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

“ 今” できることは
“ 備える” こと
全労済東京都本部では、現在、
「いま備えるキャンペーン」
を実施しています。
2010年6月より、
「住まいと暮らしの防災･保障点検運動」
の取り組みを協力団体の皆さまとともに展開し
ていましたが、その最中に東日本大震災が起きてしまいました。
私たちは、被害調査活動を通じて、保障の備えが足りなかった組合員の方々が想像以上にいらっしゃる
ことを目の当たりにしました。
「こういった人たちを何とか救わなければならない」
「助け合いの輪の中にいち早く入っていただかなけれ
ばならない」
という思いを強くし、緊急対策として、
「いま備えるキャンペーン」
の実施を決定いたしました。
それまでの取り組みにあった
“備える重要性”の意識喚起を、このキャンペーンでは
“組合員の方々に実
際に備えていただく”
という行動につなげていきたいと考えます。
「無保障組合員をなくすこと」
「ひとりでも多くの適正加入を促すこと」を目指し、協力団体の皆さまとともに
展開してまいる所存ですので、ご協力のほど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

この間の調査活動で感じたこと

適正に備えていただけていたら・・・という思い
全労済では全国から職員自らが被災地へ伺い一戸一戸

上に、加入基準どおり適正に備えができていない方が多

被害状況の調査をして回りました。この活動を通じて私たち

いという現実でした。調査にお伺いした中で、自然災害共

職員が改めて痛感したことがあります。それは、きちんと保

済や大型タイプを知らなかったという声も聞かれました。

障を備えていた方とそうでなかった方とで、愕然とするほ

全労済は共済事業を通じて組合員の生活向上をめざす

ど保障に差があるということです。そして、私たちの想像以

生活協同組合です。組合員の皆さまの万一の際に速やか
に共済金を支払うことが全労済の最大の使命であり、その
ために、まず、きちんと共済に加入していただくことが私たち
の責務です。
平時に保障の充分なフォローができていなかったという悔
しい思いを抱えての調査活動となりました。

損害箇所を調査する全労済職員

調査にうかがい、
組合員に説明をする全労済職員

被災された組合員さんのお話
私の家は、建築当初には他の保険があったため、
全労済の火災共済には住宅契約に100口のみ加入

きましたが、調査に来られた方のお話では、加入
限度までまだ172口足りない状態で、家財も加

し、また自然災害共済も、当時標準タイプに加入

入し、自然災害共済を大型タイプにしておけば保

してそのままでした。

障される金額は全く違っていたとのこと。

この大震災で壁のひび割れなどが発生し、全労
済に調査していただいた結果、約20万円をいただ
ポイント

日頃から万一に備えてしっかりと保障の点検を
しておくべきだと実感しました。

外壁・内壁・天井など広範
囲に被害がありました。

加入基準どおりに加入し、さらに自然災害共済も大型タイプに加入されていれば、今回の被害の状況ではさらに約120万円の
お支払いができました。※加入基準は、住宅272口・家財200口
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意識喚起だけで終わっていませんか？

住まいと家財を守るために
今すぐに備える行動を
全労済が行ったアンケート調査では、地震の保障が不充分と答えた方が
約７割にも上りました（下記参照）
。私たち全労済は、東日本大震災の調
査活動を経験する中で、今すぐ、具体的な行動をとる必要性を痛感して
います。

「
“いま備える”
キャンペーン」の目的
その1

無保障者をなくす

その2

適正加入を促す

そのために

協力団体の皆さまとともに取り組みをすすめます
組合員への声かけ活動
チラシの配布
勉強会・相談会の開催
全労済から提供します。
ぜひご活用ください。
チラシ
（お見積もり依頼書付き）

●約70％の方の保障が不充分！？
充分できている方はわずか６.5%

充分できている

6.5％

まあまあできている

23.8％

不充分である
22.0％

ポスター（B3）

●自然災害共済を付帯している方は4割弱。
大型タイプに加入している方はさらにその７.６%

保障が不充分 70％

39.3％
7.6％

よくわからない
25.2％

未加入
22.5％

92.4％

全労済で実施している「住
まいと暮らしの防災・保障
点検運動」のアンケート集
計結果からは「地震保障の
備えが充分できている」と
回答された方は、全体※
のわずか6.5％でした。

