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　18世紀初頭、イギリスにおける産業革命の進行と共に誕生した「労働者」は、低賃金・長時
間労働など、過酷な日々の労働の中で、失業や、病気・怪我に苦しめられていました。夜な夜
なパブに集う「日給制」の労働者が、マスターの音頭で、お金を出し合い、蓄え、そして必要な
仲間に提供する。こうした「共済」の原型ともいえる取り組みがはじまり、こうした流れの中
で労働組合も産声を上げたのでした。

　それから200年余、ここ20年来この国では、日本経団連の強い要求を受けて、自民・公明・民
主などの勢力が進めた、アメリカ発の「新自由主義構造改革」政治が繰り広げられた結果、歴
史の歯車が逆回転したような様相を呈しています。不安定雇用の「非正規」労働者が大量に
生み出され、不払い残業を含む長時間過密労働が蔓延し、「ブラック企業」が跋扈し、人間ら
しく働くルールも踏みにじられ、世界で唯一賃金が下落し続けてきたのです。こうした政策
の結果、一握りの多国籍大企業や大金持ちが巨額の富を蓄積させた一方で、労働者の賃金、中
小自営業者の所得は減少し、税や社会保障負担が増え、近年の物価上昇がさらに拍車をかけ、
「貧困と格差」の拡大によって勤労国民の暮らしの困難が急速に広がっています。

　私ども埼玉県労働者福祉共済会（埼労共）は、「働く者の暮らし丸ごと支援」をめざすシステ
ムとして2005年6月に発足しました。埼玉県労働組合連合会（埼労連）11万人の組合員はも
とより、正規・非正規を問わず、既存の労働組合を持たない多くの働く仲間の生活支援にも貢
献していくことを事業の目的としております。
　小紙は2010年9月に初版が創刊されました。県内の職域労働組合や、全労連・埼玉ユニオ
ンの仲間や地域労連・地区労の皆さんなどを中心に、この冊子を使って学習を展開してきま
した。社会保障制度や、生損保を巡る情勢もずいぶん変化をしてきました。そこでこの度五
年ぶりに改訂を行うこととしました。働く仲間の知恵が詰まった小紙を職場や地域でどう
かご活用をいただき、暮らし応援と、新たな仲間づくりに活かしていただければ幸いです。

2015年1月　しばたやすひこ

働く仲間の知恵と力と助け合いで、
より豊かな暮らしを
―可処分所得を増やそう―　

埼玉県労働者福祉共済会  理事長  柴田 泰彦



2

世　界 日　本

居酒屋で生まれた労働組合
　18世紀末ごろのイギリスで、労働力を提供して賃金を
得るほかは生きていくすべのない労働者が、居酒屋に寄
り合い、身の上話をするうちに連帯感が生まれ、労働組
合ができていきました。

助け合い活動（共済）の発展
　労働者は、お金を出し合い、仲間が病気や怪我などで
働けなくなったときに見舞金を出すようになり、それが
労働者の「共済制度」として発展していきました。労働組

合は、資本との闘いに挑み、
助け合いながら団結を強化
していったのです。

社会保障制度の発生
　労働者のわずかな拠出だけでは病気、ケガ、老後など
に備えるにはとても足りませんから、労働組合は資本家
の拠出（企業責任）と社会的な保障（国家制度）を求める
ようになりました。それが今日の社会保障制度に発展し
ていきました。

助け合いから発展した社会保障
いま、世界と日本の社会保障は？

　世界の労働者の闘いと人権思想の発展、ILO「フィラデルフィア宣言」な
ど、人類史の到達は、日本国憲法の成立に大きな影響を与えました。
　憲法25条の生存権保障、27条・28条の勤労権・団結権保障は、日本の社会
保障発展を促す国民的な運動のよりどころとなり、労働組合は、国民的な
社会保障運動の推進役として役割を果たしながら、公的な社会保障制度の
不十分なところを企業内福祉で補い、自主的な助け合い＝労働者福祉事業
や生活協同組合運動を発展させていきました。

人類史の到達として…
日本国憲法と労働基準法、
労働組合法

●社会保障をめぐる歴史の流れ

労働組合と「飲み屋の貯金箱」と社会保障…？

1799 年 （英）団結禁止法（1824 年廃止）
1883 年 （独）疫病保険
1886 年 （米）8 時間労働協約
1889 年 （独）老廃保険
1890 年 国際メーデー
1894 年 （仏）労働災害補償法

1897 年 労働組合期成会
1905 年 八幡製鉄などに共済組合

1911 年 （英）国営失業保険
1912 年 （露）「社会保険綱領」
1919 年 ILO 設立

1922 年 健康保険法（1926 年施行）
1931 年 労働者災害扶助責任保険法
1932 年 救護法（戦後の生活保護法）
1938 年 国民健康保険法

1939 年 第二次世界大戦（〜 1945 年）
1941 年 労働者年金法（後の厚生年金）

1944 年 ILO「フィラデルフィア宣言」
1945 年 労働組合法
1946 年 日本国憲法公布（1947 年施行）
1946 年 生活保護法
1947 年 労働基準法、失業保険・労災保険

1948 年 国連「世界人権宣言」
1961 年 国民年金法
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日本の社会保障の現状

所得の再配分ということ
　病気や事故、失業、老齢などは誰にでもあることです。
勤労者の賃金はゆとりのあるものではありませんから、
収入の多い人や企業に多く負担してもらい、社会的な給
付に充てるということが、近代の社会保障制度の原理と

して確立してきました。
　労働者が健康に働き続けることは産業の発展の土台で
あるため、先進諸国では企業の社会保険料負担が大きい
のです。また「一部の貧困は全体の繁栄にとって危険」
（ILO）という見地から、国の責任も大きいのです。

▼�戦後、敗戦の混乱期に、新しい憲法の下で闘いを開
始した日本の労働組合は、1949年の「中央物対協」、
50年の「中央福対協」、62年の「労福協」と、産業・企
業やナショナルセンターを超え、労働組合全体が連
帯して労働者自主福祉運動を進めました。
▼�1954年のMSA予算（社会保障予算削減）反対闘争、
朝日訴訟（57年〜）などの闘いの中から、中央社会
保障推進協議会が結成され（58年）、労働組合が社
会保障闘争の先頭に立ちました。戦後日本の労働
組合は、賃金・労働条件の改善とともに、社会保障
制度の確立と仲間の助け合い運動を第二の賃金闘
争として発展させていきました。

▼�1950年から55年にかけて、労働者の協同金融機関
として「労働金庫」が全国的に設立されていきまし
た。54年に始まった労働者共済生協も全国で設立
されて67年には全国統合し、現在の全労済に発展
していきます。労働組合運動と連動して消費生活
生協や医療生協などの生協運動も発展し、勤労者の
助け合い運動は、今日、社会的な勢力になりつつあ
ります。
▼��1960年代から、アメリカや日本の金融資本は、繰
り返し各分野の自主的な共済の発展を妨害し、規制
を強めようとしています。労働者の自主的な福祉
運動は、こうしたアメリカや金融資本の圧力・介入
と闘いながら、前進してきました。

●社会保障闘争と両輪で進んできた労働者福祉運動
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  社会保障の規模の国際比較

…社会保障の規模が小さい
　日本の社会保障給付費の総額は91兆円（07年度）です
が、国民所得比では25％前後です。ドイツ、フランス、
スウェーデンは40％前後ですから日本の社会保障の規
模は、経済の大きさから見れば、ヨーロッパ諸国に比べ
て6割程度の水準にとどまっています。

