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共済金の
迅速な支払い
に向けて

立川バス労働組合

2019 年 8 月
制度改定

こくみん共済が
新しくなりました

全労済から「こくみん共済 coop 」
へ

東京推進本部
（東京労働者共済生活協同組合）

たすけあいから生まれた保障の生協です。
「こくみん共済 coop 」
は営利を目的としない保障の生
協として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、
組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献するこ
とを目的としています。
この趣旨に賛同いただき、
出資金
を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合
員となることで各種共済制度をご利用いただけます。

本誌『労済だよりTokyo』は主に
こくみん共済 coop の協力団体向け
に発行されている情報誌です。

協力団体を訪問

立川バス労働組合

独自ルールで共済活動を推進
共済金の請求で成果
来年、設立70周年を迎える立川バス労働組合は、独自のルールを設けて熱心に共済活動に
取り組んでいます。組合活動の代表的な取り組み、共済金の請求で努力している点などについ
て、執行委員長の土岐雅人さん、書記長の佐藤太史さん、書記の畑奈都子さんに伺いました。

執行委員長

土岐雅人さん

書記長

佐藤太史さん
書記

畑奈都子さん

東京・多摩で
路線バス、
高速バスなどを運行
立川バス株式会社は1929年からバ
スの運行事業を展開している歴史ある

執行部は本部8人と本社分会1人、

際には、団体生命共済（50口）
と交通

2つの支部に5人ずつで計19人。春闘

災害共済（10口）
を併せた団体セッ
ト共

前と春闘後、秋闘前には職場集会を開

済に一律加入し、結婚したら配偶者も

き、組合員の団結を強めています。

両共済に加入しています。

会社です。高速バス、貸し切りバスの

「路線バスの運行という仕事柄、全

「一律加入する保障制度、更新の時

運行も手掛けるほか、本社ビルなど３棟

員が一度に集まることはできないので、

期などを定めた立川バス労組独自の

のビルを持ち、不動産業にも力を注いで

各支部で職場集会を3日間開き、その

ルールを作り、それをまとめた
『共済取組

います。

いずれかの日に必ず出席してもらうように

みの手引き』
をこくみん共済 coopの担当

従業員数は約600人で、管理職を

しています。これは立川バス労組の昔

者に作ってもらって共有化しています」
と

除く約490人が立川バス労働組合に加

からの伝統です」
と書記長の佐藤太史

佐藤さん。毎年春と秋には各支部で3

入しています。女性の組合員数は約30

さん。組合員としての義務と権利がしっ

日間、休憩室で相談窓口を開いて団体

人。そのうち6人が運転士として活躍し

かり根付いており、毎回、活発な討議

セッ
ト共済の加入促進活動を行っていま

ています。組合員の平均年齢は47歳

がなされています。

す。このほか毎月1回、相談窓口を開き、

と、やや高めですが、青年女性部会が

保障の点検・見直しや共済金請求にか

役員による 声かけ で
共済金の請求もれを防ぐ

かわる相談などを受け付けています。

を流して交流しています。また、毎年開

立川バス労組は各支部の厚生部長

があります。それは共済金の請求もれを

催されるバスハイクには組合員家族も参

を中心に、共済活動に熱心に取り組ん

加して楽しい時間を過ごします。

でいます。新入社員が組合に加入する

中心となって春闘前に開催するボウリン
グ大会には多くの組合員が参加し、汗

さらに、日常的に取り組んでいる活動
防ぐための 声かけ です。
「組合員が共済金の請求を忘れてい

立川バス本社ビルの「立川バスライ
ブラリー」。立川バスオリジナルの

団体セット共済のご案内やひと目で分かる一律
全員加入保障内容一覧などのツール

グッズや資料が展示されています。

つつじが咲くけやき並木の立川
駅前を走る 赤いライン が目印
の立川バス。市民の大切な日常
の足になっています。

立川バス労働組合 執行部の皆さま
左から書記長の佐藤太史さん、執行委員長の土岐雅人
さん、
書記の畑奈都子さん

たり、自分が加入している共済制度では

われるので、
