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新たなスタートをきりました
全労済東京都本部第 2 回代表者会議（2011 年 7 月 27 日）にて 2011 年
度の役員体制が確認され、全労済東京都本部は新たなスタートをきりました。
2011 年度の新常勤役員体制は、以下のとおりです。
◆全労済東京都本部 新常勤役員
本部長

髙須

則幸（新任）

植松 章（新任）

専務執行役員

たか す

常務執行役員

﨑田 弘（再任）

のりゆき

このたび本部長に就任しました髙須 則幸と申します。
この間、協力団体の皆さまには、東日本大震災における審査活動につきまして多大なご
支援をいただきましたことに深く感謝申し上げます。
今後も、被災組合員への迅速なお支払いに向けた審査活動を最優先としていくことか
ら、各担当職員の不在中はご不便をおかけするかと存じますが、引き続きご理解とご協
力をお願い申し上げます。
東京都本部では、2011 年度も「運動と絆 - コツコツと - 」をスローガンに掲げ、
「住
まいと暮らしの防災・保障点検運動」を重点課題とし、大震災の経験も活かしながら「被
災後の生活再建」という視点で、ますます皆さまのお役に立てるよう努力してまいる所存
でございます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
全労済東京都本部本部長

髙須

則幸

コラム

今こそ、東京労済の設立の趣旨を全うし、助け合いの精神で使命を果たします
54 年前、東京労済の誕生の動機は「働くものの組織と団結の力で」災害に備えることでした。
今、被災された組合員の皆さまに、全国の組合員の皆さまから集めた掛金を、
一日でも早く共済金としてお支払いすることで、助け合いの精神による全労済の使命を果たします。

東京労働者共済生活協同組合設立趣意書
とぼしい生活の糧をより豊かなものにするため、働くものの闘い

新潟や富山の大火の際には、この共済組織が大きな威力を発

がいろいろな形ですすめられています。労働組合はその中心に

揮し、加入していた何百世帯の労働者はそのおかげで力強い

なって労働者の生活防衛のため失業や低賃金や劣悪な労働

立上りができたのでした。

条件と闘っております。

これらの貴重な経験に学んで東京でも地評、東協連、東

またお互いのたすけあいにより労働者の生活を守るためいろ

京労金の三者が中心となり火災共済組織を実現するよう呼び

いろな福祉活動も行なわれています。労働金庫もこのひとつとし

かけましたが、この反響は非常に大きく、とくに共済制度に恵

て作られて、組合の闘争力を強めたり苦しい家計のやりく
りを少

まれていない中小企業の労働者から強い共鳴が示されており

しでも楽にするため、大いに活用されています。

ます。

しかしまだ十分ではありません。われわれ労働者の生活は、

火災の被害から仲間を救うため、また生命共済や犠牲者共

ひとたび火災にあいますと根底からくつがえされてしまい、ほとん

済など種々の労働者共済制度確立のさきがけとして、この労働

どの場合、抜けでることのできぬ極貧の泥沼におちこんでしまい

者共済生協が立派な発展をとげるよう、皆さんの力強い御参

ます。この火災による災害を防ぐのはやはり働くものの組織と団

加御支援をお願い致します。

結の力によらなければなりません。

昭和 32 年 1 月25日
東京労働者共済生活協同組合設立発起人会
発起人代表 岡本丑太郎

このような目的で労働組合や生活協同組合や労金が中心と
なり、各地に労働者火災共済活動を始めていますが、最近の

1

全労済は総力をあげて
被災者対応を行ってきました
今年３月１１日の東日本大震災以来、全労済は全国の役職員一丸となって被災者
の対応に尽力してきました。東京都本部でも、被災者の方へ一日も早く共済金
をお支払いできるように、都内の被災宅の調査活動と被害が大きい他県（茨城・
千葉・栃木）への審査活動を同時に行っています。

全労済は、東日本大震災に対し906億円以上お支払いしました
◆都内の調査対応状況
都内の東日本大震災による住宅
災害の被災受付は総数で 4,600
件です。 そのうち、調査が必要

