
308

2020

2020年1月24日発行　発行責任者：渡辺 尚康

1319Z026

新年号

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。

特集

こくみん共済 coop からの
お知らせ

全日通労働組合東京支部
警送地域協議会

2020年 4月１日から
改正民法が施行されます。

全労済から「こくみん共済 coop 」へ

「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。

たすけあいから生まれた保障の生協です。

東京推進本部
（東京労働者共済生活協同組合）

のススメ
新しくなった



近年、全国各地で大規模な災害が頻発しており、昨年は台風など

の自然災害により東海地方から関東、そして東北地方にかけて、

甚大な被害が発生し、尊い生命や財産が失われました。

私たちこくみん共済 coop は、被災された組合員の皆さまに一日

も早く共済金をお届けするため、全力で取り組みをすすめてまい

りました。引き続き、迅速な共済金のお支払いに向けて、大規模

災害発生時における調査・支払業務の改善策を着実に実行すると

ともに、日頃の備えの大切さをお伝えするための啓発活動に取り

組んでまいります。

2019年 6月より、さらに多くの方々に親しんでいただくために新

しい姿を表す愛称「こくみん共済 coop」としてスタートを切り

ました。

現在、「たすけあい」の「こくみん共済 coop」の浸透と事業、運

動の発展をめざし、組合員の皆さまに寄り添った活動を実践して

おります。また、労働者自主福祉活動をさらにすすめるとともに、

生活者への自主福祉活動を強化するため、協同組合組織等と連携

し地域における「たすけあい」を促進していきます。

本年も、協力団体の皆さまのご支援、ご協力をお願い申し上げる

とともに、組合員の皆さまのご健勝を心からお祈り申し上げ、年

頭のご挨拶とさせていただきます。

謹
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で
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。こくみん共済 coop 東京推進本部

本部長 瀧澤 武宏



役員45人体制で組合員への周知を徹底
こくみん共済の普及で成果

　
　日本最大の総合物流企業である日
本通運は、万全のセキュリティを要す
る現金輸送も手掛けています。その業
務を行うのが警備輸送事業部。自社
警備員と先進的な防犯装置による警
備で、金融機関の本店と支店の間や
日本銀行と金融機関の間でやりとりされ
る現金や有価証券等を輸送していま
す。また、金融機関の委託を受け紙
幣・硬貨の計算等も行っています。
　全日通労働組合東京支部警送地
域協議会（以下、同協議会）は、都
内で警備輸送に携わる従業員で組織
する労働組合です。日本通運は働き
方改革の一つである同一労働同一賃
金制度を2019年4月に導入しました。
これにより、社員の区分が統一された
ことから組合員が約100人増えて
1,020人になりました。そのうち女性は

に実施しました。
　「個人賠償プラス」は単独では加入
できず、こくみん共済の各タイプに組み
合わせて加入する保障です。病気や
けがで入院したときの保障は団体生命
共済でフォローされているため、けがを
したときの通院に備える「傷害タイプ」と
の組み合わせを推奨することにし、各
拠点の執行委員や班委員長を通じて
組合員一人一人に周知しました。
　キャンペーン中、大塚さんとこくみん
共済 coop の担当職員は、普段なか
なか行けない府中と世田谷の拠点まで
足を運び、輸送を終えた警送車両が
集まってくる夕方4時半～ 6時半頃に
相談会を開催。大塚さんが組合員に
声をかけ、担当職員が保障内容を説
明するという二人三脚で推進し、成果
を得ました。
　「以前、働いていた職場だったので
知り合いがたくさんいました。また、イベ
ントを通じて顔見知りになった組合員も
多く、声をかけやすかったです」と大塚
さん。損害賠償保険の加入義務化に
ついて、知らないと話す組合員が多
かったため、丁寧に説明したそうです。

　「春闘で給料アップを実現するのが
難しくなっている今、掛金が手頃で保
障が手厚い共済に取り組むことは組合
員の可処分所得を上げるのに有効なの
で、共済を広く紹介していきたい」と大
塚さん。こくみん共済 coop のセミナー
や常任委員会の研修で得た情報を組
合員に知らせたいと、自らの手でわかり
やすい資料を作成し、若手や班委員
長を集めて勉強会を開いて有益な情報
を紹介しています。
　共済活動に熱心に取り組んでいる同
協議会ですが、大きな課題があるとい
います。
　「団体生命共済をはじめとするセット
共済に何十年も取り組んできましたが、
最近、変化を感じています。年齢の高
い人は何口も加入し、任意で家族の
分も加入しているのですが、定年で
次 と々辞めていきます。一方、若い人
はネットで簡単に調べられる保険が出て
きているせいか、なかなか共済に目を
向けてもらえません。共済は労働組合

