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ご了承ください。
1

協力団体を訪問

東レ労働組合東京支部

ライフプランセミナー多数開催で
生活保障設計運動が前進
年金のしくみをはじめ、住宅ロー
ンの賢い組み方、会社の福利厚生
制度や賃金体系などをテーマに、
年４～５回、積極的にライフプラ
ンセミナーを実施している、東レ
労働組合東京支部。可処分所得を
アップさせるための知識や知恵を
組合員全体で共有しようと、専従
執行委員を中心に旺盛な活動を展
開しています。

東レ労働組合 東京支部・支部長

吉川 文雄さん

きっかけは
スーパープランナー取得

なのではないかと考えるようになりました」

ナー」。これは年１回必ず開催していま

このように方針を変えたのは、吉川さん

す。ねらいは、公的年金と企業年金の

自身が、全労済のスーパープランナー

しくみを理解してもらうとともに、組合員

合成繊維の最大手として知られる東

講座を受講し、ファイナンシャル・プラン

にとって必要な保障額を知るために必

レ株式会社の労働組合、東京支部で

ナーの資格を取得したことが契機になっ

須のテーマ。

陣頭指揮をとるのは、支部長の吉川文

たと話します。

今年のセミナー参加者は50名と多く、

雄さん。当支部は東レ東京本社と浦安

「自分でセミナーの講師ができるように

特に女性社員の参加者が目立ったとの

にある第二本社の組合員930人を抱え

なると、講師依頼の費用がかからなくな

こと。
「入社して10年以上経過してい

る労組です。

りますし、生活保障設計を運動として

る、30 〜 40代のベテラン層が多かった

同労組の生活保障設計運動の取り

広げていくために自分自身がやらなけれ

ですね。そろそろ老後の生活のことが

組みは、①「東レ・グループ保険」
（全労

ば！と使命感のようなものを感じるように

気になりだす世代なのかもしれません」

済など）の加入推進活動、②各種ライ

なりました。自身の勉強にもなりますから

セミナーのテーマとしては、年金のほ

フプランセミナー主催の２本柱となってい

ね」吉川さんの思惑どおり、ライフプラン

か、住宅ローンを組むときのポイント、東

ます。ライフプランセミナーは３〜４年前

セミナーは回を重ねるごとに認知度が高

レの企業内保障など福利厚生の内容、

から年に４〜５回、開催するようになりま

まり、組合員の間に定着しています。

賃金のしくみなど、
「働く者として会社の

した。
「それまでも年１回のセミナーをやって
いましたが、組合員に可処分所得の知
識や保障の見直しなどの大切さを理解
してもらうには、ある程度、数をこなし、
手をかえ品をかえて繰り返すことが大事

制度そのものをきちんと知っておくことが

女性の参加者多数の
年金セミナー

大切。たとえば死亡保障は会社独自の
企業内保障がありますし、医療保障に
ついても健康保険組合の付加給付の

同労組が開催するセミナーのなか

部分までは、あまり詳しく知らない社員

で、定番にもなっているのが、
「年金セミ

が多いので、ニーズがあります」と吉川
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昨年１１月に軽井沢で執行委員宿泊研修会を行いました。
燃えるような紅葉の前でパチリ。

好評だった金融商品についてのセミナー。
外部講師を招いて開催しました。

さん。会社の福利厚生制度のセミナー

本社と浦安に分かれているため、セミ

には、新入社員というよりも家族をもって

ナーは東京または浦安のどちらかで行

いる組合員の参加が多いとのことです。

い、開催地にそれぞれ足を運ぶことに
なっています。

昼食時間を利用して
ミニセミナーを開催
住宅ローンや社内制度についてのセ

「参加した組合員の声には『セミナー
をもっと開催してほしい、可処分所得を
どうやったら増やせるのか知りたい』
など
という感想も少なくないですね」

ミナーは、昼休みの休憩時間に開催し
ています。弁当も組合で用意して40 〜
50分程度の短時間で気軽に参加でき
る雰囲気づくりも大切にしているといいま
す。講師は、スーパープランナーの吉
川さん自らが務めています。
東京支部の組合員は、職場が東京

