徴的
なものとして、屋根や雨樋の破損、
建物外部の損壊にともなう天井や
内壁の水濡れ被害です。
屋根と雨樋が破損し、目すかし天井
の被害で修理費用が250万円に
なった場合の住まいる共済の給付
金額をＡさんとＢさんの加入例で比
較してみましょう。

★生活経済研究所長野の試算による修理費
用の概算を表示したものです。実際の損害
額と異なる場合があります。

2,500,000円
修理費用合計

合計 2,731,400円 合計 1,860,000円

自然災害共済
（大型タイプ）

1,400,000円

しっかりAさん ちょびっとBさん

自然災害共済
（大型タイプ）

2,271,400円

きちんと
加入していたから
しっかり保障
されました

500,000円
目すかし天井の被害

またしても

87万1,400円
の差！

火災共済460,000円火災共済 460,000円

給付例

火災共済で
46万円の事例です。
自然災害共済に
加入することが

重要です。

災害別損害額と生活再建に必要な費用

台風編 軽い被害に見えても、意外に大きい修理費用
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150,000円
テラス屋根の破損

300,000円
雨樋の破損
（足場工事を含む）

火災共済＋自然災害共済

給付例

大型タイプ付帯
火災共済＋自然災害共済

大型タイプ付帯

住宅 ……………… 2,000万円
家財 ……………… 1,500万円

住宅 ……………… 1,000万円
家財 ……………………500万円

Aさん Bさん

（世帯数４人で30歳代）

3

自然災害共済
（大型タイプ）

280,000円自然災害共済
（大型タイプ）

392,800円

11万2,800円
の差！ 給付例

しっかりAさん ちょびっとBさん

4

450,000円
修理費用合計

合計 507,800円 合計 395,000円

降雪では、積もった雪の重みや落雪
によって建物外部に被害が発生する
場合があります。また、降ひょうも
同様に建物外部の被害が多いです。
特徴的なものとして、雨樋の破損や
テラス・ベランダへの被害です。
雨樋とテラスの屋根が破損し、修理
費用が45万円になった場合の住ま
いる共済の給付金額をＡさんとＢさ
んの加入例で比較してみましょう。

★生活経済研究所長野の試算による修理費
用の概算を表示したものです。実際の損害
額と異なる場合があります。

きちんと入っていれば
充分にお支払い

できます

火災共済火災共済 115,000円 115,000円

見直して
みよう

軽い被害に見えても、意外に大きい修理費用
災害別損害額と生活再建に必要な費用

降雪・降ひょう編
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お住まいの地域のハザードマップをご覧になりましたか… 6ページ

お住まいの地域にどのような自然災害リスクがあるか確認しましょう。
市区町村などが公表している災害リスクに関する情報から災害リスクを
確認して、必要な備えを検討しましょう。

住宅の新築費用は平均して約2,500万円（※）かかります。
また、被害にあった住宅の撤去費や解体費、家財などの買い
替えの費用など、生活再建には多くのお金がかかります。
一方、自然災害の被害を受けた場合、公的保
障として「被災者生活再建支援制度」があり、
最大300万円の支援金が支給されます。
万ーに備え、生活再建に必要な金額を理解
し、迅速な生活再建のために、公的保障で足
りない分は共済・保険に加入しましょう

生活再建のための公的保障は自分で請求します

お住まいの保障内容について確認しましょう。

お住まいの地域の災害リスクと生活再建に必要な費用を踏まえて、
自分にあった保障内容を理解して共済・保険を見直しましょう。

しっかりAさんとちょびっとBさん
二人には大きな差がありました。
加入基準通り入っているか

確認しましょう。

300万円
被災者生活再建支援金

被災者生活再建支援金

被災者生活再建支援金 被災者生活再建支援金

住宅新築費用
約2,500万円

不足する金額
約2,100万円

300万円

私的保障
共済・保険・貯蓄など

300万円

私的保障

不足

義援金
約100万円

義援金 都道府県もしくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

住宅の被害程度に応じて支給する支援金

住宅の再建方法に応じて支給する支援金

①基礎支援金

②加算支援金
申請をする際は、被災者生活再建支援金支給申請書に必要書類を添えて、
被災当時にお住まいの市区町村に申請してください。

申請期間

申請方法

災害発生日から13ヵ月以内

災害発生日から37ヵ月以内

新築費用
撤去費

解体費
家財の買い替え

5

約2,500万円

足りないなあ

※数字は東日本大震災の一例です
出典：「水害・地震から我が家を守る保険・共済加入のすすめ」内閣府

自然災害に対する備え は充分ですか

申請しましょう

いつでも
見直すことができます。

ご連絡ください。

しっかりAさん ちょびっとBさん

義援金
約100万円



お住まいの地域の自然災害リスクを
確認しましょう

風水害リスクに関する情報

地震リスクに関する情報

自宅の位置を確認しましょう

自宅付近の避難所を確認しましょう

安全な避難経路を設定しましょう

実際に避難経路を歩いてみて安全を確認しましょう

お住まいの周辺地域の自然災害リスクを正しく確認しておくことがとても大切です。
ここでは、公表されている災害リスクに関する情報窓口を紹介します。
自然災害保障の相談の際に、組合員のお住まいの自然災害リスクに関する情報を
確認して、最適な保障を提案しましょう。

【地震本部】（地震調査研究推進本部事務局）
https://www.jishin.go.jp/
都道府県ごとの情報や調査研究など、地震に関するさまざまな情報が公表されています。

【地震被害想定】（東京都総務局総合防災部防災管理課）
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/taisaku/1000902/
首都直下地震や南海トラフ地震などが発生した場合における東京の被害想定が公表されています。

【洪水ハザードマップ】（東京都建設局）
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/river/chusho_seibi/index/menu03.html
大雨による河川の氾濫などに備え、住民が迅速に避難できるよう、23区 26市から公表されています。

step
1

step
2

step
3

step
4

自宅に一番近い避難所を地図で確認しましょう。

浸水が深い場所を避けて避難経路を２通り設定しましょう。

氾濫した場合の、浸水の状況を確認し
ましょう。ご自宅のある場所が何色に
塗られているか浸水想定区域図で確認
しましょう。

浸水した場合に想定される水深の色の見方

ハザードマップの使い方

5.0m以上の区域

２階の軒下まで ……… 2.0m～5.0mの区域
つかる程度

１階の軒下ぐらい …… 1.0m～2.0mの区域
大人の腰ぐらい……… 0.5m～1.0mの区域
大人のひざぐらい…… 0.5m未満の地区※色の区分は自治体によって異なります

家族や地域の人たちとで話し合いながら、
実際に歩いてみましょう。危険な場所があ
れば、避難経路を見直しましょう。

監修塚原　哲
CFP ® 認定者　
生活経済研究所長野　所長 投資助言・代理業 
登録番号 関東財務局長（金商）第629号

1998年精密機器メーカーの労働組合役員に就任、2001年に労働組合専門
のシンクタンク「生活経済研究所長野」を設立、2006年日本FP協会長野支
部・支部長、2012年日本FP協会・関東副ブロック長、2014年日本FP協会
評議員を歴任。全国で労働組合関連団体のライフサポート活動の立ち上げ
に従事。
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