「助かった」
「加入していてよ

を守ることにつながります」
と執行委員

請求できないと思い込んでいる場合もあ

かった」
という声が聞かれるそうです。

長の土岐雅人さん。

るので、自分や家族がけがをしたり、何

一方、組合役員には、病気やけがで

可処分所得を上げて
組合員と家族の
生活を守る

休んだ組合員がいたり、家族がけがを

立川バス労組では、請求もれがない

行うことで可処分所得を上げて、組合

したといったことを耳にしたら、どういう状

ように 声かけ ができる役員を増やした

員とその家族が安心して暮らせるように

況だったかを聞き、その組合員が加入

いと、今年5月に
「全労済拡大セミナー」

したい」
と佐藤さんは話します。

している保障制度を調べて速やかに共

を開催しました。共済活動の中心となっ

済金の請求手続きを促すように、と話し

ている各支部の厚生部長や書記長だ

ているそうです。

けでなく、青年女性部長にも今回初め

個々の組合員に合った
保障制度の提案を

それが可能であるのは、役員が組合

て参加してもらい、団体生命共済を補

こくみん共済 coopに望むものとして、

員との交流の場を多く持ち、個々の組合

う各種保障制度の内容、どういう場合

「団体生命共済を補うために、個々の

員の状況や家族構成などを把握してい

に共済金が支払われるかなどについ

組合員に合った保障制度をもっと積極

るからです。こうした努力もあり、昨年1

て、こくみん共済 coopの担当者から

的に提案してほしい」
と佐藤さん。共済

年間で共済金の請求件数は80件近く

しっかり学んでもらったそうです。

金の請求用紙をもっとわかりやすいもの

かあったときは、まず支部の役員に話を
してくださいと伝えています」(佐藤さん)。

にのぼりました。内訳は、組合員や家族

「組合員全員が入社して3 年間、も

のけがや睡眠時無呼吸症候群の検査

しくは40 歳になるまで、青年女性部に

入院に対する共済金請求が多かったそ

加入します。青年女性部長は新人と

うです。

長くつきあうことになるので、共済制度

「事故や病気で不安になっている組

バスの運転士には転職者が多く、以
前の職場でこくみん共済 coop 以外の
保障制度に加入している人もいます。
「そうした場合、保障の点検・見直しを

にしてほしいとの要望も出されました。

についてしっかり学んでもらうことにしまし

合員が早く安心できるよう、こくみん共済

た。それによって組合員への 声かけ

coopへの速やかな連絡を心がけていま

がもっと活発になり、請求もれをなくして

す」
と話す書記の畑奈都子さん。請求

きちんと共済金が支払われれば可処分

書類を提出するとすぐに共済金が支払

所得が増えて、組合員と家族の生活

こくみん共済 coop
東京推進本部多摩支所
多摩西地区

鶴見

勇輝 職員

共済金の迅速な支払い
に向けて
2004 年６月総合審査センター（現 : 共済金センター）設立以降、共済金請求書類の
簡素化や共済金支払部門の再編などをおこない、共済金支払いまでの日数を短縮してきました。
速やかに共済金をお支払いするためには、請求受付段階での請求事由の確認や必要な請求書類の
案内・提出などが重要となってきますので、窓口となる協力団体（労働組合）の協力が不可欠です。
そこで、本号では、請求件数が多い生命系共済の

共済金請求の流れや請求受付時の注意点を紹介します。
迅速な共済金支払いには請求受付時の確認が重要となります。受付窓口となる協力団体（労働組合）
にはご協力をお願いします。また、代表的な 忘れがちな請求事由 を記載いたしますので、参考にし
てください。組合員の万一のときに適切な案内をすることで信頼関係を構築していきましょう。

共済金請求の
流れ

事由発生

組合員

ここを短縮していただけると迅速な
共済金のお支払い につながります

必要書類の確認

請求書類提出

請求書類の確認

協力団体（労働組合）

請求書類提出

請求書類のチェック

推進担当職員

こくみん共済 coop
推進本部（支所）

請求書類受領

こくみん共済 coop
共済金センター
３営業日以内
（目安）

※共済金給付について断定的な発言は禁止
共済金請求ができるかなと思ったら、まずは
こくみん共済 coop（推進担当職員）へ相談してく
ださい。請求に必要な書類などをご案内します。
組合員から入院や手術などの予定を聞いたら、
ADVICE 詳しく内容を確認しましょう。