東レ労働組合の「定期大会報告書/議案書
2009-10」と、企業内保障や会社の福利厚
生制度などを１冊にまとめた「労働協約・福祉の
しおり 2010.8」

ナー受講後の組合員が、セミナーで学

次のアクションに
つながる工夫が必要

んだことを可処分所得向上などに繋げ

吉川さんがセミナー講師を務め、回

いました』で終わってしまうことはよくある

数を増やすことで参加者も着実に増え

話です。その先に、保障の見直しをし

てきました。しかし大切なことは、
「セミ

たとか、老後生活について具体的に考

ているかということ」
と吉川さん。
「
『いいセミナーでした、ありがとうござ

えてみるようにしたとか、何らかのアクショ
ンに結びつくようになっているか疑問で
す。そのためにセミナーの内容も、もう
ひと工夫する必要がありますね」と、あく
までも意欲的です。
「執行部内では、セミナー開催後、
定期的に参加者に集まってもらい、気
付きの機会を設けたらどうか、などとい
う企画も検討しているところです」
専門知識を身につけた執行委員が
先頭に立ち、試行錯誤を繰り返すなか
で、生活保障設計運動が徐々に広がっ
ている東レ労組東京支部。今後の取り
組みが期待されています。

東レ労組 東京支部の事務所。専従者は吉川さん
（右）
と書記長の２名。
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生活保障設計プランナーを紹介します

ＦＰ資格を取得し、
自分の自信につながったことが
最大のメリットですね
東レ労組東京支部・支部長を務め、連日多忙を極めてい
る吉川文雄さんは、2007年9 ～12月の４ヵ月間にわた
り、全労済主催のスーパープランナー講座を受講。みご
とＦＰ資格を取得しました。組合員からの個人相談を受け
たり同支部主催のセミナー講師のほか、他支部から講師
のオファーがくるほどの人気講師に。最近は休日を利用し
て家族一緒に山登りを始めるようになり公私ともに充実し
た日々を送っています。そんな吉川さんに、受講中のエピ
ソードや専門知識の活かし方などをお聞きしました。