のみ

60.7％

※持ち家の方、親族の所有す
る家に同居されている方

＜付帯率・加入タイプの特徴＞
2011年10月現 在、東 京 都 本 部 契
約における自然災害共済の付帯率は
39.3％です。
加入タイプでは、2010年4月に発
売を開始した「大型タイプ」の加入は
7.6％にとどまっており、従来の「標
準タイプ」が92.4％を占める構成と
なっています。

●これまでの調査・給付状況 （2012年1月24日現在の速報値です）
東日本大震災 東京契約者分
被災受付件数 5,455 件
共済金等の金額 5,229,532,504 円

台風15号 東京契約者分
被災受付件数 1,278 件
共済金等の金額 354,315,597 円
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協力団体を訪問

ジャ ッ ツ

JATS労働組合

みんなで加入するから
個人負担が少なくなる
団体生命共済を選びました。
「組合員の地位向上のために闘おう！まずは雇用保険の全員加入から」
と、2007年に結成された JATS 労働組合（東京・品川区）
。国内外旅行
添乗員の約160 名が派遣登録している会社の労組です。雇用保険の全員
加入を勝ち取ることからはじめ、昨年度の大会（2011年１月）では、全労
済の団体生命共済への全員一律加入 (10口・最高保障額100万円 ) が採
択されました。
JATS労働組合 執行委員長

粟屋潤さん

安心して仕事を
続けることを目指して

「 派 遣 添 乗 員 ネットワー
ク」の代表としても活躍中

1980年代半ばの急激な円高で海外

2007年の組合結成当時を、こう振り

渡航者が一気に増加し、添乗員の人

返ったのは日本旅行グループ労働組合

数も急増しました。しかしバブルが弾け

連合会JATS労働組合（以下JATS労

JATS労働組合ではここからがスタート

ると、海外旅行業界も翳りをみせはじ

組）執行委員長の粟屋潤さん。組合に

でした。

め、イラン・イラク戦争、9.11同時多発テ

は、派遣登録社員の9割が加入しまし

そして、ついに組合結成の原動力

ロ事件、SARSなどにより、海外渡航

たが、雇用保険にすら加入していない

であった「何が起こっても安心して仕事

者が激減したといいます。
「そのたびに

組合員が多数いる状況でした。

を続けていく環境づくり」の第一歩とし

私たちは派遣登録をしている会社から

て、添乗員のための休業補償が生ま

時期もあります。添乗員の仕事がなく

手遅れになる前に
事前に備えて
おくことが大切

なっても会社からは何の保障もありませ

組合結成後、最初の交渉で雇用

た。「手遅れになる前に事前に備える」

ん。このままではいけないと、何が起

保険の全員加入を勝ち取り、続いて、

という組合の活動姿勢や意義があらた

こっても安心して仕事を続けていけるよ

厚生年金、有給休暇を得ました。一

めて高い評価を受けています。

う、派遣登録している仲間とともに組合

般企業で働く労働者なら当たり前に保

をつくりました」

障されている最低限の権利ですが、

日当を一方的に下げられたりしました。
アルバイトをしながら添乗員をしていた

れました。東日本大震災は旅行業界に
大きな打撃を与えましたが、この休業
補償により多くの組合員が救われまし

組合で保障を
準備することの必要性
JATS労組では、これまで勝ち取って
きた権利や仕組みを整理するとともに、
仕事内容に見合った保障をプラスアル
ファする必要性を感じるようになったとい
います。
組合員は海外に出て仕事をするた

労組結成から団体生命共済への全員一律加入にいたる経緯、
また添乗員のおかれている状況などを詳しく話してくださった粟
屋委員長、大久保書記長。小泉職員（南部支所／写真右）
も同席しました。

め、交通事故などのアクシデントに見
舞われることもめずらしくありません。事
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労働組合で復興ボランティアに取り組みました
３．
１１東日本大震災直後は、岩手
県陸前高田市の被災された組合員
のご実家に１週間泊り込み、復興
ボランティアに取り組みました。

