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ユニオンプラザ福井は１６５名が
集える大ホール、約70台収容の駐
車場、３階には喫煙室を完備してい
ます。
館内無料Wi-Fiは隅々までつなが
るようエリアを拡充しました。更に、
各会議室は有線LANの使用も可能
で、web会議等にも対応しています。
また、ＡＥＤを設置し、万が一の事
態にも備えております。
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福井県労福協は、福祉事業団体と連携し、
働く方々とその家族の皆様の「幸せの実現」に
向けて取り組みを進めています！！
労福協は労働組合と「ろうきん」・「こくみん共済coop（全労済）」・「福井県民生
協」が「ともに運動する主体」として運動を強化し、引き続き労働者自主福祉事業を幅
広く展開するための取り組みを進めています。
労福協は、福祉事業団体と連携をして、組合員とその家族の生活基盤の安定および豊
かな暮らしの実現に向け、取組んでまいります。

福井県労働者福祉協議会と連携している福祉事業団体

１６５名
収容の
大ホール

会員の皆様のライフイベントから生じるニーズ対して継続的にサポート
“ろうきん”は生活応援運動の一環と
して、「ローン見直し相談」を行って、
可処分所得の改善提案を行っています。
北陸ろうきん以外の金融機関でお借り
入れされたローンが対象で、借換えの
シミュレーションを行います。

皆さまから親しまれる
会館として、今後も利用
者目線に立った運営に
努めます。

“こくみん共済coop”は、自分にあっ
たライフプラン（保障計画や資金計画
などの生活設計）を計画実行すること
によって、保障の充実と家計支出の軽
減を図ります。

３F喫煙室

各種会議、講演、集会
などに是非ご利用くだ

全国労働者共済生活協同組合連合会

さい。
を設置し
ています

当会館は新型コロナウイルス
感染防止対策を実施しています。

福井市問屋町１丁目３５番地 ☎0776-26-1828
16

“県民せいきょう”は、組合員が力を
合わせて、組合員のくらしと健康を守
り向上させるため、出資金を持ち寄り、
利用･運営する協同の組織です。福井
県全域を対象とした地域購買生協とし
て1977年に創立しました。
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① ＜ろうきん＞と労働組合の関わりを知ろう！

知ってなっとく 使ってべんり

＜ろうきん＞は、はたらく仲間の夢と共感
を創造するために創られた日本で唯一の

<ろうきん>は、約70年前、労働組合と生活協同組合の皆様がお互いに助け
合うために生まれた金融機関です。<ろうきん>と労働組合・生活協同組合は
共に「組合員の経済的地位の向上」つまり、【組合員の幸せ】を願って活動する
団体なのです。
そして現在、<ろうきん>では「生活設計・生活応援・生活改善」の3つを柱と
した『生活応援運動』を展開し、組合員の皆様の「お金に関する悩み」の解決に
向けた取り組みを行っています。組合員の皆様にはこれまで以上に＜ろうきん＞
について理解を深めていただき、積極的に利用していただきたいと考えていま
す。
＜ろうきん＞は日本で唯一の福祉金融機関として、これまでもこれからも組合員
の暮らしを支え、快適で過ごしやすい環境づくりに寄与することを目的に活動し
ていきます。

福祉金融機関です。

非営利の金融機関だからこそ、
利用者のみなさんに寄り添った
商品やサービスがたくさんあります。
〈はたらくあなたの、いちばんそばに〉ある

【北陸ろうきん】を

より良いサービス・魅力ある商品の提供

①ろうきんの役割

〇適切な情報の提供・各種相談への対応

ろうきん運動を通して
問題解決

“もっと知って、ずっと使って”ください！
②労働組合の役割

★チェックポイント

〇働く人たちの生活の安心・安定

「生活応援運動」
〇職場の仲間が抱える諸問題への対応
〇企業の発展に寄与し組合員の生活向上

① ＜ろうきん＞と労働組合の関わりを知ろう！

世話役活動・共済活動

② 返済の負担を知って、ローンを見直してみよう！
③ 無駄な支出（ＡＴＭ利用手数料）を減らしてみよう！

＜ろうきん＞と労働組合が協働で取り組む生活応援運動とは？

④ iDeCo・つみたてＮＩＳＡを活用して、資産形成を始めよう！

●アンケートの実施 ●個別面談活動 ●お金に関するセミナーの開催 など
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③ 無駄な支出（ＡＴＭ利用手数料）を減らしてみよう！