東レ労働組合 東京支部
支部長

吉川 文雄さん

「FＰ資格を取得したことで、生活保障設計運動に
より積極的に取り組むようになりました」

受講のきっかけを
教えていただけますか？

ファイナンシャル・プランナー
の資格をとるためにどのよう
な勉強をされましたか？

スーパープランナー 講 座 を
受講したことで組合活動の
幅が広がりましたか？

ナーを実施するときに、外部の講

教科書は、スーパープランナー

セミナーの講師を務めることがで

師を依頼することになると費用もか

講座で配布されたテキスト、問題

きるようになったことは大きなポイント

かります。しかし組合員の意識を

集だけです。それらを使って、主

ですね。

高めるためにはどうしてもセミナーを

に通勤電車のなかで勉強してい

実施する必要があります。

ました。通勤時間が１時間３０分

社内の福利厚生、賃金体系のこ

なので、普段は大変なのですが、

と、それとグループ保険推進の説

「ファイナンシャル・プランナーの資

ある程度まとまった勉強時間が確

明会などについても自信をもって話

格を取るための講座があるから受

保できたことが功を奏したかっこう

ができるようになったことは、自分に

講してみませんか」とのお誘いをい

となりましたね（笑）。

とって大きな成長といえるかもしれま

組 合 主 催のライフプランセミ

そんなときに、全労済さんから

ただき、それはいい機会と思い、

スーパープランナー講座を受講

年 金や住 宅ローンの組み方、

せん。

中は、受講者全員が同じ目標に

組合員から好評なのは、年末

それ以前にも「
、生活保障設計プ

向かっていますから、いい意味で

調整した後に配布される源泉徴収

ランナー講座」を受講していました。

プレッシャーになりました。みんな

票の見方の説明ですね。産別で

講師の方が、
「今日お話ししたこと

一緒にやっているのに自分だけ落

扱っている個人年金の説明もする

を、1人でもいいので職場の方に伝

ちたらどうしよう、みたいな気分に

なかで、個人年金に加入している

えてください」と話されていましたが、

なります。

と所得控除がつくなどという話をす

受講しました。

試験は午後からでしたが、講

ると喜ばれます。このセミナーは毎

私が聞くだけだと、単なる役得

師の方は「午前中まで待機してい

回20人くらいの組合員が集まってく

で終わってしまうので（笑）
、それ

るから質問などあったらメールでど

れます。

では運動として広がりません。また

んどん送るように」と、非常に親身

ただ、自分がすべての講師をや

外部の講師を呼んでやるのもいい

になって指導してくれたのが印象

るのもどうかと思いますので、次回

けれど、理想的には、自分が講師

的でした。

からは外部講師の応援も依頼し、

確かにその通りだと思いました。

をやるべきなのだろうなという想いも

自分がやるテーマを絞っていきたい

あったので、スーパープランナー講

と考えているところです。

座を受講してみようと。
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特集

組合員の
火災・落雷など

保障が抜け落
ちている
ところがないか
、
ボクがチェックし
て
あげられると
いいんだけど。

ソウさん

だから、
地震が心配 に
障
地震の保
たい！
ついて伝え

地震・風災害など

火災保障、自然災害保障の
相談にのろう！
組合員の中には、火災保障・自然災害保障に加入したくてもどこか
ら手をつけていいのか分からずに二の足を踏んでいる方もいるので
は。そんなとき、労働組合がお手伝いできるといいですね。
クミさん

が
アイさん

伝えたい
こと

家財だけで
加入できることを
意外とみんな
知らないみたい

火災共済、自然災害共済の
組み合わせ方はいろいろある！

アイさん

● 火災共済・自然災害共済は家財だけでも加入できます

● 自然災害共済は、火災共済にプラスして加入する共済です
※自然災害共済は単独では加入できません。

START

持ち家にお住まいですか？
それとも借家ですか？

持ち家
1

借家
1

まず火災共済に加入します。

火災共済に加入したいのは、住宅ですか？
家財ですか？それとも両方ですか？

両方の場合は住宅・家財のいずれにも進んでください

まず火災共済に加入します。

住宅・家財

火災共済だけは
しっかり加入して
おこう。

住宅

家財

住宅

家財

借家の方は
加入できません

2

自然災害保障をプラスしますか？

住宅

家財

住宅・家財

火災保障に加えて
自然災害にも
しっかり
備えたいな。

2

自然災害保障をプラスしますか？

家財

アパートを借りて
住んでるボクも
家財の保障は
自分で備えないと。

家財

の保障内容はコチラ
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が
クミさん

たい どうする？ 地震の保障！
提案しと
こ

書記のクミさんがAさんから相談を受けました。
家族で最近の地震について話題になったことから、

、
震の場合
基本的に地けでは
保障だ
いんです。
再建できな

え、そうな
ん
ですか？

自宅の地震保障が心配になったそうです。
●Aさん（40歳）夫妻と子ども２人 東京都在住

木造３０坪

現在の保障内容
住宅は加入基準として

家財は加入基準として

まで加入できます

まで加入できます

2,400万円

住宅

Aさんの加入額

2,400万円

A さん

クミさん

1,900万円

Aさんの加入額

1,000万円

家財

もし地震に遭ったら・・・

680万円

最高

のお支払い
住宅

480 万円 + 家財 200 万円

に限度まで
家財保障 ことで
加入する
家財保障を
しでも
不足分を少 心よ！
加入基準いっぱいに加入しましょう
補えば安

そこでクミさんは提案しました

1

STEP

家財の保障を1,000万円から加入基準いっぱいの
1,900万円に引き上げます。
A さんの加入額

家財

1,900万円
家財の加入基準額は1,900 万円

2 自然災害共済の
標準タイプを大型タイプに

STEP

その結果、地震保障は

1,290万円

最高

となりました！
住宅

家財

住宅

720 万円 + 家財 570 万円

Copyright(C) 2010 FPI-J, INC.All Rights Reserved
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さら に

実は公的保障が！
公的保障では、被災者生活再建支援制度

公的保障を合わせると

による給付があります。
被害程度に応じて
全壊……………1００万円
大規模半壊…… 5０万円
再建方法に応じて
購入……………2００万円
補修……………１００万円
賃借…………… 5０万円