2011 年 8 月 15 日現在
※損害系共済の総額です

◆東京エリア（他県契約を含む集計）
お支払い総額※

な案件は 3,108 件で、認定調査

◆全国エリア

の 完 了 数 は 2,862 件（ 完 了 率

お支払い総額※

被害内訳

被害内訳

92.1％）となっています。

◆東京と本部からの職員派遣数

東京都本部は、都内の被災地対応と合わせて、茨城県・栃木県・千葉県を担当し、在籍職員の約 8 割、
延べ 2,000 名規模で派遣しています。

調査はこのように行っています
1

２

1 クール７泊８日で２人組で行う

４

３

受付のあった組合員さんに電話でア
ポをとるところから

５

住宅内部の被害箇所も入念に調査し、そ
の後必要であれば家財の被害を調べる

お宅を訪問し、まずは住宅の外観の
調査と写真撮影

６

話を丁寧に聞き、納得していただける
まで説明をし、最後に請求書類に記入
していただく

拠点となる災害対策本部へ戻り、書類
を作成する

調査員の声
感謝の言葉が貴重な財産に

西部支所

吉松 顕

「万一の備え」
の大事さ、
さらに訴えたい

今回の震災対応を通じ、組合員の方から感謝の
言葉をたくさんいただきました。
日頃の業務は加入推進という入口の業務に携わっ
ていますが、今回、共済金をお支払いする為の
現場調査という出口の部分を経験でき、また組合
員の方から感謝の言葉を直にいただけたことは、
全労済の職員としてこれからの職務を行ううえで
も貴重な財産になったと感じています。

北部支所

上家 由美
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「暑い中をご苦労様。どうもありがとうね。」そう気
遣ってくださる皆さまから、自分の仕事の意義を
教えていただきました。起こってほしくない「万一」
の時にしか直接接する機会がない方も多いです
が、逆に「ありがとうございます！」と申し上げたい
気持ちで一杯です。その一方で、自然災害共済
への加入など、
「万一の備え」の大事さをさらに訴
えていかなければと感じました。

協力団体を訪問

シチズン労働組合

住まいと暮らしの
防災・保障点検運動を展開中！
組合員の生活保障設計運動に取り組んでいるシチズン労働組合では、
2010年夏から、
「住まいと暮らしの防災・保障点検運動」を始めました。
「組合員が万一被災したときの生活を守る」ために着実に活動を続ける同
労組を訪ね、お話をお聞きしました。

防災や生活再建に
向けた取り組み

活再建についての考え方や防災意識
を可視化し、気づきをうながす内容に
なっています。

「組合員の経済・生活面でのサポート
として、以前から全労済と連携し、生
活保障設計に役立つ取り組みをしてい
ます」。こう話すのは、シチズン労働
組合書記長の稲葉さん。

アンケート調査で
わかったこと
アンケート調査の結果わかったこと
は、組合員の防災や保障の必要性に
ついての意識の低さでした。

シチズン労働組合
書記長

稲葉 秀樹さん

共済活動の重要性を熱
く語り、自らも保障の見
直しを行いました

稲葉さんは「今回アンケート調査を
実施して改めて組合員の防災・生活設
計についての意識付けの必要性を実
感しました」
共済
（保険）
に入っているから、それ

2010年夏からは、全労済の提案で

だけで安心しており、自分がどのような

「住まいと暮らしの防災・保障点検運

保障に加入しているのかを忘れている

動」をスタートさせました。組合員一人

東京都西東京市にある
シチズン労働組合の本部事務所前で

組合員も少なくないといいます。

なタンスなどだけでなく、お箸を一膳
から買い揃える必要があることを多く
の組合員に知ってもらいたいですね」
アンケート回収後、全労済の仕組
みを利用し、診断された結果レポー
トを、各種ツールとともに組合員に渡
しました。渡したのは①組合員一人

