
組合名 名称 支給対象 支給区分 対象地域 支給金額 支給条件など
住宅基本手当 一律 13,000

既婚者 本支社勤務 11,500

独身者 本支社勤務 4,000

東京本社勤務者 9,000

大阪本社勤務者 3,000

賃貸家賃補助 本・支社勤務 賃貸住宅 （家賃－５万円）×０．２

東京 30,000

大阪 29,000

他本支社・地
方機関

28,000

首都圏 23,000

首都圏 17,000

首都圏以外 21,000

首都圏以外 16,000

世帯主 18,500

独身者 14,000

18,000

14,000

配偶者手当受給者 基礎額 26,000 支給対象は全ての社員

その他 基礎額 24,000

地域加算 首都圏 4,000

地域加算 近畿圏 2,000

賃貸加算 3,000

共同通信 第２家族手当 一律 8,000 その他に賃貸住宅補助制度
　本社に勤務する賃貸住居入居者
　35歳に達した月まで月20,000円

世帯主 借家 Ａ地域 37,500 Ａ地域＝本社（成田支局を含む）、
立川支局、横浜総局（川崎、湘南、
厚木支局を含む）、千葉支局（東葛
支局を含む）、浦和支局（川越支局
を含む）。

世帯主 借家 Ｂ地域 34,500 Ｂ地域＝大阪支社（東大阪、堺支局
を含む）、京都総局、神戸総局（阪
神、姫路支局を含む）、名古屋支社
（岡崎、豊橋支局は除く）。

世帯主 借家 Ｃ地域 32,500

独立生計者 借家 Ａ地域 32,500

独立生計者 借家 Ｂ地域 29,500

独立生計者 借家 Ｃ地域 27,500

世帯主 転勤借家 Ａ地域 58,300 単身赴任者を除く転勤者に３年間
支給。

世帯主 転勤借家 Ｂ地域 52,800 同上

住　宅　手　当

一律27,000円に左記の地域区分で
地域加算（支給金額欄の数字は地
域加算分を合算した数字）
入社1年目の社員に対し5,000円、2
年目から5年目の社員に対し3,000
円を増額支給（2014年から）

首都圏とは東京本社勤務者の他、
東京都（島しょ部は除く）、神奈川、
埼玉、千葉各献花に所在する支
局、及び関連事務所に勤務する者

扶養家族手当受給者

扶養家族手当非受給者

Ｃ地域＝Ａ、Ｂ以外の支社・総支
局。

扶養家族手当非受給者

扶養家族手当受給者

朝日

住宅家族補助

住宅地域補助

単身赴任以外の寮入居者と転勤家
賃補助受給者は除く。

毎日 住宅手当

配偶者、世帯、家族のいずれかの手当を受給し
ている人

上記以外

社宅など会社施設居住者はなし。

日経 住宅費補助

時事通信 住宅手当

読売 住宅手当

大阪読売 住宅手当

読売西部 住宅手当



組合名 名称 支給対象 支給区分 対象地域 支給金額 支給条件など
世帯主 転勤借家 Ｃ地域 48,700 同上

独立生計者 転勤借家 Ａ地域 45,300 同上

独立生計者 転勤借家 Ｂ地域 39,800 同上

独立生計者 転勤借家 Ｃ地域 35,700 同上

世帯主 持ち家 Ａ地域 31,960

世帯主 持ち家 Ｂ地域 30,960

世帯主 持ち家 Ｃ地域 30,300

独立生計者 持ち家 Ａ地域 21,500

独立生計者 持ち家 Ｂ地域 20,500

独立生計者 持ち家 Ｃ地域 19,830

非独立生計単身者 持ち家 全国一律 15,700

扶養手受給者 24,000

単身赴任手受給者 24,000

扶養手非受給者 20,000

寮・社宅等入居者 16,000

日刊工業 住宅手当 全員一律 18,000

手当A（世帯主） 東京・大阪 11,000

手当B（独身） 東京・大阪 7,500

手当A（世帯主） それ以外 10,000

手当B（独身） それ以外 7,000

世帯主 14,000

非世帯主 5,500

世帯主 18,000 社宅を除く。

自活独身 12,000

独身者 8,500

世帯主 14,000

準世帯主 9,000

独身者 6,800

世帯主 30,200

非世帯主 18,500

その他 15,400

有扶養 借家 46,850

有扶養 持ち家 41,700

無扶養 借家 41,700

無扶養 持ち家 38,450

①同一生計家族で2人以上会社に勤務し
ている場合、扶養義務者としての順位の
高いもの1人にのみ「世帯主」「非世帯主」
の月額を支給する
②「その他」とは、社宅、借り上げ社宅、支
社局に居住する者及び住宅補助、下宿補
助を受けている者並びに同一生計家族2
人以上で「世帯主」「非世帯主」の月額を
支給されないものをいう。