が組合員のために作った『たすけあい』
の制度で、生活のサポートという点で
大変意義のあるもの。制度の安定化
のためにも、何とかして、若い組合員
に推進していければと思います」と執行
委員長の葛西さんは語ります。

　こくみん共済 coop に期待することと
して「最近、自然災害が次々起きていま
す。忙しいとは思いますが、できるだけ
早い対応をお願いしたい」と葛西さん。
大塚さんからは「若い組合員はスマホ
から情報を得ることが多いので、対面
での推進の前段として、スマホを活用
した情報発信に力を入れてほしい。共
済を身近に知って興味をもってもらえれ
ば、対面推進もやりやすくなると思いま
す」との提案をいただきました。

1割ほど。平均年齢は40歳くらいで、
ベテランの男性が多い組合です。

　組合事務所は関東警送支店内にあ
り、執行委員19人で運営にあたってい
ます。このほか、都内７ヵ所にある警送
拠点にも執行委員と班委員長を配置し
ています。執行委員19人と班委員長
26人を合わせ、役員数は45人。30歳
未満の組合員12人で構成する青年部
もあり、執行部は毎月1回、班委員長
と青年部を集めて会議を開いています。
その席で組合の活動方針や執行委員
会で話し合った内容を伝達し、情報が
役員を通じて個々の組合員へ伝わるよ
うにしています。
　「パイプ役になる役員の数が多いこと
で組合員への周知が徹底できるだけで
なく、組合員サービスも末端まで行き届

いていると思います」と書記長の大塚さ
ん。組合員同士の交流を目指した行事
も盛んで、バーベキュー付きの宿泊イベ
ントや日帰り旅行などを企画開催し、家
族連れでの参加も多いそうです。

　同協議会は、こくみん共済 coop の
団体生命共済（50口）に全員一律加
入した上で、こくみん共済の普及推進
に取り組んでいます。
　自転車事故で高額な賠償金を請求
される事例が増えていることから、東京
都は自転車の利用者に対し、2020年4
月に損害賠償保険への加入の義務化
が施行されます。こくみん共済の「個人
賠償プラス」は月200円の掛金で最高1
億円が保障されます。そこで同協議会
は、加入を推進するキャンペーンを9月

協力団体を訪問 全日通労働組合東京支部警送地域協議会

東京都内で
警備輸送を展開

役員をパイプ役に
組合員への周知を徹底

自転車事故に備え
個人賠償プラスへの
加入を推進

書記長
大塚幸二さん

　全日通労働組合東京支部警送地域協議会は、役員45人体制で組合員への周知活動や組合員サー
ビスを充実させています。組合活動の代表的な取り組みや、こくみん共済の普及推進で成果を上げて
いる点などについて、執行委員長の葛西範雄さん、書記長の大塚幸二さんに伺いました。

執行委員長
葛西範雄さん
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普及推進が課題

スマホを活用した
情報発信を

こくみん共済 coop
東京推進本部東部支所

工藤　慶亮 職員

大塚書記長自らが班委員
長との勉強会用に作成し
たパワーポイント資料。

キャンペーンで使
用した「セット共済」
パンフレット。

組合事務所入口にはピットく
んのぬいぐるみと共にこくみ
ん共済 coop のパンフレット
などが揃っています。

全日通労組東京支部警送地域協議会の
左から書記長の大塚幸二さん、執行委員長の
葛西範雄さん、書記の稲垣孝子さん

まずは保障について知ろう
団体定期生命共済

交通災害共済（E型）団体生命共済を活用して可処分所得の向上を！1 本当に必要な保障を考えましょう公的年金や健康保険など公的な保障を考えずに、保障設計をしていませんか？必要以上に高額の保障を用意しているケースが多いのはそのためです。保障の点検・見直しは、まず公的保障や企業・団体内保障などを確認し、足りない分をムリ、ムダなく私的保障で補うようにしましょう。