ひとりに、防災に対する意識を高めて

ひとりに対する診断結果レポート、②

もらうことと、万一被災したときに生活

防災ポイントをまとめた防災ハンドブッ

再建ができる備えを充分にしてもらうこ

ク（全労済オリジナル）、③防災グッ

とを目的に取り組んでいます。いま同

書記局

海老沢 環さん

労組の生活保障設計運動に占める位

保障のスペシャリスト
窓口担当として奮闘さ
れています

置づけとしては非常に大きなものとなっ
ています。
では、具体的にはどのような活動を
行っているのでしょうか。
まず、同年７月から８月にかけて、

また、調査を実施して「家財保障
に対する意識の低さが鮮明になりまし
た」。こう指摘したのは書記の海老沢

ズ、④被災時に必要な費用や保障
の考え方が掲載されている「住まい
と暮らしの保障準備ガイド」など、す
ぐに役 立つ充 実したツールになって
います。

全労済のツールを利用し全組合員を

さん。「うちの家財は古いから保障は

対象にアンケート調査を行いました。

必要ないとか、そもそも保障を備える

組合員の災害への
意識を高めるために

組合員の生活再建や防災に対する考

ほどの家財などないという組合員が多

え方を知るために、質問内容は、生

かったです。火災が起こったら、大き

執行部では、組合員の災害への備
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えの意識を高めるために、アンケー

取材にご協力いただいたシチズン労働組合執行部の皆さんと、担当の齋藤職員
（多摩支所／写真左）
。
「住まい
と暮らしの防災・保障点検運動」
の意義や今後の取り組みについて、それぞれの立場から語っていただきました

意識の変化を実感した
大震災後の更新受付
「住まいと暮らしの防災・保障点検
運動」を進めてきて、さらに組合員から
大きな反応がみられるようになった

組合事務所の入り口に掲示された、
カラフルな２つの看板。いつでも相
談を受け付けています

のは、東日本大震災直後の４月に実
ト調査に合わせて職場委員を対象に

施したクローバー共済（火災共済・自然

した学習会を開催しました。組合員

災害共済）
の更新受付のときです。

個人の診断結果を個別に戻すだけで

「あれだけの災害が起こると、さ

はなく、これを契機に、防災の意識

すがに自分は大丈夫かという危機

を高め、災害への備えの必要性や保

意識が芽生えたようです」と海老沢

執行部では今後の活動内容とし

障の重要性を認識してもらうことが

さん。損保と全労済との保障内容の

て、
「アンケート調査の継続実施と、

大切であると考えたからです。

違いについての質問や、更新時に

どのような備えが必要なのかと

「学習会では、火災の発生状況や

保障内容を変えた方がいいのかと

いった職場委員会での勉強会を繰

火災による損害額、生活設計のポイ

いった相談など、組合窓口への訪問

り返し行うことで、 組合員の意識

ント、家財の保障、自然災害への備

やメールでの問い合わせを受けること

を変えていきたい」
（副執行委員長、

えなどについて、全労済の担当職員

が多くなりました。組合員からの個別

布施さん）と考えておられ、生活設計

に説明してもらいました。学習会の

相談には、書記局の海老沢さんが

や共済活動への強い意気込みを感じ

タイミングは火災が発生しやすい季

各組合員の状況にあわせ、丁寧に

ました。

節の前に設定しました」
と稲葉さん。

対応しました。

また、執行部では、保障設計運動

「家族の人数が変わったら、保障の

に対する組合員からの問い合わせ

見直しをしなくてはいけませんよね。加

にいつでも対応できるよう、組合

入した共済
（保険）
をそのままにしてはい

員向けの相談窓口を組合事務所に

けないことを気づかせてくれるアンケート

設けました。さらに、個別の相談会

調査は重要なツールとなります。
（保

も昼休みや更新受付に合わせて開設

障についての）知識がなくて加入して

しました。

いなかったということが一番恐いこと
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です」海老沢さんは、熱い胸のうち
を語りました。

シチズン労働組合
副執行委員長

布施 秀俊さん

今期、共済活動のあ
らたな戦力に加わられ
ました

地震に
関
す
る
組合員
の関心
が
グンと
高まって
るね！

特集
「住まいと暮らしの防災・保障点検運動」
をきっかけに

今

組合員さんの相談にのろう！

全労済が昨年夏から取り組んでいる『住まいと暮らしの防災・保障点
検運動』。東日本大震災後、ますますこの取り組みの重要性が増し
ています。 今、全労済は被災者対応を最大の使命として活動して
います。組合員の皆さまの住まいと暮らしを守るため、労働組合の