共済金お支払い

組合員
1

共済金請求の
流れ
①
請求できるのでは、と思っ
たら積極的に声をかけよう。

共済金の請求受付と確認
組合員から共済金請求（入院・手術・死亡など）に関する報告・
相談がありましたら、主につぎの内容を確認しましょう。

請求受付時の確認内容

■
□ 請求原因（病気、けが、交通事故など）
組合員

■
□ 請求内容（入院、通院、手術、死亡など）
■
□ 傷病名
■
□ 入院期間
■
□ 通院日数

協力団体
（労働組合）

推進担当職員

こくみん共済 coop
推進本部（支所）

こくみん共済 coop の推進担当職員へ聴きとった内容を連絡し、共
済金請求に必要な書類を確認のうえ、組合員へ必要な書類などを
案内します。

ADVICE

組合員から共済金請求を受けた場合は保障
内容の確認も重要となります。組合員が加
入している共済を確認し、
「共済金請求の
手引き」を参照してください。

入院や手術の請求書類が簡素化されました
手術請求のみの場合、これまでは 診断書 の提出が必要でしたが、
診療報酬明細書
（写）で請求できるようになるなど、
簡素化されました。

こくみん共済 coop
共済金センター

組合員

※
【領収書（写）
】の提出が必要な場合が
あります。

協力団体（労働組合）の対応で良かったこと
ADVICE
退職した方の場合、

共済金センター
（
0120-580-699）

または最寄りの共済ショップに
お問い合わせください。

組合員情報の連携で
迅速な共済金支払いにつながった
共済金を支払うために組合員本人への確認や病院等への
照会が必要となる場合があります。
しかし、協力団体において請求受付時に組合員から請求内容に関する情報
を確認しており、こくみん共済 coop へ連携いただいたことで、組合員本人
へ確認がなくても、迅速な共済金支払いにつながったケースがあります。
（共済金センター担当者より）
2

共済金請求の
流れ
②

請求書類の確認

書類の不備を低減し、迅速
な給付につなげよう。

組合員

不備をなくすために
協力団体（労働組合）にお願いしたいこと

協力団体
（労働組合）

入院や手術の共済金請求時の提出書類が簡素化されたことにより、
お手続きがしやすくなった一方で、以下のような不備が増えています。
不備がないよう下記のことをチェックしてください。

■
□ 請求に必要な書類が揃っているか
• 共済金請求書
• 入院・手術等治療証明書（診断書）

推進担当職員

• 領収書（ 全日数分揃っているか 組合員にご確認ください。）etc
ADVICE

こくみん共済 coop
推進本部（支所）

請求事由毎に必要な書類が異なりますので、詳しくは
「共済金請求の手引き」を参照してください。

■
□ 協力団体（労働組合）の押印をしているか
■
□ 不慮の事故もしくは交通事故による共済金請求の場合、

こくみん共済 coop
共済金センター

組合員

共済金請求書Ｃ欄の記載が漏れていないか

押印

C欄

協力団体（労働組合）の対応で良かったこと
遺族間の調整役を担い、
迅速な共済金支払いにつながった
死亡共済金は、遺族の生活等の保障の観点から、契約規定
において受取人の順位が定められています。
しかし、受取人順位の確定が難しいケースがありました。その時は、遺族
との話し合いの場で協力団体の役員に協力いただき、迅速な支払いがで
きました。
（共済金センター担当者より）
3

共済金請求の
流れ
③

共済金のお支払い

組合員へ共済金が支払われ
ているか、確認しよう。

共済金センターの様子

組合員

協力団体
（労働組合）

共済金を迅速に支払うことにより、
共済金センターには、組合員からたくさんの
感謝の声が届いています。

推進担当職員

書記

こくみん共済 coop
推進本部（支所）
こくみん共済 coop
共済金センター

組合員

３営業日以内
（目安）

組合員

全労済は、２０１９年６月からさらに「たすけあいの輪」を広げ、より多くの方に生
活の安心をお届けするため、
新しい愛称を「こくみん共済 coop」と定めました。
組合員の喜びや安心を実現するために、協力団体と培ってきた労働者自主福祉運
動による事業と運動をさらに強化・発展させ、協力団体（労働組合）とともに進
化を続けていきます。

監修

塚原

哲

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

CFP ® 認定者
生活経済研究所長野 所長 投資助言・代理業
登録番号 関東財務局長
（金商）
第 629 号

4

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、2012 年日本 FP 協会・関東副ブロック長、2014 年日本 FP 協会
評議員を歴任。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。