   社会保障財源構成のゆがみ

…国と大企業の負担が小さい
　社会保障財源の構成では、ヨーロッパ諸国に比べて国
（税）と企業の負担が少なくなっており、その分だけ、本
人の負担（社会保険料）が大きくなっています。
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これらを見直して支出を減らせれば、
自由に使えるお金を
増やすことができる！

ゆとりのある暮らしのための支出を我慢して
いませんか？
　家族旅行は実家に帰るだけで我慢。車を買い替えよう
と思っていたけどあきらめた。大型テレビももっと安く
なるまで我慢。極力外食はせず食費も節約。洋服や下着
はもっぱら「しまむら」か「ユニクロ」？。お父さんのお小
遣いも減らされた。塾も含めて子どもの教育費は削れな
い。ちょっとした風邪くらいでは病院にもいかない。
　こんな暮らしの実感はどなたでも共通の思いではない
でしょうか。

税金・ローン・各種保険料などの負担は何とか
ならないの？
　所得税・地方税・固定資産税・自動車税・消費税・健康保
険料・年金掛け金・生命保険・医療保険にがん保険、自動車
保険に火災保険。教育ローンや自動車ローン、住宅ロー
ンも重くのしかかっています。

　限られた収入の中で、生活に少しでも潤いをもたらすた
めには…税金や保険料などの支出を減らして自由に使え
るお金を増やす工夫をすることが大事です。
　収入を増やすためには、春闘などで賃金の底上げを勝ち
取ること、政治の流れを変えることが一番の本筋です。だ
からみんなで一生懸命闘うことが必要です！
　それでも賃金はここ15年間右肩下がり。収入が増えな
い現状では、現実問題として仲間の力を結集して暮らしを
少しでもよりよくしていくノウハウを考えます。

4つのステップで

あなたの暮らし
グレードアップ
しよう！

さあ　
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税金負担を減らすステップ 1

各種ローンの借り換えをやってみるステップ 2

①�消費税を廃止して庶民減税。ガソリンの
暫定税率廃止。生活費非課税原則の実現
等々、これもみんなで闘う課題。がんば

ろう！
②��年末調整後でも、医療費控除、住宅取得控
除等はできます。

①�銀行から労金に切り替えれば教育ローン
や自動車ローンなど無担保ローンで3％
くらい金利が下がる。200万円の借り入
れだと年間6万円くらいの金利負担が減
ります。

②�住宅ローンで考えて見ましょう。現在の

ローン残高が2000万円。返済期間が20
年残っていれば、労金に切り替えて2％金
利が下がれば、年間40万円、全期間では
500万円くらい金利負担が減ることにな
ります。

民間保険を共済に切り替えるとステップ 3
①�20年前のバブル崩壊後、長期にわたるゼ
ロ金利政策で、積立型の生命保険等はそ
のメリットを失いました。解約の検討対
象になります。

②�今まで、勧められるままにいろいろな保
険に加入したけど、保険料もバカになら
ない。給料は上がらないし、保険料を減
らしたい。子どもが大きくなったら生命
保険の補償額を減らすことも考えましょ
う。ライフスタイルが変われば備えるべ
きリスクも変化します。

③�家族にかけている民間の生命保険・火災
保険などを点検し、全労済やあなたの加
入している労働組合の共済、生協などの
共済に変更します。そうすると、掛金総
額が4割くらい減る場合があります。

④�そもそも民間保険は営利目的。労働者の
助け合い共済を充実させることが大事で
す。共済加入者を増やすことがシステム
を充実させることにつながります。そう
いう意味からもこの際、全部「共済」に切
り替えましょう。

　消費支出と非消費支出を見直して節約で
きた金額を全部使わず、その一部を労金の財
形貯蓄で積み立てましょう。財形貯蓄は毎
月の給料から天引きされる制度で、利息も非
課税扱いの優遇措置があります。毎月5万
円積み立てれば、年間60万円、10年で600万
円の貯蓄になります。貯蓄を増やす最大の
コツは「お金を見ない」ことです。若いうち

から給与天引きの財形貯蓄をやっていれば、
大きな支出が必要になった時の頭金にもで
きるし、万が一解雇・倒産などで収入が激減
した場合の繋ぎ資金としても役に立ちます。
労金でお金を借りる時にも財形をやってい
ると金利優遇の対象にもなります。長期的
な視点で暮らしを豊かにするのが財形貯蓄
制度です。

節約したお金の一部を財形貯蓄にステップ 4
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　まずは、自分自身に関わる公的保障（社会保
険・国民健康保険など）と所属している組合共済
や雇用されている企業内福利厚生などをきちん
と把握し、その上で足りない保障を自分自身で
補う考え方で考えましょう。
　近年公的保障が削られている状況や賃金も上
がらない状態も踏まえ可処分所得をいかに増や
すか、考えていきましょう。

保障の考え方

自分に関わる公的保障＋組合共済を把握し、不足分を自らで補う

私的保障（共済・貯蓄等） 公的保障（社会保障）、
組合・企業内保障で
不足分を私的保障で
と考えましょう！

組合・企業内保障

公的保障
（社会保障制度等）

●
●
組
合

● 社会保障充実のためと導入された消費税だったが、社会保障は悪くなるばかり！

公的保障（社会保障）の改悪年表

年代 改悪事項 内容（抜粋）

1989年4月 消費税３％導入

1991年6月 老人保健法改悪
老人医療費の伸びを一定の率で自己負担額に上乗せするスラ
イド制の導入

1992年4月 健康保険法改悪 政管健保の国庫負担引き下げ（16.4％→13％）

1994年10月 健康保険法改悪 入院時食事療養費制度導入：患者食事一部負担導入

1994年 年金改革法成立 支給年齢を65歳に引上げ

1996年4月 健康保険法改悪 入院時病院給食への自己負担の導入（760円／日）

1997年4月 消費税5％導入

1997年6月 健康保険法改悪 本人自己負担を1割から2割に増

2000年4月 介護保険法成立 40歳以上の被保険者から保険料徴収

2002年 健康保険法改悪 70歳以上の高齢患者の窓口負担増

2003年 健康保険法改悪 本人自己負担を２割から３割に増

2003年5月 介護保険法改悪 介護保険料平均13％引上げ

2006年
医療関連法案成立

前期高齢者医療制度、後期高齢者医療制度創設など

2008年 後期高齢者医療制度施行

2009年 税と社会保障一体改革成立 消費税増税と合わせて年金引下げなど

2013年 社会保障プログラム法案成立 国民保険を強制加入から「原則加入」など

2014年4月 消費税8％導入

　死亡などの万が一のことがあったら、厚生年金に加入
している場合には遺された家族へ「遺族年金」を受け取る
ことができます。また、入院することがあったら「傷病手
当金」があります。さらに組合共済や勤務先の福利厚生

制度などからも支給される場合もあります。
　こうした公的保障（社会保障）と組合・企業内保障の内
容を把握し、それでも足りない部分を「私的保障」で補い
ましょう。

●全体で考えましょう



7

下のステップのように把握してみましょう

平均所得も伸び悩んでいます。自分の家計状況を把握して計画的に資金計画を早めに準備しましょう。

●平均所得の推移

家計の点検と計算表

600

700

800

万円

400

500

300

200

100

0

210.6

60

335.5

61

307.9

493.3

664.2
549.6

539.8

781.6
平成8年

平成6年

注・平成6年の数値は、
兵庫県を除いたものである。

昭和・年 平成・年

平成10年

高齢者世帯

全世帯

児童のいる世帯

697.3

62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 2112

家計の収入と支出の現状を、例を参
考にして把握しましょう。

次に、将来の資金準備のために必要
な貯蓄額についても、確認してみま
しょう。

これらの把握ができたら、必要な貯蓄
額を収入から引いてみましょう。

残りの収入で固定費と生活費を賄え
るか確認しましょう。
賄うことができない場合は、家計の
見直しに取り組み、同時に資金計画
に無理がないかを確認しましょう。

支出は固定費と生活費に分けて把
握しましょう。固定費の多くは口
座引き落としになっているケース
が多いと思いますので、預金通帳
で確認しましょう。生活費につい
ては、レシートを保管しておけば
ある程度把握することが可能とな
りますので、最低限レシートをも
らうことから始めましょう。