JATS労働組合 執行書記長

大久保葉子さん

「火災や地震の保障も組
合としての 加 入を考え
たいですね」
と意欲的

自信をもって
組合員を説得

に積立式の保障なども視野に入れ検

肋骨を骨折する事故に見舞われた組

ところで、団体生命共済に全員一

業年金はありませんから組合で年金セ

合員がいました。幸い命に別状はあり

律加入することについて、大会決議の

ミナーなどの勉強会を実施したいと思っ

ませんでしたが、重傷だったため帰国

際に組合員からは異論の声は出なかっ

ています」
とも話します。

後も自宅療養となり、しばらく仕事がで

たのでしょうか。

故によるけがで働けなくなったり命の危
険におびやかされることもあります。最
近でも、ドイツ観光ツアーの添乗中に、

討しているといいます。
「年金支給の対
象になる年齢の組合員もいますが、企

JATS労組は結成から日が浅く、大

「個人の生命保障などに加入してい

久保さんは「携帯電話２台とパソコン１

「いろいろなアクシデントや病気などに

る組合員もいます。そんな組合員か

台が全財産です」と笑いますが、派遣

も備えるため、労災補償とは別に、最

ら、二重に掛金を支払いたくない、そ

添乗員の地位を向上させるために設

低限の保障が絶対必要と考え、さまざま

もそも全員で一律加入する必要はない

立された「派遣添乗員ネットワーク」で

な保険や共済をリサーチしました」とは、

のではないかという意見も出ました。で

は、粟屋委員長が代表を担っています。

JATS労組で執行書記長を務める大久

も、組合員がまとまって加入することで、

「年５回の会合を開催し、業界内では

保葉子さん。いくつかの保障を検討して

掛金が安いことや健康に問題のある組

とかくなおざりにされがちな労働時間や

同労組が選んだのが、全労済の団体

合員が加入できることなど、長所が生

コンプライアンスの遵守をさせるために

生命共済でした。昨年度の大会（2011

かせることを説明することで採択に至り

闘っています」
と力強く語る粟屋さん。

年１月）
で議題にあげ、決議されました。

ました。掛金はコーヒー１杯程度です

大久保さんは執行書記長として労組

「なんといってもまとまった人数で一律

から、こちらも自信を持って組合員に説

のフェイスブックページを立ち上げ、集

加入することで掛金が安くなることは私

明することができましたし、添乗中以外

まることが難しい組合員さんへの活動

たちにとって大きなメリットでした。割り戻

の日常生活でも保障が適用になることも

報告や組合の意見要望を受け付ける

し金があるのも嬉しいですね。健康に

説得力がありましたね」と粟屋さん。今

など新しい取り組みを実行されていま

問題がある組合員が加入できるところも

後は、けがや生命の保障に加え、疾

す。こうした積極的な取り組みが、今

見逃せないメリッ
トです」
と大久保さん。

病時の充分な保障や老後生活のため

後も注目されます。

きなくなったといいます。
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特

集

Special Section

労働組合の数の力を活かし

組合員の

賃上げがなかなか難しい時代となり、私たち

家計負担を
軽くする方法 が

あった！

の生活状況もますます厳しくなっています。
そんな中、労働組合の取り組みによって家計の
支出を減らす方法があったら利用したいですよね。
そのひとつに、
「人生の買い物で住宅の次に
大きな出費」と言われている保障を見直し、労
働組合の数の力、スケールメリットを活かした制
度を利用することがあります。遺族保障を例に
あげて、ご一緒に考えていきましょう。
４6歳のAさん（男性）
パートの妻と
１０代の子どもが２人いる

数の力を活かしたら、
月々の掛金を抑えられる

個人加入

（定期生命プラン・
１０年・基本契約のみ）
Aさんが個人で
４６歳で加入した場合

月々

保障額は
２０００万円の
ままだよね。
すごい成果だ

Before

月々４２００円
減らせるって
スゴいでしょ

Aさんの場合 、 個人で加入する保障から、団体で加入する保障に切り替えたら・
・
・

！？

9,800 円

執行部
クミさん

2,000 万円の保障

After

団体加入

月々

年齢構成が比較的高めで
平 均 が４５～４９歳※の
団体の場合
※団体生命共済は口数平均年齢により掛金が決まります。

計 200口

任意加入

全員一律 加入

50 口

150 口

月々

5,600 円

2,000 万円の保障
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4,200 円
の減額！

団体加入の保障に
見直すだけで、
月々の負担をこんなに減らせた！

さらに

数の力を活かしたら、
全員がそれぞれに適した保障に加入できる
さらに

Before

個人加入

持病があったり
入院中だったりして
どの保障にも
入れない人

全く保障に
入っていない
うっかりさん

若い組合員さん

Aさん

年配のベテラン
組合員さん

よくわからないまま
高額な保障に
加入している
組合員さん

個人が別々に加入すると、無保障者や保障の掛け過ぎの人が出てしまいます。
個人一人一人で保障の見直しをするには限界があります。

制度の導入で、
現在の保障が
適しているか
どうかを見直す
良いきっ
かけに
なりました！

相談に
のっ
てもらえて
よかっ
た！

団体加入

組合員
一人一人の
健康告知義務が
要らないから、
私でも保障に入れた♪

After

任意加入
全員一律加入

団体で全員一律加入をすれば、無保障者をなくすこともでき、
保障の適正加入もすすみます。

全労済で団体加入できる
遺族・医療保障制度は、
は、
団体でまとまっ
て加入し、死亡・障がい・入院等
の万一の場合に、相互に助け合う、
加入者どうしの助け合いをかたち
にした生命共済制度です。