住宅手当は基準内。　※借家は賃
貸契約を伴うものとし、両親の元か
ら等の通勤は自家とする。

１．手当Ａ
イ）社員のうち配偶者があり、かつ主
たる生計者と認められる者。ただし、
社員同士の結婚者で会社都合によ
り別居中の者を除く。
ロ）社員のうち配偶者はないが、同
一世帯で直系血族、兄弟姉妹を扶
養している者
２．手当Ｂ
上記以外の社員

借り上げ社宅、支局等の会社施設
に入居する者およびこれに準ずる
扱いを受けている者には支払わな
い。

一律部分16,000円以上は基準外賃
金

室蘭民報 住宅手当

住宅手当釧路

東奥日報 住宅手当

東京 住宅手当

北海道 住宅手当

苫小牧民報 住宅手当

デーリー東北 住宅手当



組合名 名称 支給対象 支給区分 対象地域 支給金額 支給条件など
陸奥新報 住宅手当 正社員 5,000

秋田魁 なし

妻帯者 借家 40,000

妻帯者 持ち家 38,000

独身者 借家 34,500

独身者 持ち家 33,000

河北新報 なし 借り上げ社宅家賃補助

河北仙販 住宅手当 独立生計者 8,000

県外支社員 家賃の
80％

県内支社員 15,000

家族同伴 賃貸 東京・大阪 75% 上限100,000円

独身・単身 賃貸 80% 上限70,000円

家族同伴 賃貸 60% 上限50,000円

独身・単身 賃貸 60% 上限35,000円

家族帯同者 76,000×
30%

支給期間は満４５歳まで。

独身者 50,000×
30%

扶養対象の父母、弟妹と同居の独
身者や親子、兄弟間における賃借
などの特殊ケースは都度判断。
県警担当記者、県内総支局、東京・
大阪支社勤務者の住宅費補助はこ
の限りではない。