多くある忘れがちな請求事由 もう一度確認しましょう。
骨折や脱臼などに
よるけが

● 骨折等諸費用サポート共済金

（こくみん共済 こども保障タイプ・キッズタイプ・キッズワイドタイプ ）

骨折等諸費用サポート共済金とは、こくみん共済 こども保障タイプ・キッズタイプ・
キッズワイドタイプの保障のーつで、
①骨折②腱の断裂③関節の脱臼の場合にお支払
いする共済金です。
※不慮の事故または交通事故以外を直接の原因としない場合はお支払いできませ
ん。たとえば「病的骨折」や「反復性脱臼」等という傷病名の場合にはお支払い対
象とはなりません。小さいお子さまがよくなる肘内障も対象となります。この共済に
ご加入の組合員のお子さまがけがをされたという情報があれば、骨折等諸費用サポー
ト共済金が対象となるか確認すべきでしょう。

診療報酬点数
１,４００点以上の手術

● 新手術共済金（団体生命共済）
団体生命共済の新手術特約の対象となる手
術は公的医療保険制度に適用される手術を
受けたときです。肩桃腺の手術も対象となり
ます。( 一部対象外の手術もあります。) 一
方で、手術を受けた組合員の中には診療報
酬点数が低いため、対象にならないと思われ
る方も多くいらっしゃいます。組合員より手
術を受けたと聞いたら注意が必要です。

四肢の打撲や
捻挫などによる整骨院
（柔道整復師）への通院

・交通災害共済）
● 通院共済金（こくみん共済（一部）
交通事故による通院（こくみん共済（一部）
・交通災害共済）や不慮の事故による
通院（こくみん共済（一部）
）をしたときに対象となります。
契約規定では、通院の定義として「医師による治療が必要であり、かつ病院または
診療所に通うことにより治療を受けることをいいます」と定めています。ただし、四
肢の打撲や捻挫などにより整骨院（柔道整復師）へ通院した場合に限り、病院・
診療所に準じて共済金のお支払い対象となります。

駅改札内での
けがによる入通院

● 入院共済金、通院共済金（交通災害共済）
● 交通災害入院共済金
● 交通災害通院共済金（こくみん共済（一部））
駅改札内での転倒（不慮の事故）によって怪我をした場合は交通事故の扱いとなり
ます。したがって、交通災害共済の対象事由となります。組合員からすれば、交通
災害共済の対象となるのは、自動車や自転車による不慮の事故のみと思われている
場合が多いため、必要に応じて組合員に周知しましょう。