毎月の支出可能額より大きくなれ
ば、家計や資金計画の見直しを！

STEP2

STEP3

STEP4

毎月の貯蓄を確認します

毎月の支出可能額を確認します

現在の支出を把握します

60,000円

18,000円

78,000円

311,416円支出合計

毎月の支出

固
定
費

生
活
費

電気代
ガス代
水道代
携帯電話代
自動車関係費
新聞代
住居費
インターネット代
掛金（保険料）
小遣い（二人分）
小　計
食費
日用品
その他
小　計

5,968円
7,632円
6,200円
15,204円
23,563円
3,570円
75,000円
7,240円
27,000円
60,000円
231,377円
41,652円
14,387円
24,000円
80,039円

住宅資金
（7年間で頭金500万円を用意する計画の場合）

自動車購入資金
（10年間で頭金200万円を用意する計画の場合）

合計

333,160円＋ ＝毎月の収入 毎月の貯蓄額

貯蓄の目的

収入は、給与明細や通帳で
確認しましょう。

STEP1 毎月の収入を確認します

252,836円
158,324円
411,160円

給料（夫）
給料（妻）
収入合計

毎月の収入

毎月の貯蓄額
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●公的保障（社会保障制度）の種類としくみ

・傷病手当金
　　療養のために労務に服することができなくなった日
から起算して3日を経過した日から労務に服すること
ができない期間（上限1年6カ月）、1日につき標準報酬
日額の3分の2に相当する金額が支給される。

・遺族厚生年金
　　死亡者の被保険者期間を基礎として計算した報酬比
例の年金額の4分の3など

・労働災害保険
　　事業主の支配・管理下で業務に従事している場合に
は、業務に起因する怪我や病気、死亡などについて支給
される。

・雇用保険
　　労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のため
に、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対し
て、失業給付等を支給します。

●組合共済にはどんな給付制度があるか
・慶弔共済
　　結婚・出産、死亡に際して支給されるお祝金・お見舞金
・傷病見舞金
　　入院・通院の事由別に日額・日数別に支給される
・生命共済
　　組合員本人や家族が亡くなった場合に支給される

社会保障制度

サラリーマンなどの民間の労働者

国家公務員や地方公務員など

自営業者、パート、アルバイトなど

健康保険／厚生年金／雇用保険／労災保険

国家公務員等共済／地方公務員等共済／
私立学校教職員共済／
農林漁業団体職員共済／船員保険

国民健康保険／国民年金

＜公的保障の例＞

働き方や所属組合により、
保障内容はまちまちです。
必ず自分自身で把握して

おきましょう！
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自分自身の家計を把握しよう！

自分
給与総額 保険料 税金等 手取り収入（総額 -保険料 - 税金）

配偶者
給与総額 保険料 税金等 手取り収入（総額 -保険料 - 税金）

合計

費用 実際の金額 毎月の貯蓄額

収入
前月繰り越し額 項目 金額

収入（手取り）

支出

食費

住居費

電気・ガス・水道

通信費

日常雑貨 合計

趣味・娯楽費

被服費 毎月の支出可能額

交際費 -

小遣い

こども費

その他

諸費用

保険料

住宅ローン

貯蓄

支出計

収支残高（収入合計 -支出合計）

A

A

B

B

毎月支出可能額より
支出合計が多い場合には、
家計や資金計画の見直しを

してみましょう！
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自分の保険加入状況を確認しよう！

　万一の保障に備えて、各種保険に加入していることと
思います。しかし自分が今現在どんな保険にどのくらい
の保障に加入しているか。即座に答えられる方は非常に

少数です。
　現在にしている各種保険の保険証券を手元に集め、下
記の表に記入し整理・把握しておきましょう。

名称 受取人 内容 保障金額 掛金（月額）
例 〇〇共済 本人 病気入院 日額 5,000 円
1
2
3
4
5

●組合共済・企業内保障

契約者 受取人 死亡保険金額 配当金 何年ごと 契約期限 月額保険料
例 夫 妻 10,000,000 100,000 ５年 １年 5,500
1
2
3
4
5

合計 合計

●生命保険（死亡保障）

被保険者 商品名 病気入院日額 ケガ入院日額 その他保障内容 その他保障内容 月額保険料
例
1
2
3
4
5
6

合計

●医療・介護保障  

保障内容 商品名 住宅保障額 家財保障額 その他の保障 月額保険料
例 火災 火災共済 25,000,000 10,000,000 第３者損害賠償 4,500
1
2
3
4

合計

●火災・自然災害保障
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保険会社名 商品名 契約者 被保険者 主要保険金額 月額保険料
例 ○○労済 自転車共済 本人 世帯全員 第３者１億円賠償 1,000
1
2
3
4
5

合計

●損害保険（傷害・自転車・個人賠償など） 

知って安心の

　中小企業勤労者福祉サービスセンターは、「中小企業
の事業主と勤労者のための福利厚生」の自治体事業です。
月300円〜700円の掛け金で、弔慰金、傷病・障害・災害見
舞金などが給付されるとともに、健康診断の補助をはじ
め、宿泊施設斡旋、通信講座の補助、物資斡旋などを受け

ることができます。
　埼玉県内では、さいたま市、上尾市、入間市、大里地域
（熊谷・深谷・寄居）、川越市、狭山市、所沢市、ふじみ野市
にあります。ほかの地域にも設立するよう、自治体に働
きかけています。

中小企業勤労者福祉サービスセンター — 事業主が主に入ります

　中小企業退職金共済制度は、国の法律で定められた社
外積立型の退職金制度です。掛け金の一部は国が助成し、
掛け金は全額非課税です。労働者にとっては安心して働

ける保障で、経営者を助ける制度です。掛け金を補助し
ている自治体もあります（P24埼労共紹介の中の、「市町
村の勤労者支援施策」を参照してください）。

中小企業退職金共済制度 — 事業主が主に入ります

　・重度心身障害者医療費助成制度（県保険医療部）
　・ひとり親家庭等医療費助成制度（県保険医療部）
　・療養費給付（県保険医療部）
　・高額療養費（県保険医療部）

　・合算療養費（県保険医療部）
　・葬祭費（県保険医療部）
　・移送費（県保険医療部）
　・訪問介護療養費（県保険医療部）

●医療関係＝乳幼児医療費助成制度（各市町村）

　・パパ・ママ応援ショップ制度（県少子政策課）
　・特別児童手当（県こども安全課）

　・児童扶養手当（県こども安全課）
　・不妊治療費助成制度（県保険医療部）

●子育て関係＝母子寡婦福祉資金（県こども安全課）

　・住宅手当緊急特別措置事業（県福祉保健総合センター）
●融資関係＝生活福祉資金（埼玉県社会福祉協議会）

埼玉県の施策です —それぞれの窓口へ連絡してください

労 働 者 支 援 施 策
国や県の労働者支援施策を利用しましょう
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1.労働組合の住宅運動
　人生最大の買い物といわれるのが、マイホーム購入で
す。住宅ローン減税など住宅を購入しやすいような施策
もありますが、そもそも住宅は生活に欠かせない基本的
人権となっているにも関わらず、いざ購入しようとする
と一生に一度の大きな買い物になっています。
　人それぞれライフサイクルのなかで世帯構成も変化
し、体も老いていけば住宅の改善も必要になってきます。
　中央社会保障推進協議会の総会では、例年、社会保障
拡充の統一要求として、各分野の課題とともに、「人間生
活の土台をなす住宅」に関わって「住宅手当の支給」「公営
住宅の大量建設」「家賃の規制」「住宅取得の利子補給」「住
宅条例の制定」「住環境の整備」「住宅生協などへの支援」
などを掲げ、公共住宅の重要性と「住まいは人権」という
概念を発展させてきています。
　住宅は、労働者が一生をかけて獲得するものなのか、全