下野印刷 なし

記者・有扶 38,000

独身者 33,000

世帯赴任・参事 110,000

単身赴任・参事 80,000

独身者・参事 70,000

世帯・副参事 100,000

単身・副参事 70,000

独身・副参事 60,000

世帯主 4,000 独立生計者も含む。

他 2,500

千葉日報 住宅手当 一律 13,500

本人 8,000

扶養（配偶者分） 5,000

〃（一人につき） 4,000

報知 住宅費補助 一律 23,000

スポニチ 住宅手当 一律 20,000

日刊スポ東京 なし

世帯主 40,000

非世帯主 27,000

①社宅あるいは会社が契約した賃
貸住宅に住む場合②自宅通勤者－
－は除く。

前項①②非該当者に支給。ただし
異動のないものは独身者相当額の
半額

県内支社・支
局

東京・大阪

※嘱託も支給。世帯主は独立生計者を含
む。

県内および上
記以外

この他に家賃補助として４割、上限
70,000円

茨城 住宅費補助

全下野 住宅費補助

上毛 住宅手当

山形 住宅手当

福島民友 家賃補助

埼玉 住宅手当

神奈川 住宅手当

新聞協会 住宅手当



組合名 名称 支給対象 支給区分 対象地域 支給金額 支給条件など
有扶養 借家 7,400

有扶養 持ち家 6,400

独立生計者 5,400 女子既婚者も含む。

独身者（親同居） 4,400 夫婦当社勤務の妻も含む。

世帯主 東京 42,000

世帯主以外 東京 17,000

世帯主 関西 28,000

世帯主以外 関西 12,750

世帯主 中部 21,000

世帯主以外 中部 10,625

世帯主 その他地域 14,000

世帯主以外 その他地域 8,500

世帯主 27,500

準世帯主 25,500

非世帯主 15,500

世帯主 14,500

非世帯主 9,500

世帯主 28,650

非世帯主 26,650

有扶養 16,000

他 14,500

世帯主 借家 38,000

世帯主 上記以外 36,000

有扶養 社宅・寮 36,000

無扶養 社宅・寮 33,000

非世帯主 27,000

有扶養 32,200 基準内

無扶養 24,500

世帯主 12,000

非世帯主 8,000

有扶養 14,000

無扶養 11,000

世帯主 33,000 基準外

非世帯主 22,000

50歳以上 3,000

全中部経済 なし

伊勢 住宅手当 自宅通勤不可の者 35,000 但し家賃の70%を上限

社宅利用者 14,000 他に社宅利用補助6,000円

独身者 24,000

非世帯主 24,000 社宅利用者、独身者を除く。

世帯主 31,500

京都開発 なし

京都企画事業 なし

化学工業 住宅手当

建設通信 住宅手当

建設工業 住宅手当

新潟日報 住宅手当

信濃毎日 住宅手当

独身者のアパート代補助（電気、水
道、ガス、電話）

長野日報 住宅手当

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｲﾑｽﾞ 住宅費補助

朝日学生 住宅手当

日経メディア 住宅手当

北日本 住宅手当

福井 住宅手当

京都 厚生手当



組合名 名称 支給対象 支給区分 対象地域 支給金額 支給条件など
有配偶者 30,000

単身、被扶養者 23,000

日刊スポ西日 なし

日刊運輸 なし

一律 5,000

県外移住独身者 12,000

基本額 32,700

Ａ地区 9,100

Ｂ地区 2,000

Ｃ地区 1,500

Ｄ地区 基本額の
み

山陽 なし 2010年10月廃止

有扶養 その他 施設利用者

25歳未満 51,000 35,000 30,000

25歳～29歳 54,000 38,000 33,000

30歳～34歳 66,000 43,000 38,000

35歳～39歳 78,000 51,500 46,500

40歳～44歳 89,000 58,500 53,500

45歳～49歳 91,000 61,500 56,500

50歳～54歳 80,000 55,000 50,000

55歳 70,000 51,000 46,000

56歳 67,000 48,000 43,000

57歳 64,000 45,000 40,000

58歳 61,000 42,000 37,000

59歳 58,000 39,000 34,000

有扶養者 21,000

その他 16,000

世帯主 28,800 基準外

独立生計者 21,500

親元通勤者 14,500

世帯主 持ち家 東京 32,300

独立生計者 持ち家 東京 26,100

親元通勤者 持ち家 東京 20,100

社宅・寮 東京 14,500 社宅実費にプラス

世帯主 転勤借家 県内 65,000

世帯主 転勤借家 県外 70,000

独身者 転勤借家 県内 55,000

勤務地に応じて右の額を基本額
に加算する

Ａ地区（東京支社・ＤＳ東京本部・Ｄ
Ｓプレスセンター）
Ｂ地区（大阪支社・阪神総局・阪神
製作センター・ＤＳ広島本部・ＤＳ名
古屋駐在・ＤＳ福岡駐在）
Ｃ地区（阪神総局を除く県下の支社
総支局・ＤＳ高松駐在）
Ｄ地区（神戸本社・製作センター）
※①扶養家族がある場合には＋
5,000円
　②東京転勤者には発令から5年
間、単身者の場合月額35,000円、
家族帯同の場合は同55,000円を厚
生手当に加算。借り上げ社宅、単身
赴任者住宅に入居する場合は除
く。

2009年4月から従前の福祉給付金と
住宅手当の要素を併せ持った手当
として親切。4月1日現在の年齢給を
基準として支給。

京都折込 住宅手当

奈良 住宅手当

愛媛 住宅手当

神戸デイリー 厚生手当

中国 厚生手当

山陰中央 住宅手当



組合名 名称 支給対象 支給区分 対象地域 支給金額 支給条件など
独身者 転勤借家 県外 60,000

全徳島 なし 住宅手当はないが厚生手当として
本年度本俸と等級手当の合計の
11％を支給。

有扶養 ２キロ未満 26,800 注１）社宅に入れない者に支給。

有扶養 ２～８キロ未満 23,300

有扶養 ８キロ以上 19,800

独立生計者 ２キロ未満 23,800

独立生計者 ２～８キロ未満 20,300

独立生計者 ８キロ以上 16,800

支社局員・有扶養 26,800

有扶養 28,850

無扶養 18,750

単身者 4,000

妻帯者 6,000

県内 55,000

福岡 65,000

大阪 95,000

東京 105,000

長崎 住宅手当 一律 14,300

大分合同 通勤住宅手当 一律 46,000 通勤、住宅合わせて一律。

妻帯者 本社 18,720 基準外

単身者 本社 16,020

妻帯者 県内支社局 20,070

単身者 県内支社局 17,370

東京 22,320

大阪 21,420

福岡 20,520

南日本 住宅手当 一律 10,000

南海日日 住宅手当 一律 15,000

琉球新報 住宅手当 一律 6,500

沖縄タイムス 住宅手当 一律 9,000

世帯主 道外 26,500

世帯主 道内 25,500

独身者 道外 18,850

独身者 17,850

有扶養 39,500

他 25,500

妻帯 19,500

独身者 14,500

借り上げ社宅
家賃限度額

住宅手当が原則として生態主を対
象とする。社屋、社宅居住者には原
則として支給しないが、支社局勤務
者のうち、持ち家のある者と単身赴
任者には単身独立生計者の８キロ
以上の区分を適用する。

県外支社現地採用

県外支社 一律家賃の１／６

県内支社・支局員の家賃については家賃
から住宅手当を差し引いた額の３/４を会
社負担とし、１/４を本人負担とする。

高知 住宅手当

宮崎日日 住宅手当

道新スポーツ 住宅手当

四国 住宅手当

住宅手当佐賀

福島民報 住宅手当

山梨 住宅手当



組合名 名称 支給対象 支給区分 対象地域 支給金額 支給条件など
世帯主 17,000

独身者 8,500

既婚 10,000

未婚 7,000

日本海 住宅手当 一律 1,500

熊本日日 生活手当 一律 21,150

岐阜 住宅手当

北国 住宅手当