が
ソウさん

伝えたい
こと

これなら せて
わ
貯蓄と合 りそう
な
か
と
何

1,590万円

トータルで最高
となりました！

最大で

300

万円

公的保障

300 万円

+

火災共済・自然災害共済

1,290 万円

火災保障、自然災害保障の落とし穴チェック！
ご本人の思い違いで、いざというときに困ることのないように
落とし穴の代表的な例を紹介しましょう。

〈持ち家の場合〉

住宅ローンの
自己資金部分

〈借家の場合〉

たとえ ば

賃貸契約時の
家財保障

自己資金 800万円

融資額1,200万円

旧住宅金融公庫で住宅ロー

賃貸契約のときに加入する

ンを組んだ場合に加入する

火災保障には、家財の保障

特約火災保険は、融資
（ロー

住宅
2,000万円

ン）額を加入額にしているこ

がないものが多く、その場

家財
1,000万円

合はご自身で加入する必要
があります。

とが多く、右図のように、自
己資金（頭金）で支払った部
分の住宅保障と家財の保障
はありませんので、ご自身
で加入する必要があります。

罹災した場合
金融機関が受け取る

特約火災保険では
保障されない

全労済で
加入できる部分

保障が不足する分は全労済で別途加入することができます。
監修

塚原

Copyright(C) 2010 FPI-J, INC.All Rights Reserved
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哲

CFP ® 認定者
生活経済研究所長野

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
事務局長

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

投資助言・代理業 登録番号

協会長野支部・支部長に就任。全国で労働組合関連団体のライフサポー

関東財務局長
（金商）
第629号

ト活動の立ち上げに従事。

き
引き続

実 施中！

全労済ではアンケートによるパーソナルな診断を実施し、
組合員とご家族の皆さまの防災に関する現状の見直しを
サポートしています。
ぜひ、ご協力ください！

備える
1 災害前に
災害前

備える

6

地 震に備 えて 家
具 の固 定 などの
安 全 対 策をして
おきましょう。

守る
2 災害から
災害時

守る

災害時に起こる状
況を想 定して、身
を 守る行 動を 考
えておきましょう。

災害後に生活
3 を再建する
災害後

再建
する

1日でも早く生 活を
建て直すために、今
の保障内容を確認
しておきましょう。

プロフェッショナル

株式会社タカキュー

ライフスタイルを豊かにする
ファッションを提案
どんどん多様化するファッション業界。 流行のサイ

明るいキャラクターで吉祥寺店を引っ張
る森田達也店長。
「働く喜びは、接客４
割、人材育成６割ですね」

クルも短くなり、うつろいやすい消費者の心をとら
えるためには、たゆまぬ努力が必要です。 そんな
中、創業60周年を迎えたのが、紳士服の店として
有名なタカキューです。全国的なチェーン展開の陰
に、接客と人材育成の細やかなノウハウがありまし
た。キャリア20年、販売の職人とも言える店長さ
んに会いに、タカキュー吉祥寺店を訪ねました。

目指すところは
「お客さま満足業」

庭で洗えるスーツやネクタイがその一例。
業界初となるのが、ウイルス対策仕様
スーツで、人気を集めています。

「住みたい街ナンバー１」と言われる

タカキューのモットーは「お客さま満

東京・吉祥寺。行き交う人々でにぎわう

足業」。一人ひとりのニーズに応じて、

アーケードの商店街の一角に、株式会

ライフスタイルに合わせたファッション・

社タカキュー吉祥寺店はあります。

コーディネイトを提案することで、他社と

タカキューは、1950年、紳士服専
門店として創設されました（当時の社
名は高久株式会社）
。創業以来60年、
全国的なチェーン展開を進めてきまし
たが、その間、厳しい時代もありまし