体で考えていかなければなりませんが、現状はライフプ
ランを考慮に入れ、持ち家にするのか賃貸にするのか見
極めて、しっかりと準備していきましょう。

2.住宅購入金額は月々の支出で考えましょう
　一般的に、住宅ローンの返済割合は、年収の20〜25％
以内であれば安全と言われています。多くても30％以
内、つまり年収600万円のケースなら年間180万円（月15
万円）の返済が上限のイメージです。ここで考えたいの
が、「月15万円」という返済額を将来にわたって継続して
いけるかという点です。
　「子どもが生まれて共働きができなくなる」「教育負担
が増える」といったライフステージの変化を可能な限り
見込んだうえで、この点を判断することが重要になりま
す。

●月々の返済金額からの借入可能早見表（全期間固定金利：3.04％）元利均等返済

返済期間
月々の返済額

25 年 30 年 35 年

7万円 1,470 万円 1,660 万円 1,810 万円

10万円 2,100 万円 2,360 万円 2,590 万円

12万円 2,520 万円 2,840 万円 3,100 万円

15万円 3,150 万円 3,540 万円 3,880 万円

※上記はあくまでも目安ですので、実際の融資可能額とは異なります。

住宅購入資金＝頭金（20％）＋ 住宅ローン（80％）＋ 諸費用（5％）

　一般的に購入金額の 20％は頭金が必要とされています。また、住宅購入時には、登記などの手続きにかか
る諸費用として、購入金額の 5％程度が必要です（新築の場合）。よって、購入金額の 25％を自己資金として
用意できると安心です。

自己資金は購入金額の25％程度あると安心ですCheck!
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　目的のはっきりした商品のため、教育資金以外の目
的で取り崩す心配が少ないというメリットがあります。
　貯蓄性の高い商品や保障が充実しているものなど、
多くの商品がありますので、自分の目的に合ったもの
を選択しましょう。商品によっては元本割れすること
もありますので、商品選択は慎重に行いましょう。

　預貯金を利用する場合は、その他の目
的で資金を取り崩さないよう注意が必要
です。一般財形貯蓄や自動積立定期預金
などを利用すれば、毎月の口座引き落と
しをすることができ（財形貯蓄は給料天
引き）、計画的な積立がしやすくなります。

教育資金は、子どもの進路によって教育資金
は大きく変わってきます
　学費に塾などの費用を含めると、幼稚園から高校まで
すべて公立に通った場合で約500万円、大学まで通うと
1200万円（生活費込み）の費用が掛かりますが、先の国会
で「高校無償化法案」が可決され、公立高校の学費はゼロ、
私立高校も各市町村が独自の助成制度が使えそうなの
で、教育資金は従来と比べると若干減る可能性もありま
すが、政治動向によっては、今後も不透明な情勢ですの

で、きっちりと早めの準備と子どもの進路を見極めて計
画していくことが重要です。

資金準備の方法は？まず夫婦で話し合ってみる
　まず親として、子どもにどれだけの教育を受けさせた
いかを夫婦で話し合っておくことが大切となります。そ
の教育計画にもとづいて、何歳までにいくら資金が必要
なのかを明確にしたうえで、どのようにその資金を準備
するかを検討しましょう。

●幼稚園〜高校まで

幼稚園 小学校 中学校
高校

（全日制）
入園から高校卒業
までの費用★

公
立

学費等 149,544 円 97,232 円 167,648 円 230,837 円 2,077,935 円
塾・お稽古代 80,556 円 208,575 円 282,692 円 155,602 円 2,727,444 円
合計 230,100 円 305,807 円 450,340 円 386,439 円 4,805,379 円

私
立

学費等 367,355 円 862,696 円 1,000,906 円 722,212 円 11,080,240 円
塾・お稽古代 120,072 円 559,661 円 294,250 円 244,604 円 5,214,672 円
合計 487,427 円 1,422,357 円 1,295,156 円 966,816 円 16,294,912 円

※文部科学省「子どもと学習費調査（2012 年）より。中学校までは学費等に給食費を含む」　★幼稚園については 2 年分で算出

●大学へ支払う学費と一人暮らしの場合の生活費（卒業まで）

大学
学費 卒業までの学費

総額
卒業までの生活費の

目安入学料 １年間の授業料
国立（自宅） 282,000 円 535,800 円 2,425,200 円 4,180,400 円

国立（一人暮らし） 282,000 円 535,800 円 2,425,200 円 7,076,000 円

私�

立

文化系４年（自宅） 246,749 円 902,497 円 3,856,737 円 2,156,400 円
文科系４年（一人暮らし） 246,749 円 902,497 円 3,856,737 円 4,412,800 円
理科系４年（自宅） 265,595 円 1,230,448 円 5,187,387 円 2,156,400 円
理科系４年（一人暮らし） 265,595 円 1,230,448 円 5,187,387 円 4,412,800 円

※ 文部科学省「2015 年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額（一人あたり）」「文部科学省令」、独立行政法人日本学生機構
「2014 年度学生生活調査結果」をもとに試算

（注）《授業料》施設設備費・授業料・実験学習費　《生活費》通学費・住居費・光熱費・娯楽嗜好費などの日常費

学資保険を利用する 預貯金を利用するCheck! Check!
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老後の暮らしと公的年金
豊かなセカンドライフのために

　政権与党の自民党・公明党が「100年安心の年金」と打ち出した直後から見直
しとなっている公的年金。社会保障の行く末が心配です。それでも、まず自身
のセカンドライフをどのように描いていくのかを考えることが、老後の生活設
計の第一歩です。そうはいっても不安はつきないもの。老後の日々の生活の土
台となる最低限の費用を確保できるのかどうか、公的年金をはじめとして、見通
しを持っていく必要があります。
　同時に、困ったときのために、自治体の窓口を知っておくことや地域でお付き
合いをする仲間をつくっておくことも、セーフティーネットとして押さえてお
きたいところです。

老後の生活費は、どのくらい必要か
　公的年金（厚生年金など）を基本に考えることになりま
すが、定年退職の時期と年金の受給開始年齢が一致しな
いこともあるので、「定年退職後から、年金支給開始年齢
までの保障」と「年金支給開始後の一生涯の保障」の2つの
視点で見ておきましょう。

　実際に老後の暮らしにかかる費用は、個々人の生活ス
タイルによって千差万別ですが、ここでは総務省のデー
タを表示しておきます。なお、耐久消費財の購入費用な
どは、退職金や貯蓄で賄うこととして、一定の貯蓄も確
保しておかなければなりません。