② 返済の負担を知って、ローンを見直してみよう！

ろうきんのキャッシュカードなら、何回使っても手数料は全額すぐに還元！
給与振込口座としても最適！

・現在、ご利用中のローンの金利はご存知ですか？
・住宅ローンの固定金利特約期間が終わって金利や返済金額が上がっていませんか？

● コンビニＡＴＭなどを利用した際の

・金利の高いカードローンやクレジットのリボ払いを利用していませんか？

お引出し手数料を

全額キャッシュバック!
● 下記のコンビニATMは

24時間365日ご利用可能

ローンを見直すと、返済の負担が減るかもしれません！

「返済予定表」や「借入内容の分かる明細」をご用意ください。
無料で「借換シミュレーション」を作成できます♪

(ファミリー
マート）

≪ろうきん≫で見直した「相談事例紹介」

ATMの設置店により稼働時間が異なる場合がございます。
いただけない時間帯がございます。
また、一部設置していない店舗もございます。

-ろうきん「フリーローン借換プラン」で見直した場合-

◆クレジットカードのショッピング・リボ払いを≪ろうきん≫で見直した事例

④ iDeCo・つみたてＮＩＳＡを活用して資産形成を始めよう！

Ａさん（男性）
クレジットカードを複数所有しており、残高がなかなか減らないとのことで
今回、≪ろうきん≫にご相談いただきました。

商品名

Aカード

クレジット
リボ払い

120万円

20,000円

年15.0%

111回

約1,025千円

Ｂカード

クレジット
リボ払い

30万円

12,000円

年15.0%

30回

約61千円

Ｃカード

クレジット
リボ払い

20万円

12,000円

年15.0%

19回

約25千円

ショッピン
グ
分割払い
ショッピン
Eファイナン
グ
ス
分割払い

Dファイナン
ス

合

計

残

高

20万円

毎月返済金

10,000円

10万円

9,600円

200万円

63,600円

金

利

返済回数 総利息負担額
※概算

借入先

年12.0%
年8.5%

22回
11回

約23千円
約4千円
約1,138千円

iDeCo（個人型確定拠出年金）って？

金融機関

ろうきん

商品名

フリーローン
借換プラン

借入金額

200万円

返済回数

108回
（9年）

毎月返済金

（総利息負担
額）

21,988円

（約374千円）

金利

3.9

年

%

※上記シミュレーションは一例です。詳しくは最寄り
の〈ろうきん〉までお問い合わせください。

毎月の返済金が41,612円減少！また、総利息負担も約764,000円減少！
事例からもわかるように、「低金利のローンを利用する」「複数利用しない」ことが返済負担に大きく影響します。

すぐできる
借換診断

👇👇の項目に該当する方は一度、
返済シミュレーションを取得してみる価値ありです！
□ ローン返済が複数ある
□ 返済金の負担が大きいと感じる
□ 利用しているクレジットカードや
カードローンの金利が何％なのか不明

◎ろうきん以外の金融機関のローン（クレジット・
カードローン含む）の返済予定表をご持参のうえ
借換シミュレーションすると・・・

加入者が月々の掛金を拠出（積立）し、加入者自ら運用し、６０歳以
降に年金または一時金で受け取ることができる、国が定めた制度です。

３つの税制優遇！

① 積立の掛金が｢全額所得控除｣
② 「運用益」は非課税 ③ 受取時に税制優遇あり
※ 年金として受け取る場合には、公的年金等控除が、一時金として受け取る場合には、退職所得控除が適用されます。

つみたてNISAってどんな制度？
・購入した投資信託の売却時の値上り益と分配時の普通分配金にかかる税金が毎年の非課税投資枠
まで非課税になります。
・1年間に40万円まで20年間、新規に非課税で投資ができます。※40万円×20年＝最大800万円
・投資方法は、毎月一定額の積立投資になります。
・途中売却は、いつでも可能です。 ※売却分の非課税枠を再利用することはできません。

iDeCoとつみたてNISAを利用して、計画的な資産形成を！

クオカード
円分プレゼント！

●上記フリーローン借換プランの金利は2022年4月1日現在適用中です。また、無担保・変動金利で金利上昇がなかった場合の試算です。●保証料は当金庫が負担いたしま
す。●返済条件を変更された場合、別途手数料が必要となります。●ご相談内容により適用金利・返済金額等については変動します。また、審査の結果ご希望に添えない
場合もございます。詳しくはろうきんにお問い合わせください。●クオカードプレゼントキャンペーンは2023年3月31日までとなります。●借換前ローンの内容は、お客
様から実際にご提示された資料を参考にしております。●初回返済時、最終返済時の利息が日割りで異なりますので、誤差が生じます。
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システムメンテナンスなどにより、一部ご利用
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思い描くライフプランを実現するために、