季節ごとに売場のレイアウトをチェンジ。店長の腕
とセンスの見せどころ

の差別化を図っています。

お客さまのニーズを
確認し、情報を発信
1975年にオープンした吉祥寺店は、

え、変化を持たせています。
「飽きられ
ないように、鮮度を出し、アイキャッチを
考えます」
と店長の森田達也さん。
森田さんは180㎝を超す長身です。

た。1990年代、バブル崩壊のあおり

ショッピングモール内の店舗が多いタ

昔はなかなかサイズがなく、普段着は

を受け、売上高が減少。全社一丸と

カキュー各店にあって、数少ないモー

ジャージばかり。スーツを買おうとして

なり、歯を食いしばって苦難の時期を

ル内ではないロケーションの店舗（「個

も、自分で選ぶどころか、あるサイズを

堪え、業績回復に努めました。

店」といいます）です。モール内にある

「あてがわれる」だけでした。服屋の

その結果、2000年代に入り、新業

店舗には、売り場の内装・配置など細

店員に対してはマイナスの印象しかな

態の開発や新たな会員システムの構築

かく示したマニュアルがありますが、
「個

く、
「あるものを適当に売るのはイヤだ」

などにより復活を遂げ、再び成長路線

店」にはそれがないので、店長自身が

というのが、今の森田さんを支えるブ

を歩み始めたのでした。現在ではプラ

独自に方向性を打ち出していかなけれ

レない原点となっているそうです。

イベートブランドも増え、女性服にも進出

ばなりません。

吉祥寺店ではスーツのほか、カジュ
アルなアイテムも取りそろえていますが、

しています。2010年11月からは、自社サ

吉祥寺店の客層のメインは、30歳代

イ
トでのネッ
ト販売をスタートさせました。ま

と40歳代。子どものいるファミリー層がボ

店員をフロアや品物で分けることはして

た最近、力を入れているのが、ファッショ

リュームゾーンです。３フロアある売場

いないそうです。なぜなら、
「例えばスー

ン性に機能性を加えた製品です。家

は、シーズンごとに季節商品を入れ替

ツを買いに来られたお客さまが、カジュ

7

吉祥寺の街にどっしりと根づくタカキュー。１人の店員がビジネススーツから
カジュアルアイテムまでトータルで対応します

固まる」
というのが森田さんの持論です。
そこで、森田さんに「僕の片腕」と言
わしめる入社７年目の店次長、石田新さ
んに心得を伺ってみました。

スタイル、柄、仕様を選び、ジャストフィットで仕上
げる
「スタイルオーダー」にも力を入れています

「店次長という立場で心がけているこ
とは、やはり後輩の指導です。営業ノウ

店の中核を担う店次長の石田新さん。
「後輩の指導と、
お客さまが商品に何か＋αを得ていただける接客を心
がけています」

ハウを少しずつ伝え、ステップアップして

主体の発想から、お客さま主体の発想

いけるようにと。うれしいのは、後輩が仕

への転換が必要とのこと。
「その域にた

事を楽しめているのを見るときですね」
。

どり着いたとき、大きな飛躍ができるの

森田さんは新入社員に対し、最初
の１カ月は、ほとんど何も注意はしない

です」。そう語る森田さんの口調には、
力がこもっていました。

ことにしています。「どういう場面でどう

渡辺紗耶香さんは入社１年目。「お

アルなトップスに興味を示されたとき、嗜

いう判断を下し、どんな行動を取るか

客さまとコミュニケーションをとりながら

好を把握した一人の店員がトータルで

見極める必要があるからです。そのう

求めているものを聞き出していくのです

接客できるほうがいいから。そのため、

えで、ほめ方、注意の仕方、叱り方

が、直接洋服とは関係のない話題か

全員がすべての品物を販売できるよう

を変えていくのです」。

ら、お客さまのニーズを引き出せるよう

に教育をしています」
（森田さん）
。

お客さまの本音に触れるには、自分

になってきたかなと思います」。
仕事を通じて自らの成長の手応えを

お客さま主体の発想が
できるように

つかんでいる様子。店長と店次長の
意図が、早くもしっかり浸透しているとこ
ろに感心しました。

お直しのスタッフを含めると、総勢19

若い社員が中堅の戦力として育った

人。店内のコミュニケーションづくりは、
大切なポイントです。森田さんは、
「店内

ころ、店長として他店に巣立っていく

は疑似家族」ととらえています。店長と

ケースも多く、吉祥寺店としては複雑な

いう父親が中心にいて、新しく配属され

思いもあるとか。しかしタカキュー全体