私的保障による必要保障額 老後の生活費＝ － 公的年金（+企業年金）

私的保障＝貯蓄や私的な年金保険（共済）
＊加えて、介護や医療についても念頭においておきたい

●考えるポイント

●総務省調査による老後の基本生活費（月額） 単位：円

高齢夫婦無職世帯 60歳以上単身無職世帯

食料 59,200 31,700

住居 14,800 14,800

光熱費水費 19,800 12,600

家具・家事用品 8,600 4,900

被服・履物 8,100 5,200

保健医療 15,600 7,500

交通・通信 23,400 12,100

教養・娯楽 29,000 17,100

その他消費支出 64,200 37,800

非消費支出 32,600 11,300

合　計 275,400 155,500

70 歳代の最低生活費

（単身）20万 4815 円
（夫婦）30万 4568 円
（「最低生活費試算プロジェクト報告」
  P.3 参照）

70 歳代の生活保護費

（単身）12万 5939 円
（夫婦）17万 3265 円
　　　　　　　　　　　（さいたま市）

こんなデータもあります
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●公的年金は２階建て 厚生年金基金 職域部分

厚生年金 共済年金
国民年金基金

国民年金（基礎年金）

自営業者等（1 号） 被雇用者の配偶者（3 号） サラリーマン・公務員等（2 号）

2217 万人 1099 万人 3717 万人

●知っておこう！あなたの厚生年金支給は何歳から？
60 歳 61 歳 62 歳 63 歳 64 歳 〈生年月日〉

男性 女性
※ 1 老齢厚生年金 昭 22.4.2 〜 昭 27.4.2 〜

※ 2 老齢基礎年金 昭 24.4.1 生 昭 29.4.1 生

※ 1 老齢厚生年金 昭 24.4.2 〜 昭 29.4.2 〜
老齢基礎年金 昭 28.4.1 生 昭 33.4.1 生

※ 1 老齢厚生年金 昭 28.4.2 〜 昭 33.4.2 〜
老齢基礎年金 昭 30.4.1 生 昭 35.4.1 生

※ 1 老齢厚生年金 昭 30.4.2 〜 昭 35.4.2 〜
老齢基礎年金 昭 32.4.1 生 昭 37.4.1 生

※ 1 老齢厚生年金 昭 32.4.2 〜 昭 37.4.2 〜
老齢基礎年金 昭 34.4.1 生 昭 39.4.1 生

※ 1 老齢厚生年金 昭 34.4.2 〜 昭 39.4.2 〜
老齢基礎年金 昭 36.4.1 生 昭 41.4.1 生

老齢厚生年金 昭 36.4.2 〜 昭 41.4.2 〜
老齢基礎年金 以降生 以降生

※ 1（報酬比例部分相当の老齢厚生年金）
※ 2（特別支給の老齢厚生年金）

▼�厚生年金の受給額は、①生年月日、②保険料納付月
数、③平均標準報酬額で計算される。
▼�厚生年金等の受給見込額は、日本年金機構に頼めば
試算してくれる。自分の年金加入記録も照会でき
る。簡易的な試算なら自分でもできる。いずれも、
日本年金機構のホームページにアクセスしてみよ
う。
▼�介護保険、近くの病院や診療所などの医療体制な
ど、高齢期に関わる問題について、居住地の役所な

どで情報を整理しておきたい。役所（自治体）をか
しこく利用しよう。
▼�生活保護は国民の権利だ。働いていても収入が生
活保護基準以下なら受給できる。
▼�年金者組合や消費生協、医療生協などで何でも相談
できる仲間をつくっておこう。
▼�相続や葬儀に関わることも調べておこう。知って
おくと安心だ。

知っておくと

公的年金の基礎知識
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備えて安心　退職時のいろは
定年でも中途でも以下の 3 つは忘れずに！

1.健康保険

組合健保・協会健保からの切り替えが必要です
（1）任意継続被保険者、（2）国民健康保険のいずれかに
（1）か（2）の選択基準は
　①任意継続の保険料は、標準報酬月額28万円が上限で
す。それ以上の給料をもらっていた人も同様です。その
場合、年間保険料は37万7973円（2013年度。保険料率
は年々上がっていきます）です。
　②国民健康保険の保険税、国保税は、同じ世帯に属す
る国保加入者の前年中の合計総所得金額をもとに計算さ
れる所得割額と、その世帯の固定資産税をもとに計算さ
れる資産割額、その世帯の国保加入者数をもとに計算さ
れる均等割額、1世帯あたりの平等割額の合計金額とな

ります。国保は市町村で運営されているため、それぞれ
の自治体で金額は異なるため、詳しくは市町村窓口で要
確認を。
　※賦課限度額は、医療分56万円、後期高齢者支援金分
14万円、介護分12万円、合計金額77万円（地方税法施行
令56条88の2）
　任意継続への切り替えのタイムリミットは、資格喪失
後（退職日の翌日から起算）、20日以内。

○�傷病手当金の受給者が退職した場合：支給要件・支給
額・支給期間が定められています。
○�出産育児一時金、出産手当金が支給される場合があります。

2.年金の手続き

年金請求書の届出先

①厚生年金のみ加入

事業所を管轄する日本年金機
構○○支部へ届出。最初に国
民年金の被保険者となり、そ
の後厚生年金の被保険者と
なった場合も同様。

②国民年金のみ加入

住所地の市町村役場。最初に
厚生年金の被保険者となり、
その後国民年金の被保険者と
なった場合も同様。

③共済年金のみ加入

共済組合。共済年金と厚生年
金の履歴を持つ場合は共済組
合と事業所を管轄する日本年
金機構○○支部の双方へ届
出。

3.雇用保険の手続き

●求職者給付
基本手当
一般被保険者が離職し、労働の意思および能力を有する

にも関わらず職業に就くことができない状態で、次のア、
イに該当する場合。
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　ア．�離職の日以前2年間に、被保険者期間が12ヵ月以上
あること。

　イ．�離職理由が倒産・解雇等の場合、または期間の定め
のある労働契約が更新されなかったこと、その他や
むをえない場合は、離職の日以前1年間に被保険者
期間が6ヵ月以上あること。

　ウ．�支給時期は、ハローワークにおいて、受給資格を確
認された日から、失業の状態にあった日が通算して
7日間経たないと支給されない（待機期間）。ただし、
正当な理由がなく、自己都合で退職したとき、自己
の責任による重大な理由で解雇された場合は、さら
に3ヵ月支給されない。

ア．一般の離職者（イ及びウ以外の者）
被保険者であった期間

年　齢 10 年未満 10 年以上
20 年未満 20 年以上

65 歳未満 90 日 120 日 150 日

イ．就職困難者（障害者等）
被保険者であった期間

年　齢 １年未満 １年以上

45 歳未満 150 日 300 日

45 歳以上 65 歳未満 150 日 360 日

ウ．特定受給資格者及び上記の特定理由離職者
被保険者であった期間

年　齢 1 年未満 1 年以上
5 年未満

5 年以上
10 年未満

10 年以上
20 年未満 20 年以上

30 歳未満

90 日

90 日 120 日 180 日 －

30 歳以上 35 歳未満 90 日 180 日 210 日 240 日

35 歳以上 45 歳未満 90 日 180 日 240 日 270 日

45 歳以上 60 歳未満 180 日 240 日 270 日 330 日

60 歳以上 65 歳未満 150 日 180 日 210 日 240 日

　高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満の被保険
者が、基本手当を受給せず継続雇用される場合に支給さ
れる。
　【支給要件】
　①�当該被保険者が60歳に達した日、またはその日後に

おいて算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある
こと（算定基礎期間とは、同一の事業主に雇用された
期間）。

　②�被保険者に対して、支給対象月に支払われた賃金の
額が、当該被保険者のみなし賃金日額に30を乗じて
得た額の100分の75に相当する額を下回っているこ
と。

　③�支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額
（2013年度は34万1542円）未満であること。