1
2
3
4

労働組合
だから
できるんだ
よね

つまり
保障の って
共同購入
ことか

労働組合の数の力を活かし、
結論！ 個人加入より団体加入の保障制度を
利用しよう
です

健康告知が不要なので、持病や入院中などにより無保障の組合員でも加入できます。※1
団体掛金なので負担が軽く、年齢や性別に関わらず掛金一律です。
掛金は原則的に給与からの天引きなので、支払い忘れにより失効することがありません。
※2
が加入できます。
全組合員の方に加入していただける２０人以上の組合（団体）

※1. 全員一律加入部分のみ

※2. 支部単位、分会単位でも 20人以上の団体であれば制度を導入することができます。
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組合員からの疑問に
積極的に答えましょう！ 質疑応答
Q1

なぜ労働組合が
保障の見直しを
取り組むのですか？

Q3

A1労働組合が目指してきた「働く人々の安定した豊
かな生活の実現」のため、もちろん賃金引き上げによる
収入増を目指しますが、家計の支出を見直すことで「可

なぜ「全員一律加入」
なのですか？
個人で加入する選択は
できないのですか？

A3 団体生命共済は、持病がある組合員も一緒に全員
一律に加入できる制度です。

処分所得の増加」を図ることが今後ますます重要になり
ます。
住宅取得の次に費用がかかるとされる保障（保険・共

全員一律に加入をすることで、無保障者をなくすこ

済）について、労働組合として取り組むことにより支出

とや持病がある組合員も保障が得られるようになりま

の抑制を図ることができ、可処分所得の増加につなげ

す。災難はいつ誰に降りかかるかわかりません。保障は

ることができるためです。

組合員全員が必要です。
労働組合の組合員全員で加入することで、①健康告

Q2

知が不要、②年齢・性別にかかわらず掛金が一律、③割

なぜ
「団体生命共済」
なのですか？

安な掛金、といったメリットが得られます。

Q4

A2 団体加入のため、個人ごとの加入に比べ掛金が手

頃だからです。

必要とする保障額は個人のライフステージや家族構

月々の負担は
増えてしまうのではないですか？

A4

成によって異なるため、保障は「一人一人に合わせて加

団体のスケールメリットを活かした手頃な掛金
で、生命保障の充実・適正化を図ることが目的です。こ

入するもの」ですが、万一の際に必要となる葬儀費用
（300万円〜 500万円程度）などに備えて加入しておく

の制度の導入に際し、ご自身の保障内容を見直すこと

べき保障を団体で加入し、不足する保障額を個人で加

でP.6のように、結果的に掛金負担が減るケースが多

入することで、掛金の負担を減らすことができます。

いです。あらためて確認してみてください。大幅な収

1口（10 万円 ）→ 月々 28 円
1口（10 万円）→ 月々 47.4 円

入増加が見込めない状況下において、家計の様々な支

※年齢構成が比較的高
めで平均が４５～４９
歳の団体の場合の
掛金

出を見直すことが大切ですし、それが可処分所得増加
への近道になります。
家計の中で大きな支出をしめる保障（保険・共済）を見

※３５歳から６０歳まで
加入した場合の「新
せいめい共済」
（定
期生命プラン・１
０年・
男性・基本契約）の
平均掛金

直し、適切な加入となるように、労働組合・全労済がお
手伝いします。

制度導入までの手続きの流れ

執行委員会内部での提起、
議論、勉強会

全労済がサポート！

全労済がサポート！

討議資料の作成にあ
たっての支援や制度
の詳しい説明など

執行部による制度説明
の事前サポートなど

各職場への
説明会の実施
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Q5

若い組合員が
不利になりませんか？

Q6

A5 若い方・年配の方・健康な方・持病がある方がま
とめて加入することで危険率を平準化し、かつ掛金も抑

退職される方への保障は
どうなりますか？

A6

今は若い組合員もいずれは高齢になります。また、若い

組合員全員が加入することで、定年退職される
方は健康状態にかかわらず、希望される方全員※1が団

方がすべて健康な方とは限りません。若い方は年配の方

体生命移行共済に加入（移行）することができます。

えるこの制度は、必ずしも若い方に不利とはいえません。

また、満54歳以下で会社を離退職される方は ※2健

と比較して病気で亡くなるリスクは低いですが、交通事