５

保存版

スムーズな共済金請求のために

あなたの組合の

支所
名前

推進担当職員は

連絡先
推進担当職員の名刺をお貼りください

1 病気・けがによるご請求
例えばこんなとき、ご連絡ください。

病気やけがでの
手術

病気やけがでの
入院

死亡

こくみん共済 coop 推進担当職員または各支所へご連絡ください。

2 火災・自然災害などの住宅被害によるご請求

火災や自然災害により、住宅被害を受けた場合の共済金請求のお手続きについてご案内します。
例えばこんなとき、ご連絡ください。

火災

落雷

暴風雨

降ひょう

地震

盗難

こくみん共済 coop 推進担当職員または各支所へご連絡ください。

3 自動車事故による請求
自動車事故を起こされたときや受けて
しまったときの共済金請求のお手続き
についてご案内します。

マイカー共済事故受付センター
オハヤク

ツーホー

0120-0889-24
受付時間 24 時間 365 日

事故受付

ロードサービス

0120-0889-24
２４時間３６５日

0120-889-376
２４時間３６５日

故 障 など の
車のトラブル
解決は
こちらまで

※ IP 電話等、フリーダイヤルをご利用いただけない
場合は、
下記までご連絡をお願いします。
☎03-6628-4600（有料）

※ 自賠責共済のみの加入の場合は、加入時にお渡
しする「自賠責共済のしおり」に記載している最寄
りの「損調サービスセンター」にご連絡ください。

「組合員・生活者の声」
を活かし、さらにお役立ちへ

が

2019年8月

制度改定

新しくなりました！

こくみん共済 coop
公式キャラクター
ピットくん

新しいこくみん共済は加入できる条件を拡げ、より手頃な掛金で加入できるよう改定

改定
制度
ト
ポイン
が
こ
こ

し
「みんなの安心」の裾野を拡大しました。また、みんなのお役に立つことを目的に
「組合員・生活者の声」を活かした保障改善を行いました。

新しい

健康保険でカバーできない差額ベッド代や
食事代などの費用をサポート！

10,000 円
最高 1,000 万円

入院日額
先進医療

こども保障タイプ
が登場

（改定前 6,000 円）

入院したとき

※医療保障タイプ
（２口）
の場合

入院日額

5,000 円

先進医療は健康保険の対象外です。高額なものも多いため、治療
に専念できるよう、これまでの最高 600 万円から最高 1,000 万
円にアップしました。

すべての保障タイプで

日帰り入院から保障

すべての保障タイプで

＋

個人賠償保障
月々 200 円プラスで
最高 1 億円の損害賠償を保障

「こども保障タイプ」
「終身医療タイプ」
「シニア医療タイプ」で

新規加入年齢の引き上げや、健康に不安がある
方向けのタイプ（加入引受基準緩和型）
を新設

5,000 円

各タイプに
セットできる

放射線治療を受けたとき

シニアの方にも 65 歳からの加入を応援！

入院時諸費用サポート日額

育児相談や学習相談など
無料相談 WEB サポート開設

相談
無料

放射線治療を
新設

加入できる方の
範囲を拡大

10,000 円

放射線治療共済金をお支払いします。

各タイプ単独加入も可能です

新しいこくみん共済はご家族の年齢やニーズに合わせた、幅広い保障をお届けします。

おとなの
トータル保障

加入できる方

満18歳〜満 64歳の健康な方

満 60歳以降にご加入の方は、総合保障 60歳タイプ、
医療保障 60歳タイプ（保障期間満 60歳〜満 65歳）
の保障内容になります。

日帰り入院から重度障がい・死亡まで幅広く備える
月々の
掛金▶

保障期間▶

保障内容

入院

日帰り入院も保障

1日目から最高180日分

通院

1日目から最高90日分

障がい

3級の一部〜14級

重度障がいの状態が継続したとき
死亡・重度の障がい
1級・2級と、3級の一部

交通事故
不慮の事故
病気等
交通事故
交通事故
不慮の事故等
6ヵ月間生存のとき

交通事故
不慮の事故等
病気等

日帰り入院から手術・先進医療まで幅広く備える

1,800円

満18歳

〜

満60歳

個人賠償プラスは、単独での加入はできません。

〜

満65歳

（総合保障タイプ2口） （総合保障60歳タイプ2口）

日額 4,000 円
5,000 円
日額 3,000 円
3,000 円
日額 2,000 円
日額 1,500 円
日額 1,000 円
日額 1,000 円
540 万円〜24万円 135万円〜6万円
360 万円〜16万円
90 万円〜4万円
400 万円
100 万円
1,200 万円
300 万円
800 万円
200 万円
400 万円
100 万円
日額