お金と保障の関係を理解しましょう
2121001007

■保障の点検
貯蓄は三角、保障は四角って？
貯蓄と保障の大きな違いは、「もしものとき」にあります。「貯蓄」は何にでも使えるメリットがありますが、
少しずつ積み立てていくので急に発生した大きな損失はカバーできません。

「保障（共済・保険）」は急に大きな損失が発生してもカバーすることができます。

貯 蓄
教育費・住宅費・生活費（老後資金含む）があります。

人生に必要なお金を考えるとき、主な三大費用として、

保 障

貯蓄のイメージは右肩上がりの「三角形」

不足することなく
保障されます

貯めた金額までしか
利用できない

保障額

貯蓄額
貯蓄期間

共済金額

目標金額

この部分が
不足！

保障のイメージは安定した「四角形」

共済期間の始めから
必要な保障額を
準備できる

共済期間

保障には「貯蓄を守る」という機能があります。
※文部科学省
平成28年度「子どもの学習費調査」
※独立行政法人日本学生支援機構
「平成28年度学生生活調査結果」より

※総務省
「家計調査年報」平成30年平均結果の概要より

※住宅金融支援機構
「2017年度フラット35利用者調査報告」より

「保障って難しそう・・・」と思われている方も多いはず。でも、ご安心ください。
実は 保障の考え方はとってもシンプル なんです！

上手なお金の貯め方って？
こくみん共済 coop
公式キャラクター
ピットくん

貯蓄の基本は収入と支出のバランス！

支出が収入を上回ると、
家計は赤字になってしまいます！

計画的にお金を貯める

将来の
ライフイベント
に活用する

収入は急には
増えない
収入

この部分の見直しが大切！
年代・家族構成によって変わります

自分で準備する必要があるのは

この部分だけ！

ムダをなくして支出を抑える

共済・保険・貯蓄など

労働組合の保障
退職金・死亡弔慰金など

企業保障

保障を利用することで
貯蓄を取り崩さない

家計
(食費・光熱費・居住費等)

家計を保障の点検をおこなう
ことでムダをなくす

貯蓄
こくみん共済 coopが
お手伝いできるのは

万一のときに共済（保険）金が支払われることで、貯蓄を取り崩さずに済むからです。

支出

保障
(遺族・医療・家や車の保障)

支出を抑える方法として「保障の点検」を！

ココ！ 「保障の点検」は、公的保障や勤務先の企業・団体内保障をベースに考え、不足する部分を
私的保障で備えることで保障のムダをなくすことができます。
保障の点検をおこなうことで、その分のお金を貯蓄に回し、将来のイベントに備えることができます。
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社会保険等の「公的保障」と勤務先や労
働組合等の「企業・団体内保障」をベース
に不足する部分を「私的保障」でカバーし
ましょう。

社会保険制度・厚生年金・健康保険など

公的保障

企業・団体内保障

亡くなった場合・・・・・万一のことがあった場合は、残された家族は
「公的年金（遺族年金）」を受け取ることができます。

勤務先には「死亡退職金」などがあり、労働組合にも慶弔制度や団体
保障などがあります。自分の会社の福利厚生を知らない人も案外多い
はず。これを機会に１度確認しましょう。」

入院・通院した場合・・入院・通院する場合は「健康保険」があり、医療費
の自己負担は３割となります。
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■保障はいつ加入・見直しすればいいの？
保障への加入や点検・見直しは、日々の生活に追わ
れ、後回しになりがちです。
万一の場合の経済的リスクは、ライフステージによっ
て大きく変化するために、就業（起業）、結婚、子どもの
誕生、住まいやくるまの購入、転居、子どもの独立、転
職・退職、介護など、さまざまなライフイベントの発生時
に、保障についてしっかりと考えましょう。