は
全労済に
被災地で
ね。
てほしい
がんばっ

こそ

皆さまのお力をお貸しください。
そういえば
アンケートはとったけど、
そのままにしていたね。

Q 火災保障以外に

持ち家の方、親族が所有する家に同居されている方

無保障の人や
「よくわからない」
って
答えた人には
すぐに声をかけなくちゃ。

地震保障の備えはできていますか？
十分／
まあできている

よくわからない

30.3％

25.2％

不十分である

未加入
22.5％

22.0％

地 震に備えている方 は
30.3% しかいません

Q 今の火災保障で

持ち家の方、親族が所有する家に同居されている方

建物の建て直しができますか？
十分／
まあできている

40.2％

よくわからない
29.1％

不十分である

未加入
2.5％

28.2％

約 6割の方が不十分な状態に
※「住まいと暮らしの防災・保障点検運動」をスタートした 2010 年 6 月から、
東日本大震災発生後の 2011 年 5 月末までのアンケート結果の累計値

い
んが聞きた
さ
員
合
組
、
今

こと
地震保障 の

金として全額保障しますし、経営の健全性についてもまったく問題あり
ません。

こんな場合、対象となるの？

全労済って・・・

●液状化で家が傾いたときは？

●全労済に「地震共済」はないの？

地震を原因とする液状化で家が傾いた場合、認定基準を満たせば対
象となります。

ご安心ください！全労済には、風水害保障と地震保障を合わせた「自
然災害共済」があります。
「地震共済」という名称の制度はありません
が、
「自然災害共済」が地震等に備える制度です。
火災 ※

風水害

火災共済
火災

地震

自然災害共済
風水害

火災・風水害保障

●地震による火災のときは？
火災共済では対象になりません。自然災害共済の「地震等共済金」で
のお支払いとなります。

※一部風水害
の保障も含
みます

●門や塀、 ガレージが地震で壊
れたときは？

地震

自然災害共済大型タイプに住宅契約20口
以上ご加入の場合のみ、お支払いします。
（損害額が20万円を超える場合に、1世
帯あたり3万円のお支払いとなります。）

地震保障

●東日本大震災の被害を全額支払う体力は全労済にあ
るんですか？

大型タイプのみ
支払い対象

●余震が続いた場合、その都度対象となる？
いいえ、残念ながら一回のみです。一連の地殻変動によって生じた
余震等による損害は、一括して一回の事故とみなします。詳しくは全
労済までお問い合わせください。

ご安心ください！「自然災害共済」は、首都圏直下型地震の想定損
害額を試算し、総支払限度額1,700億円を設定しています。今回の
震災によるお支払総額はその範囲内を見込んでいます。よって共済
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点検運動
災害前

備える

1

つの視点
災害前に
備える

災害時

2

守る

災害が起こる前に保障で備えましょう。
無保障や保障が不十分な組合員を確認
し、適正な保障に加入してもらえるよう、
アドバイスしましょう。

1

災害後

災害から
守る

2

再建
する

災害後に生活
3 を再建する

現在全労済は被災された組
合員の皆さんの生活再建の
ために、お支払い業務に全力
をあげています。

全労済が被
災
者
ケアに
奔走しているい
ま、
労働組合は声か
け活動で
組合員の不安や
疑問に応えて
推進の役割を
担いましょう！

とは
「住まいと暮らしの防災・保障点検運動」

3

STEP

STEP

STEP

アンケートの資料
一式を組合員さん
に配布。

記 入した アン
ケートを回収し、
全労済に提出。

一人ひとりの災害への備えについて診
断した「診断結果レポート」を資料一式
とともに配布。

アンケート回答者リストを
もとに、無保障者をなくす
行動を！

組合員さんへ

保 障 の点検
を呼びかけましょう！

●火災共済にしか加入していなかった場合は？

建物の損害額が100万円超
（「一部壊」）
であれば、家財にも同程度の
損害があるとし、家財も建物同様「一部壞」
とみなします。

火災共済に地震の保障（共済金）
はありません。
〈地震等災害見舞金について〉
この見舞金は、火災共済・自然災害共済による保障とは別にお支払い
しているものです。
年間の総支払上限額を設けて、その範囲内でお支払いすることにな
るため、お支払いをお約束するものではありません。