私的保障

企業・団体内保障

（共済・貯蓄等）

（企業・労働組合の保障）

（社会保険制度等）

全体で
考えることが
大事です！

保障設計は、
公的保障などを
優先して

考えましょう！

自分に合った保障額をムダなく確保するには、ライフイベントに合わせて見直すことが大切です。

2 ライフステージにあわせて保障を点検・見直しましょう！

入 社

結 婚

退 職

第1子誕生

第2子誕生 第1子独立

第2子独立

子どもが独立したら大きな遺族保障は不要。その分 、
老後保障の充実を

医療保障
遺族保障は、扶養している家族の人数が何人か、子
どもの年齢は何歳か、配偶者は就業しているか、マ
イホームはあるか、加入している年金制度は何かな
どのほか、個々人の考え方によっても異なります。

●マイホームあり
　3,000万円
●マイホームなし
　6,000万円

●マイホームあり
　2,000万円
●マイホームなし
　5,000万円

●マイホームあり
　1,000万円
●マイホームなし
　4,000万円

独身の場合、
高額な遺族保障
は不要です。

※上記は遺族保障必要額の目安です。サラリーマン4人家族、平均的な生活費、教育は幼稚園と大学は私立、他は公立の場合で試算。金額は家族構成や生活環境により異なります。　

●マイホームあり
　2,000万円
●マイホームなし
　5,000万円

●マイホームあり
　1,000万円
●マイホームなし
　4,000万円

高

低

必
要
保
障
額

団体生命共済は1年ごとの更新なので、ライフステージにあった保障額が選べます。
●遺されたご家族の基本生活費は ●まとまった費用を必要とするものは

3 万一のことがあった場合
「公的年金（遺族年金）」と「配偶者の勤労収入」で賄うことを基本とします。 企業保障（退職金等）や貯蓄、共済や保険などの「私的保障」で備えます。

支　出 収　入＝

貯　蓄
企業・団体内保障（退職金等）共済・貯蓄

一時費用（葬儀費用等）将来発生する費用

支　出 収　入＝基本生活費 公的保障（遺族年金）配偶者の勤労収入

こくみん共済 coop の
をおすすめします！

同じ団体に所属している組合員なら、年齢や性別にかかわりなく掛金は同一です。
組合員と一緒に配偶者とお子さまもご加入いただけますので、家族ぐるみで大きな安心が得られます。

退職後は新離退職者団体生命共済に移行加入できます。※移行加入は55歳以上の方になります。55歳未満の　方には別の商品をご案内させていただきます。

1

団体生命共済・交通災
害共済・火災共済+自

然災害共済

借家人賠償責任共済
新団体年金共済

運輸労連
新ねんきん共済

2019年12月更新
版

1319E044

申込書提出締切日
契約発効日

2019年9月13日（金）
2019年12月1日
（2019年11月給

与より月払掛金控除
）

※セット共済、ねん
きん共済共通です

。

保
障
を
点
検
・
見
直
し
て
ム
ダ
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
！

≪中央組合員制度≫ 3
ペ
ー
ジ

≪地方組合員制度≫ 5
ペ
ー
ジ

2
ペ
ー
ジ

7
ペ
ー
ジ

2019年12月より

団体生命共済は
新制度実施！

●中央組合員本人の
死亡保障は全員一律

加入・

任意加入合計で最高
3,000万円までの加

入

ができます。
（地方組合員制度は

最高1,500万円）

●中央組合員本人は
「不慮の事故・病気

による

手術・放射線治療」が
保障の対象となりま

す。

（地方組合員は対象
外となります）

●組合員本人・配偶
者・子どもの任意加

入に各

種特約が付帯され
、保障内容が手厚く

なり

ます。
※詳細につきまして

は「団体生命共済（中
央組合員・地方組

合員）」のページをご
参照ください。

ペ
ー
ジ

25 運輸労連
新ねんきん共済

新団体年金共済

「こくみん共済 co
op」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。

たすけあいから生ま
れた

保障の生協です

所属する協議会まで
お申し込みください

！

全日通労働組合東京
支部

全労済から「こくみ
ん共済 coop」へ



のススメ
新しくなった

２０１９年8月に新しくなった「こくみん共済」から、

 について、特長的な制度内容を紹介しながら、

推進職員がどのポイントをどのように訴求して推進しているかを紹介します。

1

入院したとき、これまでの入院共済金日額5,000円に、子育て世帯の
応援のための諸費用として「入院時諸費用サポート共済金」日額5,000
円がプラスされ、入院日額が２倍になりました。

POINT

1

「子育てや教育のことを相談したいけど相談できる人がいない。」
「どこに相談したらいいかわからない。」
そんな時、こくみん共済の                   に加入していれば、メールで
ご相談できます。相談スタッフは子育て・教育のエキスパート（大学講
師、予備校講師、保育士、看護師など）です。