■遺族保障
■障がい・就業不能保障

必要保障額

■介護保障
■老後保障

一般的な
ライフステージ

多様化する
ライフスタイル

■Point

就職
（起業）

独身

結婚

子どもの誕生

住宅の購入

■医療保障

子どもの独立

退職

老後

独身（一人）の家庭
子どもがいる家庭
夫婦二人の家庭

保障を考えるポイントは、家族で一緒に考えること！
夫婦は、お互いに自分たちの家庭や生活を守る責任があります。
お互いが加入している保障内容を知らないと、重複して保障に加入していたり、せっ
かく加入しているのに気がつかずに保障を受けられないことも。ぜひお互いの共済
（保険）証書を共有し、確認しましょう。
また、保障は「必要な時期」と「点検する時期」があるので、加入したらそのままに
せずライフステージにあわせて点検をおこないましょう。

ピットママ

ピットパパ

こくみん共済 coop 福井推進本部
（福井県労働者共済生活協同組合）
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食の安全とくらしの安心で組合員へのお役立ち
〈労福協からのお願い〉

食の安全とくらしの安心で組合員へのお役立ち

ハーツの特典割引

ご利用案内

特典
1

毎週水曜日は
ハーツ・ふく育応援デイ

特典
2

未就学児をお持ちの家庭又は妊婦さん、
ふく育プレミアム
パスポートをお持ちの方は、登録することで、毎週水曜日
はアプリにてクーポン配信をします。
（一部商品対象外）

県民せいきょうのお店「ハーツ」のこだわり商品

「不必要な添加物や有害な添加物を
使用しない」を基本に、
「安全性の確

ハーツ神中店

ハーツさばえ店

福井市木田3丁目2802番地
☎ 0776-34-8822 営業時間／9：30～21：30

ハーツ学園店

福井市学園2丁目9番22号
☎ 0776-22-0082 営業時間／9：30～22：00

鯖江市神中2丁目5番5号
☎ 0778-54-0082 営業時間／10：00～22：30
はなまるうどん●
８号線鯖江店

神中店

陸奥の里 さくら豚（青森県）

飼料づくりから繁殖、子牛の哺育、育成、
肥育まで徹底した一貫体制で育ててい
ます。

安全・安心・美味・健康を追求し、
SQF1000
取得指定農場においてこだわった飼料（麦・
ビタミン配合）
で大切に育てた健康豚です。

●ハニーみゆき店
●
ウラセ本社

●

ハーツたけふ店

九州黒牛（鹿児島県）

鯖江市小黒町2丁目901番地
☎ 0778-53-1182 営業時間／9：30～22：00

ファミリーマート
神中８号線店

者が明確で安心・安全なものを。魚は越前・三国・敦賀・小浜・高浜の各港
から朝水揚げされた鮮度抜群のものを品揃え。

福井市志比口2丁目11-13
☎ 0776-52-2282 営業時間／9：30～22：00

越前市芝原4丁目6番21号
☎ 0778-21-3982 営業時間／9：30～22：00

ハーツつるが店

ハーツ三方五湖店（レピア内）

敦賀市若葉町1丁目1610番地
☎ 0770-20-0082 営業時間／9：00～22：00

三方上中郡若狭町鳥浜49‒68
☎ 0770-45-3820 営業時間／9：30～19：30

ハーツわかさ店

小浜市遠敷9丁目501番地
☎ 0770-56-0382 営業時間／9：00～22：00

保」
「確かな品質」
「お買い求めやす
い価格の実現」をめざすコープ商品
を中心に品揃えしています。
また日用品については、環境に配慮
した商品を数多く品揃えしています。

黒酢寿司

お刺身の時間管理

福井県産コシヒカリ100％
と黒酢を使ったハーツオリ
ジナルのシャリです。主に
地元で獲れた新鮮な生ネ
タを使用しています。

ハーツでは、お刺身の製造
時間を明記し、時間管理を
行い、常に鮮度のよい商品
をお求めいただけます。

調理サービス
ハーツでは、お客様のご要
望に合わせて、鮮魚の調理
サービスを行っています。
※三枚下ろしまでは無料。
お刺身の場合は有料と
なっております。

宅配

の

くらしに便利な宅配もご利用ください
個人宅配

留守時でもOK！玄関先までお届けします！
！

●お一人でご利用できます。１軒ずつ玄関先（ご指定の

地場・産直の 旬の産地や味・鮮度の
野菜・果物 追求にこだわっています

ハーツ
オリジナル
商品

地元の生産者の顔が見える産直品を中心に品揃

商品を開発する際には、組合員の利用状

えしています。産直生産者による直売コーナー

況や寄せられる声、組合員モニターや組

「ファーマーズマーケット」を設置しています。

合員が参加する委員会での意見を参考に

2017年6月よりハーツはるえでは「きららの丘」

しています。ハーツオリジナル商品は、

コーナーを設置しました。

美味しくて安全・安心な商品です。

お問合せ

県民せいきょう（福井県民生活協同組合）
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個配手数料
１回