損害額

調査
建物が

全壊

被災調査はどうやっているの？

家財も

●「損害額」って何ですか？

みなす

全壊と

被害にあったものと同程度のものを新たに購入・修復するために必要な
（支払いランク／全壊・半
再取得価額※で損害額を算出し、損害の程度
壊・一部壊の３段階のランク制）
を認定します。

調査

※全労済が定めた標準的な価額をいいます。

●「一部壊」ってどうやって決まるの？
「損害額」が100万円を超えた場合が「一部壊」です。
「損害額」を積
み上げた結果で決まります。

建物が

半壊

家財も

半壊と

みなす

建物が

一部壊

100万円を
超えない

家財も

一部壊と

みなす

建物の損害額100万円を超えない
場合に家財の調査をします。

損害額

100万円を
超える

家財のみ

一部壊

●家財の損害額はどうやって認定するの？
家財の損害額（損害の程度）は、建物の損害の程度と同等とみなしま
す。そのため、まずは建物の被災調査（損害認定）
を行います。仮に、

6

呼びかけよう！

「保障の知識がなくて加入していなかった
（P2 参照）
ということが一番恐いこと」
です。
そんなことがないように、積極的に行動し
ましょう。
ポイント

以前に加入していた契約
がどんなものだったか確認
して、見直したいです。

地震に

よく理解して
納得してもらう

備えて

火災共

済 自然
災害共

ミニ相

済の

談会を

行いま

す。

労働組
合窓口
で随時
すので
受け付
、お気軽
けてお
りま
にお立
ち寄り
くださ
い。

診断結

ートが

ンの方

…○○

オレン

○

ジの方

ピンク

Aさんの契約内容は今すぐわかりますよ。

果レポ

グリー

支所に電話をして、名前と生年月日を伝えれば契約内容は
すぐに分かります。

…○○

○

の方…

問い合

わせは

○○○

内線 12

34-567

まで

地震の保障は、火災共済と違って生活再建に必要
な額を保障するわけではなく、基本的には生活再

人任せで加入した保障は、内容を忘れやすく、被
災したときに「こんなはずじゃなかった」ということ
になりかねません。 保障の内容と掛金とのバラン
スにご本人がよく理解し納得してこそ、しっかりした
「災害への備え」
となります。
ポイント

契約内容が分からないAさんの
心配ごと

診断結果レポートの配布と
同時によびかけを

アンケートの診断結果レポートが
全労済から届いたらレポートの
配布と同時に、ミニ相談会など
を開催し、お誘いするのがポイ
ントです。
ポイント

持ち家

た
加入し
ん前に
ずいぶ ってまして
な
ままに

保 障 の点検 を

建に向けた足がかりにするものです。で
きるだけ 家財保障にも加入 するととも
に、家族が増えたときや世帯主の年代が変
わったときなどには増口をするように
しましょう。

注意喚起でなく行動を！

万一被災したら、当然ながら契約にもとづき支払
いがされるので、加入の有無や契約内容により生
活再建に差が出てしまいます。 お金に関する契約
は苦手意識を持っている人が多いので、注意を促
すだけでなく、しっかりと背中を押して最後までサ
ポートすることが大切です。

って
を行うにあた
検
点
の
障
保

ポート！
サ
に
的
面
が
全
済
全労

ずっと地震の保障のことが
気になっていました。
きっかけを待ってたように
思います。

東京における
大震災の状況が
知りたい方に

全労済の
調査活動の様子が
知りたい方に

火災保障、自然災害保障の
おさらいをしたい方に

全労済は労働組合に「住まいと暮
らしの防災・保障点検運動」をご
提案し、全面的にサポートします。

各支所の連絡先
東部支所

☎03-3846-6031

南部支所

☎03-5776-6035

西部支所

☎03-3360-6016

北部支所

☎03-3360-6100

中部支所

☎03-5776-6031

多摩支所

☎042-525-6031

DVD

「絆」
全労済東京都本部が東日本
大 震 災 後に急きょ発 行した
ニュース。調査やお支払いの
進捗状況や東京の被害状況な
どを掲載しています。
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「一日も早い復興を願って（約２０分）」
「被災者対応を
最優先課題として（約７分）」

全労済職員の調査員としての働き
や、被災された組合員さんの声を映
像で知ることができます。

「労済だより TOKYO」
バックナンバー
前 号（2011新 年 号 ）
、 前 々号
（2010秋 号 ）では、 火 災 保 障、
自然災害保障についてわかりや
すく解説しています。

