
　全労済は労働組合がつくった、働
く人のための、助け合いの事業体で
す。そのため利益を得るのではなく、
組合員の生活を守り、豊かにするこ
とを事業の目的としており、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“保障の生協”です。全労済が
行う保障にかかわる事業は「保険」
ではなく「共済」と呼ばれ、その根
底には組合員相互の「助け合い」の
心があります。全労済の共済事業は、
私たちの生活を脅かすさまざまな
危険に対し、組合員相互の助け合い
を保険のしくみを使って行う保障事
業です。

　労働組合や生協などの働く仲間がお
互いを助け合うために資金を出し合っ
てつくった、協同組織の金融機関です。
金融機関はたくさんありますが、働く
仲間とその家族が豊かになることを目
的に作られた金融機関は、ろうきんだ
けです。
　運営は、労働金庫法という法律に基
づき、営利を目的とせず、公平かつ民
主的に行われています。
　ろうきんは、企業への融資が中心の
銀行とは異なり、働く仲間からお預か
りした資金を、大切な共有財産として、
住宅・教育・マイカーなど働く仲間とそ
の家族のくらしを守り、より豊かにする
ために役立てています。

　労働組合の基本的な役割は、賃金・労働条
件などの改善を、会社と話し合い、職場環境
を良くして、働きがいのある職場にしていく
こと。私たちは働くなかで、給与や休暇など
の労働条件や、セクハラ・パワハラ、人間関係
の問題など、個人で解決するのは難しい場面
に遭遇します。しかしそれを一人で会社側に
意見を伝え、改善要求を出すのは非常に難し
いでしょう。労働組合は、そんな組合員一人
ひとりの話をよく聞き、話し合い、そして会社
に問題を提起して交渉を行い、その解決に努
めています。
　また労働組合には多くの人が集うことを活
かして、さまざまな文化行事を開催し、交流
を深めたり、地域のボランティア活動に参加
したりするなど、社会貢献活動にも積極的に
取り組んでいます。

あなたの

労働組合・全労済・ろうきんは、働く仲間が手を取り合って作った、
「みんなの生活を守る」ための団体です。

そんな私たちだからできるサポートを、働きはじめたばかりのあなたにご紹介します。

みんなで まもる・支えあう・進める
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誰に声をかけたらいいの？

全労済の共済・ろうきんにお金のこと・仕事の悩み 相談するには…

共済に
入りたい

ろうきんに
相談したい

仕事の悩みを
相談したい

近くの担当役員 または 下記のお問い合わせ先まで

相談も親身で
気持ちが楽に！

生活の中のリスクに
気がつきました

労働組合の人脈が
仕事にも活かせます

日本郵政グループ労働組合
進藤 りかさん

三菱重工グループ労働組合連合会
本社・横浜地区本部
皆川 かれんさん

日本介護クラフトユニオン
田中 千秋さん

どもを必死に育てていたので、自分の今後のことがよく見えていませんでし
た。子どもたちが巣立って一人の時間ができた時に、ふと「自分のことを考え

ないと」と思いました。ちょうどその頃、ユニオンの機関紙にローンに関するチラシ
が入っていました。それがろうきんを利用するきっかけでした。
　書類の記入など、準備が大変なのかなぁと思いましたが、まだ住宅ローンの返済
年数が半分以上残っていたので「今がタイミングかな」とも思いました。一般の銀行
には冷たい印象を持っていましたが、組合の専属担当の方は親身に相談にのってく
れました。これもろうきんを利用して良かった部分の一つです。借換を行った結果、
これまでのローンより10年短くする返済計画を私と一緒に考えてくれたので、何よ
りも気持ちが楽になりました。

子

働組合に入ると、部署を超え、いろいろな方と知り合うことができます。私の仕
事は、他局・他部署との連携を取ることも多いのですが、労働組合の活動で知

り合った仲間がいるのでスムーズに進められます。業務で困っているときに「進藤どう
した？　大丈夫、大丈夫！」と助けてくれた人も労働組合で一緒に活動した仲間でした。
　私は非正規社員ですが、労働組合が交渉して、正社員のみだった特別休暇を非正
規社員にも適応させたり、無期雇用転換を法律より前倒しさせたりと、安心して働け
る環境を整えてくれています。仲間が多ければ多いほど、仲間を守る力は大きくなり
ますから、私も組合員の一人として職場の仲間に声をかけて、労働組合が活発にな
るように協力できればと思っています。

労

は書記として組合員へ全労済活動を行っています。全労済についてのお
問合せへの回答、または各種手続きの案内の事務が主です。

　私自身の経験ですが、不慮の事故で入院・手術をし、その際入っていた保障で
大変助かったことがあります。「若くても入院をすることがあるんだ」と気づき
保障の大切さを再認識しました。
　いまでは、全労済の担当職員さんへ相談し、入院保障だけではなく若いうち
から備えとして年金の保障や、家財保障にも加入をしました。
　全労済活動を行うことで、日々生活しているなかにも様々なリスクがあること
に気づき、多くの組合員へそれを伝えようと日々考えています。身近な存在とし
て全労済がいることに安心し、適切な保障を得ることができて良かったと感じて
います。