●雇用継続給付
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　平成27年度から相続税に関する法律が改正になります。
　大きくは、基礎控除の額が引き下げられ、今まで相続
税を納める必要のなかった人にも改正後は相続税がかか
る場合があります。

　不動産（土地・建物）や動産（預貯金・株式証券等）を所
有する親族がいる場合は注意が必要です。今から備えて
みてはどうでしょうか。

税の仕組みを正しく知ろう

【改正前】 【改正後】

5,000万円 + （ 1,000万円 × 法定相続人の数 ） 3,000万円 +（ 600万円 × 法定相続人の数 ）

遺産に係る基礎控除改正1相続税

○遺産に係る基礎控除額が引き下げられます

※1　「各人の課税価格」

各人の課税価格 +－+＝

相続または
遺贈によって
取得した
財産の価額

相続人から
取得した
相続時精算課税
適用財産の価額

相続開始前３年以内に
被相続人から取得した
暦年課税適用財産の
価額

債務・
葬式費用
の金額

※２　「法定相続人の数」
　相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。
　また、被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、被相続人に実子がある場
合は１人、被相続人に実子がない場合は２人までとなります。

遺産に係る基礎控除額
　被相続人（亡くなられた人）から相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格（各人の課税価格（※1））
の合計額が、遺産に係る基礎控除額（3,000万円と600万円に法定相続人の数（※2）を乗じて算出した金額との合計額）を
超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
　相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日（通常は、被相続人の死亡の日）の翌日
から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告と納税をする必要があります。

「遺産に係る基礎控除額」の計算例
法定相続人の数が、配偶者と子２人の場合
3,000万円 + （ 600万円 × ３人 ） ＝ 4,800万円（遺産に係る基礎控除額）

○最高税率の引き上げなど税率構造が変わります。

各法定相続人の取得金額 税　率 税　率【改正前】 【改正後】

10％
15％
20％
30％

40％

50％

10％
15％
20％
30％
40％
45％
50％
55％

  ～ 1,000 万円以下
 1,000 万円超 ～ 3,000 万円以下
 3,000 万円超 ～ 5,000 万円以下
 5,000 万円超 ～ １億円以下
 １億円超 ～ ２億円以下
 ２億円超 ～ ３億円以下
 3 億円超 ～ ６億円以下
 ６億円超 ～ 

※「各法定相続人の取得金額」と
は、課税遺産総額（課税価格
の合計額から遺産に係る基礎
控除額を控除した金額）を法
定相続人の数に算入された相
続人が法定相続分に応じて取
得したものとした場合の各人
の取得金額をいいます。

相続税の税率構造改正2相続税

相続税
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　相続税の改正と合わせて平成27年度から贈与税に関
する法律が改正されます。
　大きくは、相続時精算課税の適用範囲が拡大されます。
これにより今まで適用されなかった人も新たに適用され

ることにより、相続時精算課税か通常の暦年課税のいず
れかを選択できるようになります。
　この機会に、計算してみては？

改正1

改正 2

課　税　価　格
（１年間に贈与により取得した財産の価額の合計額）

（　適用用件  を満たす場合 )

相続時精算課税を

相続時精算課税 暦年課税

選択する 選択しない

①　贈与財産の価額から控除する金額
　　特別控除額　2,500万円

※　前年までに特別控除額を使用した場合
には、2,500 万円から既に使用した額を
控除した残額が特別控除額となります。

②　税率
　　（特別控除額を超えた部分に対して）
　　一律20％の税率

【相続税との関係】

　贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続
財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産
の価額（贈与時の時価）を加算して相続税額を計
算します。
　その際、既に支払った贈与税相当額を相続税額
から控除します（控除しきれない金額は還付され
ます。）。

【相続税との関係】

　贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則
として、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算
する必要はありません。
　ただし、相続開始前３年以内に贈与を受けた財
産の価額（贈与時の時価）は加算しなければなり
ません。

①　贈与財産の価額から控除する金額
　　基礎控除額　毎年110万円

※　課税価額が 100 万円を超える場合は、
申告が必要となります。

　

②　税率
　　（基礎控除後の課税価格に対して）
　　超過累進税率

【贈与者の相続時に精算】

【改正前】 【改正後】

・贈与をした年の１月１日において 65歳以上の者 ・贈与をした年の１月１日において 60歳以上の者

【改正前】 【改正後】

・贈与をした年の１月１日において 20歳以上の者
・贈与をした時において 

　　　  　　贈与者の推定相続人

・贈与をした年の１月１日において 20歳以上の者
・贈与をした時において 

　　　  贈与者の推定相続人及び孫

贈
与
者

受
贈
者

相続時精算課税改正1贈与税

○適用対象者の範囲の拡大など相続時精算課税の適用条件が変わります。

贈与税

より具体的な相談は弁護士や税理士事務所へ
埼労共では、弁護士や税理士の紹介もできます。
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知って得する葬式の話
（もしも……のときに役立つ情報を満載しました）

病院で亡くなったときに知っ得
　病院で亡くなると、遺体を乗せる寝台車の手配は病院
がしてくれると思い込んでいる皆さんが少なくありませ
ん。しかし、実は病院手配の葬儀社の車が故人を自宅ま
たは会館などに送っているのです。すると、そのまま葬
儀もお願いすることになり、葬儀社を選択することがで
きなくなってしまいます。葬儀社は一度お願いすると不
本意でも途中で替えにくいので気をつけましょう。

葬儀の流れを覚えておきましょう＝仏式の場合

（1）ご臨終
　ただちに葬儀社に連絡を（①亡くなられた方の名
前、②連絡者の名前・関係・電話番号、③故人がいる場
所、病院・自宅など）。
病院で亡くなった場合：�親族・近親者などに連絡す

る。死亡診断書を受け取る。
自宅で亡くなった場合：�医師・警察を呼び状況確認を

してもらい、死亡診断書を取
りに行く。親族・近親者など
に連絡する。

（2） 迎え・搬送：葬儀社の担当者が指定の場所にお迎えに
あがる。

（3）遺体の安置
（4）通夜・葬儀・告別式の打ち合わせ・諸手続の代行

　日時の決定：宗教者、関係者、火葬場のスケジュー
ルを配慮して決定する。
　喪主の決定：故人に一番近い方、後継者が一般的。

　葬儀形式・規模の決定。式場の決定。お見積もり
の決定。関係者への通夜・告別式の連絡。遺影写真
の決定。
　役所など諸手続の代行：死亡診断書を預かり、火葬
許可証の交付や市民葬の手続きを代行する。

（5） 各種手配：式場、火葬場、霊柩車、送迎バス、生花、花輪、
料理、返礼品など葬式に必要な手配をする。

（6）納棺（希望で湯灌、その後に遺体を棺に納める）
　以降、通夜、告別式、荼毘、初七日法要（告別式当日に実
施するほうが多くなっている）

一般葬以外にどんな葬儀があるか
　無宗教葬：宗教儀礼にとらわれない葬儀です。思い出
の品や写真で偲ぶ。好きだった曲で送るなど。
　家族葬：家族だけでお別れ。葬式はせずに火葬だけで。

葬式費用はどれくらいかかるのでしょうか
　葬儀の総費用は大きく分けて、葬儀社へ支払われる「葬
儀一式費用」、通夜や精進落としなどの「飲食接待費」、お
布施・戒名料などの「宗教者への謝礼」の3つです。実際に
かかる金額を把握することが大切です。
　葬儀の慣習は地域ごとに異なります。各自治体による
住民優遇制度や助成金などもあります。日本消費者協会
「葬儀についてのアンケート調査」結果（2010年）では、葬
儀一式費用126.6万円、飲食接待費45.5万円、宗教者への
謝礼51.4万円となっています。アンケート調査はサンプ
ル数などもあり、参考程度にしてください。