子育てする
パパとママを応援

POINT

２
子育て世帯をサポート
「こども相談室」の新設

入院したとき 入院共済金 日額 5,000円

入院時諸費用サポート共済金日額 5,000円

日額

10,000円＋

入院日額が２倍になりました

new

加入できる方▶ 0歳～満17歳の健康な方
保障期間▶満18歳の契約満了日まで保障

医療費以外にもこんなところで

夜泣きをするので
個室にして
もらいました。

家族の食事も外食に
なってしまいます。
仕事も休まなければ
いけなくなりました。掛金1,200円で

小児医療センターが
設置された都内の
大学病院に通いました。

〈お子さまの相談〉
●関係代名詞の前にカンマがある形を「非制
限用法」だと勉強しました。この非制限用
法って、カンマのない形（制限用法？）と
何が違うんですか？

●今度息子が中学受験を控えているのですが、
作文が苦手です。どのような訓練をさせれ
ばいいですか？

〈パパ・ママの相談〉
●子どもが外出先で突然
泣き叫びなかなか言う
ことを聞きません。どう
したらいいでしょうか？

相談例



推進事例

2

満18歳の契約満了時に、健康状態にかかわらず
4つの保障タイプのうちいずれかに移行できます

point

３
　　　　　　に加入していれば、満１８歳の契約
満了時に「健康状態にかかわらず」右記の保障タイ
プに移行できます（お手続きがない場合、自動的に
　　　　　　へ移行します）。

こくみん共済 coop東京推進本部
中南部支所　事業推進四課

中村優希 職員

日額5,000円
日額5,000円

掛金 月1,200円
掛金（男）月1,670円  （女）月1,670円

　子を持つ親に「18歳や19歳で自分の保
障について真剣に考え、必要だと感じて加
入する人はいると思いますか？」と問いか
けると、たいていの人は「いない」と答える
ので、「いま必要性を感じてくれている親
御さんが加入手続きをしてあげることが
大切です」とお伝えしました。その際、「親

が　　　　　　 からの継続手続きをして
あげることで、その子が将来結婚して家庭
を持つようになったときに若いうちの手
頃な掛金のまま一生涯続く医療保障をプ
レゼントすることになりますよ」と付け加
えました。

入院時諸費用サポート
日額5,000円
1入院 ３６５日

1入院 180日＋

こども保障タイプの良い点として、
契約満了時に健康状態にかかわらず手頃な掛金のまま
「終身医療」などに移行できることをご案内しました。

入院日数 60日型

入院日数 180日型



持病がある方や通院・服薬中の方など健康に不安のある方をサポート
します。３つの告知項目すべてが「いいえ」なら加入できます。発効日
以後、加入前にかかっていた病気が悪化した場合にも保障します。

のススメ新しくなった

持病や既往症がある方を
一生涯サポートする医療保障

現在、入院中ですか。
あるいは医師より入院または
手術をすすめられていますか
（今後、予定がある場合を含
みます）。

過去２年以内に、病気やけ
がで「手術」または「連続
して７日以上の入院（正常
分娩による入院を除きます）」
をしたことがありますか。

過去５年以内に、がんまた
は肝硬変の診断・治療・投
薬・入院・手術を受けたこ
とはありますか。

簡単な告知でお申し込みOK!
保障は一生涯

point

1 1

2

3

いいえ

いいえ

いいえ

加入できる方▶ 満15歳～満80歳の方
保障期間・掛金払込期間▶終身

3つの告知項目

先進医療

先進医療を
実施している
医療機関の一覧

厚生労働省ホームページ

厚生労働大臣が承認していない
病院では、先進医療を受けても
共済金は給付されません。ホー
ムページで確認しましょう。

高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術 ……… 307,342円
陽子線治療 ………………………………………………… 2,716,016円
重粒子線治療 ……………………………………………… 3,133,672円

こくみん共済なら若年層で病気
やけがのある方でも加入するこ
とができます。

満１５歳から持病のある
お子さまでも入れます

point

2

プラス月額２００円で先進医療特約を付帯できます
point

3

3

すべて「いいえ」なら加入できます。

主な先進医療の医療費

column

●保障を開始した日からその日を含めて 1 年以内に支払事由に該当
した場合は、支払われる共済金が半額（50％削減）となります。

出典： 厚生労働省・第71回先進医療会議「平成30年度実績報告」
 （平成29年7月1日～平成30年6月30日）
算出方法：各先進医療について、先進医療部分にかかわる費用の
 年間総金額を年間実施件数で割ることで算出