私

担当役員にお声がけいただければ、
対応力・カバー力が違いますよ！

いつでも

全労済窓口

ろうきん窓口

または

または

はじめまして
新入社員です

全労済とは…全労済とは…

ろうきんとは…ろうきんとは…労働組合とは…労働組合とは…

労働組合には
「全労済」「ろうきん」の
担当役員がいます。

担当役員にお声がけいただければ
ご案内いたします！

ろうきんさん 労働組合さん 全労済さん

全労済があってよかった！

ろうきんに相談してよかった！

労働組合に入っていてよかった！組合員の皆さんの声



あなたのライフステージで起こること、私たちがサポートできること

社会人
START

奨学金返済
スタート

組合に
加入

会社で
配属先が
決定

生活費を
管理

先々の
出費に
備える

同期が
結婚
ラッシュ

通勤中に
事故

精密検査で
病気発覚

デート用に
車が欲しい

第1子
誕生

第2子
誕生

養育費を
貯蓄

子も成長。
マイホーム
購入

子どもが
隣家の窓を
破損！ 共済加入

20周年！

ボランティア
活動参加。
仕事以外でも
社会貢献

賃金アップを
職場みんなで
訴える

結婚する

キャリア
アップに
悩む

１人暮らしを
はじめる

は労働組合 全労済 ろうきん

嬉しいライフイベントや、予期せぬアクシデント……社会人
人生には、さまざまな変化が起こります。あなたが安心して
働き、暮せるように、私たちにお手伝いできることがあります。

「働くための知識」を学生に
大学への出前授業
アルバイトを含め、社会に出る前に労働
に関する法律・制度などを学ぶワーク
ショップを開催中。

金利を抑えて、社会人スタート
奨学金借換
金利や返済期間、毎月の返済額を
しっかり把握。

雇用安定に向けた取り組み
春季生活闘争（春闘）
正規雇用だけでなく、非正規雇用労働者
の雇用安定・賃金改善も交渉します。（毎
年）

賃貸アパートにも必要！
住まいる共済
住宅の保障はもちろん大切な家
財もしっかり保障。

仲間と「楽しい」を共有
レクリエーション活動
職場の仲間や普段接する機会の少ない仲
間と出会い、仲間意識を高め、お互いを
理解することで、団結力を強めます。
（定期開催）

手数料フリーになろう！
ATM引出手数料
キャッシュバックサービス
コンビニなど、どこのATMで引出しても
全額キャッシュバック。

働きやすい職場環境を作るために
職場の問題解決
労働条件の改善はもちろん、人間関係や
仕事の悩み、トラブルなど相談にのり、
より良い解決に向け共に考えます。（常時）

健康なうちに準備
こくみん共済（医療）
入院・通院・手術はもちろん先
進医療も備えられます。

車以外にも使い道豊富
カーライフローン
趣味の自転車やバイク、ジェッ
トスキーの購入資金にも。

任意補償は必須！
マイカー共済
カーライフを応援！
ニーズに合った補償を用意。

みんなが働きやすい環境を考える
男女平等参画推進
女性を含むすべての人が働きやすい環境
とは何か。労働組合内で実践し、社会全
体にも訴えています。（常時）

子どもの未来サポート
Rukuoこども積立
進学費用等の目的に合わせた計
画貯蓄に。

大切な家族のために
団体生命共済
その人に合った遺族保
障を万一のために準備。

夢のマイホームのお手伝い
住宅ローン
人生で一番大きな買い物だから、
安心してご相談ください。

日本の未来を担う子どもたちを育てたい

保育所増設の訴え
働きながら安心して子育てができる環境
整備を国・地方自治体に訴えています。

介護・ボランティア・リフレッシュなど多彩！

休暇の拡大
仕事以外の活動も充実させ、働く人の多様性に
応えます。

家族のために備える！
個人賠償責任共済
賠償責任が生じる「もしも」の
事故に備える保障。

ゆとりあるセカンドライフ
ねんきん共済
老後を豊かにするために、在職
中に積み立てられます。

備えあれば憂いなし
マイプラン
ローン金利の差をチェックし
て！返済負担の差に直結します。

奨学金の負担を軽減するために
給付型奨学金への転換を訴え
「貸与型奨学金」の返済が若年労働者の負担
になっています。返済が不要な「給付型奨
学金」の発展・充実に取り組んでいます。 私の職場は、 文化行事が充実してい

て、 野球やフットサル、 卓球などの

スポーツ大会、 夏は海、 秋には BBQ

大会など盛りだくさんです。

先輩や同僚の、 普段職場では見られ

ない一面が見られ、 とても楽しかっ

たです。

東京交通労働組合
飯田 浩之さん

給与天引きでラクラク積立
財形貯蓄
給与天引きで、楽に確実に計画
的に貯蓄ができます。

日々の通勤もこれで安心！
交通災害共済
駅改札内の事故など、交通事故
を幅広くカバー。

希望ある未来にともに…！

あなたの
今・10 年後・ その先を
応援します！

そして

わたしたちにお任せください！
はとくにオススメ！

単身でも

平均約270万円
の

家財を持ってい
るんだ!!

仕事以外のことも
相談してくださいね

教育費は

大学まで全
て公立でも

1000万円
以上かかる

と言われて
います

知ってた？

最近

自転車
の事故

も

多いよ
ね…