康状態にかかわらず全労済の「こくみん共済・総合タイ

故などのけがで亡くなる可能性もあります。

プ」に加入（移行）することが可能です。
若い世代でもトータルでみると掛金が低い
共済金額 2,000万円に対する平均掛金（月額）
２８歳の方の場合

※1 基本契約20口（200万円）以上で、2年以上継続してご加入の場合
※2 移行にあたっては移行条件があります。詳しくは全労済までお問い合わせください。

３５歳の方の場合

（加入期間が２８歳～６０歳） （加入期間が３５歳～６０歳）

7,980 円
※3
5,600円
※1

差額

2,380円！

9,480 円

※2

5,600円

※3

Q7

差額

自分が死んだら保障の請求は
誰がしてくれますか

A7 労働組合では組合員の死亡が分かりますので、団

3,880円！

体生命共済の場合、労働組合が遺族に連絡することも

※ 1 28 歳から６０歳まで加入した場合の「新せいめい共済」
（定期生命プ
ラン・１
０年・男性・基本契約）の平均掛金

可能です。

※2 ３５歳から６０歳まで加入した場合の「新せいめい共済」
（定期生命プ
ラン・１
０年・男性・基本契約）の平均掛金
※3 年齢構成が比較的高めで平均が４５～４９歳の団体の場合の掛金

保障

ま

め

ちしき

掛け捨てタイプ

VS

貯蓄タイプ

「貯蓄タイプは万一に備えながら貯蓄ができる」と聞くとお得な
貯蓄分

感じがする方もいるかもしれません。しかし、
「貯蓄タイプ」の掛
金
（保険料）は、加入者に共済金
（保険金）を支払い運営する部分と
料）
は高く設定をされています。
超低金利が続く現状では運用利益が期待できず、また、急にお

監修

掛け捨て分

掛け捨て分

貯蓄の部分とに明確に分かれているので、貯蓄の分だけ掛金
（保険

この掛金分が
高くなる

金が必要になったとき解約すると元本割れの可能性も出てきます。
貯蓄

貯蓄は保障と切り離して考えるというのが最近の主流です。

タイプ

掛け捨て
タイプ

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

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。

全労済がサポート！
相談会・セミナーのお
手伝いなど

定期大会での決定

申込手続き・
見直し相談
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制度導入
（保障開始）

退職後は、お住まいの近くの
全労済へどうぞ

退職後は
共済ショップが
の窓口に
保障相談など
なります。

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、共済ショップ 三軒茶屋店 を紹介します。
ませ！
しゃい
いらっ

「オシャレな街」として語られることが多い一方、古き良き商店街の懐かしさが交じりあう、三軒茶屋。
この街にある全労済の共済ショップを訪ねました。
店長が 語る！

雨の日でもぬれずに
ご来店いただけます
三軒茶屋店は、東急田園都市線「三軒茶屋駅」
南口 A 出口より徒歩 1 分のショッピングプラザ
ベルアージュ 1F にあります。 雨の日でもほと
んどぬれずにご来店いただくことができます。
本屋さんへのお買い物ついで、2 階のレスト
ランでのお食事ついでなど、お気軽にご来店く
ださい。

世田谷エリア初のショップとして
オープン

スタッフ一同、笑顔でお待ちしております。
南口 A 出口の階段を
上がると正面やや右
方向に全労済のロゴ
が見えます。

世田谷区では初の共済ショップとして、三軒
茶屋店が 2011年 6月 20日にオープンしまし
た。昨年12月末までの半年間で1,000 名を超
える皆さまにご来店いただきました。ありがとう
ございました。

メッセージ
保障について関心のある方、保障の見直しな
どを検討中のご親戚やお友達などにぜひ三軒茶
屋店をご案内いただければ幸いです。退職後に
は、ご家族皆さまの保障相談は三軒茶屋店へど
うぞ。スタッフ一同、ご来店をお待ちしており
ます。

お気
お 軽に
立
ち
寄り
くださ
い！

文教堂書店の奥を左に進んでいただくとショップ入り口です。

店長

ご注意ください 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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