日額

※満65歳 以降は最高満85歳の契約満了日まで 保障がつづきます。保障内容は変わります。

月々の
掛金▶

保障期間▶

保障内容

入院

1日目から最高180日分

日帰り入院も保障

交通事故・
不慮の事故・病気等

先進医療

満18歳

日額

放射線治療
通院

1日目から最高90日分

1,000 万円

診療報酬点数が算定された放射線治療等
交通事故を除く不慮の事故による
通院は通算して14日以上の通院を
した場合が保障の対象となります。

死亡・重度の障がい
1級・2級と、3級の一部

満60歳

10,000 円

診療報酬点数1,400点以上が算定された手術等

（60日に1回を限度）

〜

交通事故・
不慮の事故

交通事故・
不慮の事故等・病気等

〜

満65歳

（医療保障タイプ2口） （医療保障60歳タイプ2口）

最高

入院・外来を問わず、共済金額を限度に技術料実額

手術

2,300円

日額

日額
最高

6,000 円
500 万円

6万円

3万円

6万円

3万円

2,000 円
50万円

20万円

※満65歳 以降は最高満80歳の契約満了日まで 保障がつづきます。保障内容は変わります。

お子さまの保障

加入できる方

0 歳〜満 17歳の健康な方
を応援する
「あなた」
子育て中の

０歳から加入できるお子さまの保障
月々の
掛金▶

1,200円

保障期間▶

保障内容

入院

入院時諸費用サポート

日帰り入院も保障
1日目から最高365日分

入院共済金が支払われる場合プラスしてお支払いします。

手術

日額 5,000円

入院保障は

5万円
5万円
外来 2.5万円
5万円
日額 2,000 円
300 万円
10 万円
90 万円〜4万円
200 万円
100 万円

交通事故・不慮の事故

入院中

交通事故・不慮の事故等

扶養者である契約者の死亡・重度障がい

病気等（免責1年）
交通事故・不慮の事故等

3級の一部〜14級

交通事故・不慮の事故等

1級・2級と、3級の一部

病気等

シニアの保障

入院

交通事故・
不慮の事故

日帰り入院も保障

1日目から最高180日分

病気等

障がい 3級の一部〜14級
死亡・重度の障がい

90 万円〜4万円

交通事故・
不慮の事故等

170 万円

1級・2級と、3級の一部

手術

交通事故・
不慮の事故・病気等

日帰り入院も保障

満65歳〜満70歳

日額

診療報酬点数1,400点以上が算定された手術等

放射線治療

（60日に1回を限度） 診療報酬点数が

障がい 3級の一部〜14級

算定された放射線治療等
交通事故・
不慮の事故等

1級・2級と、3級の一部

2,500 円
1万円
1万円

36万円〜1.6万円

50万円
10万円

交通事故・
不慮の事故等

死亡・重度の障がい

※満70歳以降は最高満85歳の契約満了日まで保障がつづきます。
保障内容は変わります。

2,000円

保障期間▶

保障内容

入院 1日目から
最高180日分

70 万円

病気等

口）
に継続できます。②手続きがない場合には、医療（1 口）
に自動移行し
ます。詳しくは満18 歳の契約満了時にご案内します。

月々の
掛金▶

1,500 円

交通事故・
不慮の事故等

①満18 歳以降は健康状態にかかわらず医療（2 口）
・終身医療・総合（2

６５歳からの病気とけがの医療保障

満65歳〜満70歳

日額

育児の悩みから進路相談まで、子育て・教育のエキスパートがメール
で直接お答えします。いざというときに相談できる、子育てに関する
WEB相談サービスです。

満65歳〜満 69歳の健康な方

2,000円

保障期間▶

保障内容

こども保障タイプにご加入いただいた方に
ご利用いただけるサポートサービスがスタート。

加入できる方

６５歳からの入院から死亡までの総合保障
月々の
掛金▶

相談
無料

1

放射線治療 （60日に1回を限度） 診療報酬点数が算定された放射線治療等
交通事故・不慮の事故
通院 1日目から最高90日分

死亡・重度の障がい

子どもの入院・けがの際の治療代以外の
経済的リスクなどをカバーします。

日額 5,000円 日額 万円

診療報酬点数1,400点以上が算定された手術等

障がい

入院時諸費用サポート

0歳〜満18歳

交通事故・不慮の事故・
病気等

骨折・腱の断裂・関節の脱臼

2つのポイント

病気等

※満70歳以降は最高満80歳の契約満了日まで保障がつづきます。
保障内容は変わります。

一生涯の医療保障とけがの保障に
加入時の掛金そのままで一生涯の医療保障
▶

月々の掛金

加入年齢（満）
、性別により決まります。
更新による掛金アップはありません。
（例：40歳の男性2,700円・女性2,520円）

加入できる方▶ 満15歳〜満80 歳の健康な方
保障期間・
掛金払込期間▶ 終身（一生涯保障）
主な保障内容▶ 先進医療

（入院・外来問わず）

入院
手術

1日目から最高60日分

最高1,000万円
日額5,000円
5万円

健康状態にかかわらず加入できるけがの保障

掛金例（月払い）
加入年齢

男性

女性

20歳

1,670円

1,690円

30歳

2,080円

2,050円

40歳

2,700円

2,520円

50歳

3,640円

3,240円

※その他の加入年齢掛金はお近くの共済ショップ
等へお問い合わせください。

1,000 円

月々の
掛金 ▶

加入できる方▶ 健康状態にかかわらず 0歳〜満79歳の方
満60歳〜満79歳の方は傷害60歳タイプのご加入となります。

保障期間▶ 最高満80歳の契約満了日まで保障
主な保障内容▶ 入院・5日以上の通院
(交通事故・不慮の事故)

障がい

3級の一部〜14級
(交通事故・不慮の事故)

18万円〜0.75万円

（部位・症状別）

450万円〜20万円

各タイプにプラスする商品です

200円プラスで
個人賠償も保障

月々の掛金▶

200円

主な保障内容

個人賠償

法律上の損害賠償責任を負うとき（国内のみ）

年齢・健康状態にかかわらず、こくみん共済の各タイプに
組み合わせて加入できます。単独での加入はできません。

最高

1億円

※ここに記載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。
ご契約の際は「リーフレット」
「ご契約のてびき
（契約概要・注意喚起情報）
」
を必ずご覧ください。

以前よりこくみん共済にご加入いただいている方のご契約につきましては、新制度へ自動移行し保障内容が変わるものがあります。詳しくはお近くの共済ショップ等へご連絡ください。