50円

すくすく便

●個配手数料は1回150円（税別）がかかります。商品配

税別

達がない週でも、個人宅配基本料として１回50円（税
別）がかかります。１回8,000円以上ご利用で無料。
●お留守の場合でも、お約束の場所にお届けいた
します。
ドライ・冷蔵・冷凍・青果と、商品の

地場メーカーを中心に
ハーツオリジナル商品を
開発しています

未就学児・妊娠中の方におすすめ

場所）までお届けいたします。

品温に合わせて仕分けしてお届けいたします。

個配手数料

150円
税別

65歳以上のみのご家庭や
要介護認定者・身障者がいるご家庭に

まごころ便

1人

利用
人数

グループ購入（2人以上利用）
ご指定先にお届けします！
！
ご近所・職場にまとめてお届けします
のでお気軽にご利用ください。重い物、
かさばる物もお約束の場所にお届け
いたします。

〒910-8557 福井市開発5丁目1603番地
TEL.0776-52-3300 FAX.0776-52-2030

宅配手数料

無料

個配手数料
１回

50円
税別

ハーツステーション
個人別に仕分けされていて、
お持ち帰りも便利です

手数料

無料

週に1度、お近くの「ステーション」で、注文した商品を
お受け取りいただきます。商品は1人分ずつ仕分けされて
いるのですぐに持って帰れます。

0120-016 -165
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せいきょう

安全・安心のコープ商品が
充実しています

鮮度にこだわった商品や福井県産を中心に提供しています。お肉では生産

ハーツ志比口店

８
号
線

せいきょう

産直のお肉とお魚

ハーツはるえ店

坂井市春江町随応寺25字-1
☎0776-51-5482 営業時間／9：30～21：30

店舗のご案内
ハーツ羽水店

食品
）
コープ商品（ 日用品

60歳以上の組合員の方は登録することで、毎週木曜日は
5倍ポントとなります。（一部商品対象外）

ハーツ
アプリ

食のこと、くらしのこと、組合員と地域の生活をお手伝いします

毎週木曜日は
シニアスマイルデイ

食の安全とくらしの安心で組合員へのお役立ち

普段の買い物や
食事づくりをお手伝いする

食の安全とくらしの安心で組合員へのお役立ち

くらしのサポート

昼食・夕食弁当宅配（配送料無料）
コープ
の
食事
宅配

介護食・医療食宅配

食事をつくる時間や買い物の手間も省けて便利な夕食
宅配。日替メニューで楽しい食卓をサポートします。

かむ力・飲み込む力が弱い方や食事制限が必要な
方に…

●献立は、毎週、毎日変わります

●冷蔵でお届け

●毎週月曜～土曜（一部月～金）のお届け
専任の栄養士が栄養バランスを考えた献立メニューを提案。
福井県民生協自主基準による安心の品質管理でお届けします。

※店舗からおよそ15分圏内

ハーツのお店からあなたのご自宅ま
で、お電話で注文いただいた商品
を午後１時～５時にお届けします。
（月～金）
※店舗からおよそ20分圏内

暮らし
の
支援

きらめきくらしのサポート

塩分が
カロリーや
計算された
付
週間献立表

移動店舗ハーツ便
中山間地を中心に日頃のお買い物
に不便を感じている方に生鮮品やお
惣菜、日用雑貨などをお届けします！
商品１点につき１１円（税込）
を手数
料（上限220円）としてご支援願います。