元気なうちにこころがけておきましょう

　最近の動向として、ご自身の葬儀、その他もろも
ろの事柄を事前に考えておくことをタブー視しない
方々が多くなってきています。遺言までは大げさに
したくないけれど、元気なうちに迷惑のかからないよ
うにしておこうという意思の表れかと思われます。
　具体的な例としては、①身辺整理（財産目録作成、身
の回りの品々を片付けておく、など）、②意思が伝え
られなくなったときに、してほしい事を書き留めてお
く、③葬儀についての希望を書いておく、あるいは葬
儀の生前見積書を作成してもらう、などがあります。
　「私の覚え書き」として次のような項目を参考にし
てください。

1．私自身のこと

①�私自身の事柄（氏名、生年月日、住所、本籍、緊急連絡

先、緊急電話番号）

②�家族について（父・出身地、母・出身地、兄弟姉妹、子ど

もたち、孫たち）

③�私の好きなもの（趣味、食べ物、場所、映画、音楽、季節）

2．私のファイナルプラン

　希望する式場（生前予約をしているか）、喪主は誰に

なってほしいか、祭壇にかんしての希望、死亡時に連絡

してほしい人、棺・骨壺の希望、棺に一緒に入れてほし

い物、仏事のあり方について（菩提寺の有無・宗派・墓地

など）、その他伝えたい事柄

元気なうちにこころがけておきましょう
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働く仲間の助け合い

労働組合の共済制度
営利目的じゃない労働組合の共済
　民間の保険会社は、加入者から集めた掛金を投資にまわして利益を稼ぐ
ことを目的とする営利事業です。給付よりも掛金を集めることに力を注ぐ
ことになり、大規模な不払い問題を起こして社会問題になりました。
　これに対して、労働組合が行う共済活動は、仲間どうしで資金を拠出し合
い、何かあったときに給付を行って助け合うことを目的にしています。営
利が目的ではありませんから「小さな掛金」で「必要な保障」をめざします。
　労働組合の共済は、仲間の生活を支え合うとともに、そのことによって、
労働者の団結を広げ、強くする活動です。

労働組合に
加入して共済制度を
活用しよう

　埼労連加盟の産業別労働組合は、それぞれ共済制度を確立して、組合員の生活を支
援しています。まだ労働組合に加入していない皆さんは、ぜひ関係する産業ごとの労
働組合に加入して、共済制度を活用し、あなたと家族の暮らしを支えていきましょう。
　埼労連加盟の産業別労働組合は次のとおりです。

※�労働組合の自主共済運動は、国や
保険業界による「共済規制」の攻
撃と闘いながら成長してきました。
現在も「保険業法」による規制と
の闘いが続くなかで、自主的な共
済運動を発展させるための取り組
みが進められています。

組合名（略称） 所在地 電話

全日本金属情報機器労組埼玉地本(JMIU埼玉地本)
〒336-0017���さいたま市南区南浦和2-39-2����������
大雄ビル801�アイユーテック内

048-762-3044

化学一般労働組合連合全関東地方本部埼玉県協議会
(化学一般埼玉県協）　

〒334-0005　川口市里563-1　　　　　　　　　　　　　　　　　
入江�芳夫様方

������

埼玉県教職員組合(埼教組)
〒330-0063��さいたま市浦和区高砂3-12-24��������
埼玉教育会館�５階　��

048-824-2511��

埼玉県高等学校教職員組合(埼高教)　　　　　　　　　　　　　　　
〒330-0063��さいたま市浦和区高砂3-12-24��������
埼玉教育会館�６階　�

048-822-7421

日本自治体労働組合総連合
埼玉県本部�（自治労連埼玉県本部)

〒330-0064��さいたま市浦和区岸町7-12-8 048-866-0661��

埼玉県医療労働組合連合会(埼玉医労連)
〒330-0061��さいたま市浦和区常盤2-9-10
アイルビル�５階

048-824-4532

コープネットグループ労働組合埼玉県支部
（コープネットグループ労組埼玉県支部）

〒336-0018��さいたま市南区南本町1-16-9
フォーラム南浦和�４階

048-839-1052

全国印刷出版産業労働組合総連合会�(全印総連東京地連北部地区協)
〒112-0003���東京都文京区春日2-24-11　　　　　　　　　　
NRK春日ビル５階

03-3818-5126

全国自動車交通労働組合総連合会埼玉地方連合会
(自交総連埼玉地連）

〒350-0041　�川越市六軒町2-3-1
エマブル六軒町107

049-226-6777

全国福祉保育労働組合埼玉県本部
�(福祉保育労埼玉県本部)

〒369-1203　大里郡寄居町寄居1238-4
大島第３ビル�３階

048-581-2945��

全労連･全国一般労働組合埼玉地方本部(全国一般埼玉地本)
〒330-0063��さいたま市浦和区高砂3-10-11
第一木村ビル�３階

048-865-4172

埼玉土建一般労働組合(埼玉土建)　　　　　　　　　　　　　　　　　〒336-0031　さいたま市南区鹿手袋6-18-12 048-863-6211�����

埼玉県私立学校教職員組合�(埼玉私教連) 〒350-0053��川越市郭町1-2-2-201　�� 049-224-5751

全日本建設交運一般労組埼玉県本部(建交労埼玉県本部)　
〒350-1165��川越市南台2-5-41
ほなみビル�２階　

049-244-1810�

埼玉県国家公務関連労働組合協議会(埼玉県国公)
〒330-0063　さいたま市浦和区高砂3-16-45　������
さいたま地方裁判所内　全司法埼玉支部気付�

048-863-9294����

全日本年金者組合埼玉県本部�（年金者組合埼玉県)
〒337-0051　さいたま市見沼区東大宮5-53-16��������
マイルドビル�３階�

048-686-2044

通信産業労働組合埼玉支部(通信労組埼玉支部)
〒350-0041��川越市六軒町2-15-2
�川越市労働会館内

049-226-9090�

郵政産業労働者ユニオン埼玉支部(郵産ユニオン埼玉支部)
〒362-0041　上尾市富士見2-5-1-201�
大沼秀敏様方

090-8642-5283（携帯)

全労連・埼玉ユニオン（SU）
〒330-0063　さいたま市浦和区高砂3-10-11�������������
第一木村ビル�２階��埼労連内　�������������������　

048-838-0771�
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共済事業を行う組織

全労済は「保障」の生協

営利を目的としない協同組合

全労連共済（全国労働組合総連合共済会）
・6つの単産共済と1987年に発足した「労働共済」が、相
互の支援組織として1990年に「労働共済連」を発足させ
ました。この「労働共済」と「労働共済連」の事業を引き継
ぎ、全労連が母体となって運営する共済事業組織として、
2010年に全労連共済会が設立されました。

・全労連共済は、産業別または地方ごとに単位組織（支部）
を構成して慶弔、生命・医療、火災、自動車などの共済事
業を展開するとともに、独自に運営を行っている単産共
済とともに共済事業の相互支援事業を行っています。

　全労済は正式名称を「全国労働者共済生活協同組合連
合会」といい、消費生活協同組合法（生協法）にもとづき、

厚生労働省の認可を受けて設立された、共済事業を行う
協同組合です。

　労働組合は事業活動として、慶弔、火災、生命・医療、自
動車などの共済を制度化し運営します。労働組合が直接
運営する場合と、組合が母体となって生活協同組合（生
協）をつくって運営する場合があります。何かのときに