てくる店員は子ども世代です。ここで鍵

で見れば大きなプラスになっているわけ

となるのは、親世代と子世代を繋ぐ兄
的存在、つまり中堅です。
「中堅が力を
つけてくると、お店のチームワークはより

「お客様とのコミュニケーションの中から、一番求め
ているものを引き出せるようになってきました」と渡
辺紗耶香さん

で、そこに森田さんの大きな自負を感じ
ました。

取材協力：タカキュー
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質 問

（稲毛由佳 特定社会保険労務士）

国民年金保険料を納め忘れていた期間がいくつか
あります。今から、納めることはできますか。

年金確保支援法が成立すれば、10年前まで納付可能に
残念ながら、納め忘れた国民年金保
険料は過去2年分しか、さかのぼって支

が過去10年以内に拡大します。ただし、 きちんと納めた時よりも、割高な保険料を
過去2年前から10年前の保険料に経過年

納めることになります。
（図1）

払うことができません。そのため、いざ、 数に応じた加算額がプラスされますので、
老後の年金を受け取る年齢が近付いて
から、
「受け取れない」
、
「少ない」という
事態に気がついても、手遅れとなってし

図1 ●年金確保支援法施行で納付期間が延長可能に。
現行制度

2 年前

10年前

まうことが多々あります。
けれども、近々、挽回のチャンスが広

現在
納付できる

年金確保支援法施行後

がる予定です。現在、国会で審議中の

納付できる

「年金確保支援法」が成立すると、国
本人の希望により、納付できる

民年金保険料を納めることができる期間

（経過年数に応じて、一定の加算額がプラスされる）

公的年金に加入したことがない人でも、55歳以下ならギリギリセーフ
老後の年金を受け取るためには、国

入期間が0年の人が、老後の年金をもらう

70歳に合計25年の国民年金加入期間が

民年金と厚生（共済）年金の加入期間

ためのタイムリミットは、
「国民年金保険料

得られる
“47歳”
でした。年金確保支援法

が原則として、合計25年以上必要です。 の2年分追納」+「国民年金に13年加入」
60歳以降も会社勤めを続ければ、70歳
まで厚生年金加入者になれます。一方、
会社員以外の人が加入する国民年金

+「60歳以降、10年間の任意加入」で、 （図 2）
。
図2 ●年金確保支援法施行後は、55 歳で公的加入で 0 年でも、間に合う。

の加入期間は60歳までです。しかし、 10年前
加入期間が短くて、老後の年金が受け
取れない人は、希望すれば、最高70歳

2 年前

（45歳）

（53歳）

加算額ありの期間

まで国民年金加入者になれる任意加入
制度があります。

施行後は、55歳まで伸びることになります

現在

（55 歳）

加算額なし
の期間

5年後

15年後

（60歳）

5 年間通常加入

（70歳）

10 年間任意加入

納付可能な国民年金保険料の未納期間

これまで、国民年金や厚生年金の加

合計 25年

60歳以降の人は過去10年分、納められない人が多い
すでに60歳を過ぎている人は、注意

から納められる年数は、60歳から53歳ま

（図3）
が必要です。先に、ご説明したように、 での最大7年間の未納期間です。
国民年金は60歳から70歳までは、希望
者だけが加入する任意加入期間です。
年金確保支援法が施行されても、過去
にさかのぼって任意加入者になることは
できません。60歳以降の国民年保険料
を後から納められるのは、
「任意加入の
手続きをしたのに、保険料を納めなかっ
た」人に限られます。たとえば、任意加
入していない63歳の人が、保険料を後

図 3 ● 60 歳以降の任意加入の手続きをしていない人は、
過去10 年分の保険料を納められない。
例 : 現在 63 歳の人のケース
現行の制度だと、63 歳時点で公的年金の加入期間が 18 年以上ないと、老後の年金がも
らえないが、年金確保支援法成立後は 63 歳時点で公的年金の加入期間が 11 年以上あ
れば、65 歳から 70 歳の間に老後の年金がもらえるようになる。

3年前

10年前

（60 歳）

（53歳）

国民年金保険料の未納期間

最大 7 年分が納付可能
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現在

15年後

（63 歳）

任意加入して
いない期間
納められない

（70歳）

最大 7 年間任意加入