子育てのご家庭をサポートしてます。県民せいきょうの「ハーツきっず」をお気軽にご利用ください。
施設：ハーツきっずはるえ・羽水・学園・志比口・さばえ・たけふ

ひよこるーむ

子育てひろば

●産前産後の育児支援など

居宅介護支援
ケアマネージャーが
適切なサービスが利
用で きるよう、関 係
機関との連絡調整を
行います。

訪問介護

急用時など一時的に
お子さんをお預かり

保育園・幼稚園入園前の
お子さんに

子育ての先輩お母さんや、同じ年頃の
子供を持つお母さん方と交流したり情
報交換しながら、みんなで楽しく子育て
しましょう！楽しい子育て講座も盛りだ
くさん！

学校行事への参加、病院への通院、就
職活動等、一時的な預かりの対応を行
います。

保育園、幼稚園の入園前の準備として、
お友達との関わりの中で集団生活が出
来るように支援していきます。また、お
母さん達が定期的な曜日と時間にゆと
りをもてるよう支援していきます。

●対象：０歳～４歳未満までの

（ホームヘルプサービス）
ヘルパーがご自宅を
訪 問し、食 事・入 浴・
排泄などの身体介護
や、調理・洗濯などの
生活援助を行います。

施設への通いを中心
に 必 要 に 応じた 訪
問・宿 泊サービス が
ご利用できます。

介護保険以外のサービス

24時間の訪問介護、
看護サービスを受け
ることができます。

●対象：１歳～３歳児

●対象：２歳児

（４歳のお誕生月まで）

お子さんとその家族

（通所介護）

認知症対応型
デイサービス

認知症
グループホーム

福祉用具
販売レンタル

食事・入浴などの日常
生 活 場 の支 援 や、身
体機能が維持できる
ような機 能 訓練など
を日帰りで行います。

認知症高齢者に寄り
添 い、ご 本 人やご 家
族の負担を和らげる
ケアの提 供を行いま
す。

認知症になっても安 福祉用具の選定の援
心して自分らしい 暮 助、取り付け、調整を
らしを続けるために、 行います。
共同生活を通したケ
アの提供を行います。

●料金：有料（詳細はHPをご覧ください）

●時間：８時30分～17時30分（月～土）

●時間：10時～15時

●時間：毎週火・金曜日

（要登録要予約：利用日の3日前までに）

（施設によって異なります。
詳しくはＨＰをご覧ください）

９時～12時
各施設対応サービスの詳細はHPをご覧ください。

ＣＯ・ＯＰ共済

サービス付き
高齢者向け住宅
介 護スタッフや 看 護
スタッフが 生 活を見
守り、自分らしく暮ら
すことの できる「 高
齢者も家族も安心の
賃貸住宅」です。

相互の助け合い、くらしの中の危険による損失を補償する事を中心に、くらしの向上に役立ち、豊かな社会づくりの貢献を
めざしています。〈インターネットで加入手続きができます。〉

入院・手術・ケガなどを
幅広くサポート

生命保険に入院や
がんの保障をプラス

介護タクシー
歩行が困難な方や車
いすを利用している方
の移動をお手伝いす
るタクシーです。ヘル
パーの資格を持った運
転手がお手伝いします。

一生涯の保障で
セカンドライフも安心

終身生命・終身医療

ジュニア20コース、女性コースなど家

生命保険、入院特約・がん特約を組み

一生涯保障がつづく2つの終身共済で

族一人ひとりのニーズにあったコース

合せてお選びいただけます。

組合員とその家族をずっと守りつづ

をお選びいただけます。

デイサービス

（その年度の3歳のお誕生日を
迎えるお子様）

●料金：有料（詳細はHPをご覧ください）

お手頃な掛金で
くらしの保障を

現在９市全てに介護事業所きらめきがあります。

小規模多機能型 定期巡回・臨時対応型
居宅介護
訪問介護看護

こりするーむ ２歳児プレ保育

※ハーツきっずたけふのみ

高齢者介護

介護保険サービス

一時預かり

親同士交流しながら
楽しく子育て

※各サービスご利用を希望される場合、まずはコールセンターにお気軽にお問い合わせください。

さまざま介護の状況に
お応えします
お気軽にご相談ください

うさぎるーむ

●料金：無料

●掃除・洗濯・食事作りなどの家事
●花の水やり・庭の草取り・病院の順番待ち・話し相手

自立した暮らしをサポートする
有償の家事支援サービスです。

「子育てって楽しい」
「安心して子供を預け、心にゆとりができた」など、みんなが笑顔でいられるよう、保育士スタッフが

けます

風水害等給付金付火災共済
自然災害共済

ライフプランニング
（LPA）活動

火災・風水害・地震など、住まいとく

健康づくり・生きがいづくり・くらしの

らしを幅広くカバーする共済です

資金づくりを総合した人生設計の学習
活動を実施しています。

ハーツ店 内に「共 済
カウンター」を設置し
ています。
専門職員がおります
ので、お問い合わせ・
見直し相 談・申請 手
続き等、お 気 軽にお
立ち寄りください。