必要な「保障」をするためには、その加入者が多いほど、安
定した運営とより大きな保障が可能になります。そのた
め、労働者・労働組合は全国的な連帯の力で、共済事業を
運営しています。

　協同組合は、生活をより良くしたいと願う人々が自主
的に集まって事業を行い、その事業の利用を中心にしな
がら、みんなで活動を進めていく、営利を目的としない

組織です。協同組合に参加したい人は誰でも出資金を出
して組合員になることができ、事業の利用や運営も、こ
の組合員によって行われます。

たすけあいで安心できる社会づくり 全 労 済

名称 所在地 電話番号

埼玉県本部
338-8504
さいたま市中央区下落合 1050-1

048-822-0631

全労済ぐりんぼうさいたま
338-8504
さいたま市中央区下落合 1050-1

048-822-0673

全労済ぐりんぼう川口
332-0012
川口市本町 4-3-1　サンケイビル 3階

048-228-6031

全労済ぐりんぼう春日部
344-0061
春日部市粕壁 1-7-3　岡安ビル 3F

048-754-7558

全労済ぐりんぼう新越谷
343-0845
越谷市南越谷 1-19-2　アバンセ南越谷 1階

048-990-6031

全労済ぐりんぼう熊谷
360-0036
熊谷市桜木町 1-1-1　秩父鉄道熊谷ビル 1F

048-525-1036

全労済ぐりんぼう川越
350-1123
川越市脇田本町 1-7　川越西口ビル 4階

049-244-0631

全労済ぐりんぼう所沢
359-0037
所沢市くすのき台 3-18-5　リングスビル 3F

04-2993-0631

●全労済の窓口
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労働者のための金融機関 ろ う き ん
　ろうきんが誕生したのは、第二次世界大戦後の日本経
済・社会が混乱している最中のことですが、そのころの銀
行といえば企業のためのものだった時代です。企業では、
社内預金を経営者が、運転資金などに回していることに
抵抗した「社内預金奪還闘争」が起こり、働く人たちが共

同でお金を出し合ってお互いの手助けをしようという目
的と運動で、1950年に岡山と兵庫で労働金庫が設立され
ました。現在では、13の地域金庫があり47都道府県すべ
てを網羅しています。

助け合う目的と運動で

　ろうきんは、他の金融機関とは違い、働く人たちがお
互いを助け合うために資金を出し合い営利を目的として
いないことを特徴としています。
　業務内容を見ると、預金やローン・各種サービスなど、
一般の金融機関とほとんど変わりませんが、預金の運用
の面で一般の金融機関とは大きく違います。
　他銀行は、一般の方たちへの貸付よりも、大企業への貸
付や株式の運用により、資金を増やし、増益しています。
「不良債権処理」の名で国民の税金を何十兆円も入れても

らいながら、2004年の税制改正により、過去の損失を7
年間繰り越して黒字と相殺できる仕組みを利用し、三大
銀行グループ（三菱東京UFJ・みずほ・三井住友）は10年
以上法人税を支払っていません。
　ろうきんは、営利企業への融資はせずに、住宅・自動車・
教育・育児など、労働者の生活に欠かせない資金を労働者
のみに融資をしています。
　この違いを知れば、労働者のための金融機関は、「ろう
きん」しかないと言っても過言ではありません。

ろうきんの経営方針は？

金融機関名 【変動】標準金利 最大引下げ金利 取扱手数料
中央労働金庫 ��8.475% 3.875%（団体会員） 無し
みずほ銀行 14.000% 4.000%（所得審査有） 無し

三菱東京UFJ銀行 14.600% 4.600%（所得審査有） 無し
埼玉りそな銀行 14.000%（固定金利） 6.500%（固定・所得審査有） 無し
武蔵野銀行 14.800% 6.000% 無し
埼玉県信用金庫 14.300%（固定金利） 6.300%（固定・所得審査有） 無し

2014 年 11 月１日　各行HP　埼労共調べ●カードローン金利

金融機関名 【変動】標準金利 【固定】標準金利 取扱手数料

中央労働金庫 － 会員　������2.4％ 無し会員以外　3.4％
みずほ銀行 3.475% �����������4.550% 証紙購入

三菱東京UFJ銀行 4.475% － 無し
埼玉りそな銀行 4.475% － 無し
武蔵野銀行 4.850% － 原則無し
埼玉県信用金庫 3.300% － 印紙購入

●教育ローン金利 2014年11月1日　各行HP　埼労共調べ

●労働金庫へのお問い合わせは、下記の埼玉地区営業所・ローンセンター（LC）まで

大宮支店 048-645-0011
川越支店 049-242-3955
秩父支店 0494-22-3340
川口出張所 048-253-8181
熊谷支店 048-522-1896
飯能支店 042-973-2865
東松山支店 0493-23-6161

上尾支店 048-773-2351
さいたま支店 048-864-0100
春日部支店 048-736-3661
本庄支店 0495-24-2111
朝霞支店 048-474-7111
越谷支店 048-990-8711
羽生出張所 048-561-8011

狭山支店 04-2952-1011
深谷支店 048-571-3111
所沢支店 04-2993-1700
東松山 LC 0493-23-6775
上尾 LC 048-777-2200

※詳しくは各行のホームページをご参照下さい
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埼玉労働者福祉共済会埼 労 共
　埼労共（埼玉県労働者福祉共済会）は、2005年に埼労
連（埼玉県労働組合連合会、構成人員11万人）がつくった
労働福祉団体です。中小企業が多い埼玉県にあって、そ
こで働く勤労者の福利厚生に寄与する目的で立ち上げま
した。埼労共は、11万人を擁する埼労連が母体となって
しっかりと支えている団体です。埼労連は全国110万人
を組織する全労連（全国労働組合総連合）の埼玉県組織で
す。
　埼労連加盟組合のみなさんは、いつでも埼労共の事業
や共済を利用できます。労働組合は労働組合法で社会的

に認められている団体で、働く皆さんの賃金・労働条件、
働く環境を充実させる目的で結成されています。営利
企業ではありませんから、民間団体が「○○共済」と名を
かたって共済掛金を取
るだけ取って、事業所を
閉鎖したり倒産するよ
うなことはありません。
どうぞ、安心してご利用
ください。

　埼労共は2014年
までに県内各自治
体の勤労者支援独
自施策をまとめて、
県民・労働者に施策
の活用・充実をお願
いしています。 ぜ
ひホームページを
ご覧いただき、利用
ください。

埼労連がつくった労働福祉団体です。安心して利用できます！

くわしくは埼労共
ホームページで！
埼労共 検索

1県内全市町村の労働者支援独自施策をまとめてみました

　組合員の生活を支援
する事業を展開してい
ます。セルメスタは年
2回、市販薬を割引で
通信販売しています。
福祉葬祭は本人・遺族
の気持ちを汲んだ葬儀
を執り行います。

福祉葬祭 セルメスタ市販薬 彩の国いろどりクーポン

2働くみなさんの生活を支援します

ここを
クリック！
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　前進座や青年劇場と提携し、割引価格で観劇できます。特に前進座は埼労連パルをつくり、会員が年間をとお
して観劇できるようにしています。前進座は10月公演「薄桜記」、青年劇場は9月公演「島」を上演します。

　　埼労共では、みなさんの生活に役立つ学習活動を行なっています。
　今後も、セミナーなど積極的に取りくんでいきます。

前進座光藍社 青年劇場

3福利厚生事業をすすめます

4学習活動

ニチイ学館とも提携し、英会話のCOCO塾も
優待価格で受講できます。



働くものの暮らしをより豊かにするために
生活応援パンフ
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