賃貸アパート

分譲マンション

家財に無保障のBさんの気持ち

しっかり者のCさんの疑問

マンションに住んでる
から自然災害に備えな
くていいかしら

これ以上の出費はちょっ
とキツイです

マンションにお住まいの方にも専有部分と

家財も積み上げるとかなりの金額になります。1年

間で2,700円〈火災共済30口+自然災害共済30

家財の保障をお勧めしています。

口（標準タイプ）／鉄筋〉なら払って備え

今回の地震では、ピアノが倒れて壁や床に穴が

てもいいのでは？

あいたり、クロスが破れたケースも。

盗難の保障もあるから安心です。

都営住宅、公営住宅に
お住まいの方は特に注意

通常マンションの共有部分は、管理組合等で火災
保障に加入しています。管理規約にその条項があ
るか確認してください。全労済は個人加入のみの
扱いなので共有部分は扱えませんが、専有部分は
全労済の火災共済・自然災害共済にご加入
いただけます。

賃貸物件の入居要件として火災保障
の加入を義務づける場合が一般的で
すが、都営住宅、公営住宅はそうでな
い場合がありますのでご確認ください。

自分が被災するなんてリア
ルに考えたことがなかった
です。
掛金はもっと高いかと思っ
ていました。

そうだったんだ！
情報ありがとうございます！

監修

塚原

哲

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

「住まいと暮らしの
防災・保障点検運動」
を始めようと思っている団体に

全労済の
生活保障プランナーに

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・支部長に就任。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。

加入を考えている方に

専門家に
すぐに質問
できます

無料でリーフがダウン
ロード、印刷、配布
できます

「全労済 UNISTATION」
全労済の「生活保障プランナー講座」を終
了した生活保障プランナーが利用できるイン
ターネッ
ト上のサポートサービスです。

「住まいと暮らしの防災・保障
点検運動」各種資料
アンケートを始め、各段階の資料
をご用意しています。
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火災共済・自然災害共済の
各種チラシや申込書
マンガでわかりやすく説明するものや、家
財保障だけの決めうちのもの、全体を網羅
したものなど各種ご用意しています。

退職後も、お住まいの近くに
全労済があります

退職したら ネ
きてください

東京都内に 15店舗
あなたの街の「あんしん」の窓口です！

今回は、池袋店 を紹介します。
新宿、渋谷と並ぶ３大繁華街の一つで、東京の北の入口と呼ばれる池袋。
この街にある全労済の共済ショップを訪ねました。
初めてご来店いただくお客
様にも、安心して保障相談
いただけるよう笑顔で親切・
丁寧にご案内いたします。

店長が 語る！

駅から近いことが自慢です
駅から徒歩３分のところに私たちの「共
済ショップ池袋店」はあります。「池袋
エチカ」を通れば雨の日でもほとんど
ぬれずにご来店いただけるので、お出
かけついでに便利です。

移転オープンまでの道のり
通りをはさんだご近所から移って３ヵ月
が経ちました。実は今年４月移転予定
でオープンの準備をしていましたが、
その間に震災があり、２ヵ月遅れての
オープンとなりました。 準備を進めて
きた支所や職員が震災の対応に最優
先で従事することとなったため延期と
なりましたが、おかげさまで６月に無
事オープンすることができました。
店内はゆったりとしています。待合室
の広さが移転前の２倍になりました。
小さなお子さま連れでも大丈夫！

メッセージ
に
お気軽寄り
お立ちい！
くださ

ご注意ください

長きにわたり全労済とおつきあいいた
だき、ありがとうございます。 退職後
には、ご家族皆さまの保障相談は池袋
店へどうぞ。ご来店、お待ちしており
ます。

退職時の各種手続きについては、所属の団体もしくは全労済の支所までお問い合わせください。

都内には全部で１５店舗の共済ショップがあります。
●錦糸町店 ●北千住店 ●青戸店 ●西葛西店 ●新宿店 ●新宿南口店 ●蒲田店 ●三軒茶屋店
●池袋店 ●吉祥寺店 ●田無店 ●立川店 ●府中店 ●八王子店 ●町田店
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