各施設対応サービスの詳細は県民せいきょうのＨＰをご覧ください。

お問合せ

県民せいきょう（福井県民生活協同組合）
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〒910-8557 福井市開発5丁目1603番地
TEL.0776-52-3300 FAX.0776-52-2030

0120-016 -165
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せいきょう

ハーツ各店では、高齢者の方や車での
来店が困難な方などに、無料送迎車を
運行しています。
（週1回（月～金））

●適切な栄養価・栄養バランス

買物代行
ハーツのおつかいさん

お買い物バス

買物
支援

●約2,200種類のメニュー

子育て支援

労福協新マスコット
キャラクター

労福協の理念

働くこと、くらし、こころの悩み相談を
無料で行っています。

すべての働く人の幸せと豊かさをめざして、
連帯・協同で安心・共生の福祉社会を作ります！！
『２０３０年ビジョン』のフレームワーク
労福協の原点、創業精神
～ 福祉はひとつ ～

労働者福祉運動とは
労働者が関与し、働く人たちの福祉
（幸せ）の実現に取り組んでいく運動

労働組合と労働者福祉事業団体が、組織
の枠を超えて、福祉の充実と生活向上を
めざすという一点で結集し、中央労福協
を結成。

労働者のための
福祉（対象）
未組織労働者だけ
ではなく、中小未
組織労働者、働き
たくても働けない
仲間たち、地域福
祉にも広がる。

これからも、加盟団体の結束を強めると
ともに、多様な団体や市民とそれぞれの
取り組み課題に応じて「目的と目標、実
現したい事柄で連携する」ことを大事に
していく。

労働者による
福祉（主体）
福祉の担い手も
多様化し、NPO
なども含む様々
な団体とのネッ
トワークで課題
解決に取組む。

2030年にめざす社会像
貧困や社会排除がなく、人と人とのつながりが大切にされ、平和で、安心
して働き暮らせる持続可能な社会

時代や社会の変化と１０年後を見据えて
深まる持続可能性の危機と改革の方向性
広がる格差と貧困
社会の分断
強ま る
自 己責任論
雇用の劣化と
家計負担の限界

これからの日本社会の課題への対応

富を公正に分かち合う社会へ

「助けて」と言える社会に
（雇用と社会保障、教育・住宅政策の連携）
生活保障の再構築

自然災害の多発と
自然と共生し、災害に強い社会へ
地球温暖化
民主主義の危機
依然として大きい
男女間格差

多様性を認め合う文化、
参加型民主主義が息づく社会へ

ジェンダー平等社会へ

14

福井県労働者福祉協議会では・・・

超 少 子 ・高 齢 ・
人口減少社会

家族で支えるから
「地域・社会で支え合う」へ

社会的孤立の
広がり

・持続可能な地域づくり
・人々が「支え合う」共生社会へ

急速な技術革新の
光 と影

技術は人間の幸せや豊かさ
のために

協同組合の
役割の発揮

・総合的な協同組合促進政策
・協同組合の横断的な連携

労働運動と協同組合
のパートナーシップ

・働きがいのある人間らしい
仕事の実現
・協同組合の促進

フリーダイヤルにお電話、またはメールにてご相談ください。相談員が電話で応じます。
メールは３日以内（土日祝日除く）に返信いたします。

相談者の希望により、弁護士または専門機関を紹介します。

はたらくことの悩みごと相談

福井県労使相談センター
0120-154-052
〔 丹 南 事 務 所 MAIL〕

soudan6029@cap.ocn.ne.jp
〔 嶺 南 事 務 所 MAIL〕

soudan6029@sage.ocn.ne.jp

平日 午前９時～午後５時まで

仕事でこころが悩んだら…

こころ支えるネットワーク
0120-556-291
平日 午前10時～午後4時30分まで

くらしの悩みごと相談

ライフサポートセンター福井
0120-629-417
〔MAIL〕lifesuppurt629@axel.ocn.ne.jp

平日 午前９時～午後５時まで
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