特約の先進医療共済金は、厚生労働大臣
が先進医療を承認している病院で先進医療
を受けた場合のみ、給付の対象となります。



掛金増加額をぐんと抑えました
point

4

4

15歳

20歳

30歳

40歳

50歳

1,410 円

1,570 円

1,980 円

2,600 円

3,540 円

2,520 円

2,690 円

3,080 円

3,580 円

4,350 円

＋1,110 円

＋1,120 円

＋1,100 円

＋980円

＋810円

＋1,530 円

＋1,430 円

＋1,260 円

＋1,080 円

＋840円

1,430 円

1,590 円

1,950 円

2,420 円

3,140 円

2,960 円

3,020 円

3,210 円

3,500 円

3,980 円

男性

加入年齢

女性

※先進医療特約付帯なしの場合

掛金増加額 掛金増加額

推進事例

こくみん共済 coop東京推進本部
西北部支所　事業推進三課

井本貴郎 職員

　組合員が自身の必要保障額を認識してい
ただけるよう公的制度や独自の健康保険組
合制度に加え、自宅・職場近くの病院の個室
料金や病衣のレンタル金額など具体的な
データを調査し、それをお伝えしながら推進
しました。

　医療保障への不安を抱きながらも、健康
状態を理由に加入をあきらめていた方には、
　   　　　　をご案内しました。また、強み
として精神疾患への条件がないことも含めて
推進しました。

組合員の生活圏内の病院の個室料金など、データを活用して
万一の場合の必要保障額を示し推進しました。

健康な方のみが加入できる　　　　　　に比べて                   の
掛金増加額は抑えられています。

●「引受基準緩和タイプ」は健康状態に不安を抱えている方などを対象としている
ため、こくみん共済の他のタイプに比べて掛金が割り増しされています。
●健康状態によっては、掛金を割り増ししていない他のタイプ等にご加入いただけ
る場合があります。



自己負担限度額（７０歳未満）

5

がん治療に特化した保障を希望する方へ

がん治療は高額になる…そう思い込みがちですが、高額療養費制度を
利用することで治療費はかなり抑えられます。　　　　　では、悪性
新生物診断共済金100万円が支払われる心強い保障になっています。
下図のAさんの場合、胃がんと診断されましたが、入院や手術をせず
に通院で治療しました。その際　　　　　　で治療費をカバーするこ
とができました。
なお、がんで入院された場合は、日額5,000円が入院された日数分だ
け無制限に受け取れます。

胃がん（切除不能）、腹膜転移
治療
二次化学療法としてパクリタキセル＋ラムシルマブ（サムライザ）
併用療法５ヵ月（パクリタキセルは毎週、ラムシルマブは2週間ごと）
外来10回通院

がんの標準治療※を
十分カバーできる保障です

point

1

胃がん治療のAさんの場合

治療費

加入できる方▶満18歳～満49歳の健康な方
保障期間▶最高満65歳の契約満了日まで保障

最終的な自己負担

１ヵ月ごとに64万４千円かかったとして
（治療費総額 3,220,000 円÷5ヵ月）

所得区分（ウ）の場合

340,410円

特約

のススメ新しくなった

※標準治療とは
科学的な根拠に基づいて、現在利用で
きる最良の治療であることが示され、
一般的な患者さんに行われることが推
奨される治療をいいます。

治療開始

５ヵ月間

外来
化学療法

外来
化学療法

外来
化学療法

外来
化学療法

外来
化学療法

外来
化学療法

外来
化学療法

外来
化学療法

外来
化学療法

外来
化学療法

10回通院

高額療養費制度を申請

自己負担限度額（70歳未満）
所得区分

ウ

月単位の上限額

健保：標準報酬月額 28万円～50万円
国保：年間所得 210万円超 600万円以下

80,100＋（医療費ー267,000円）×１％　〈4月目～：44,400円〉

3,220,000円
966,000円

治療費総額

自己負担（3割）



月々の掛金

800円
月々の掛金

1,400円
月々の合計掛金

２,２00円＋ ＝

推進事例

　がん保障をメインで検討している方には
「　　　　　（月掛金800円）」や
「　　　　　（月掛金900円）」などのリーズ
ナブルなタイプとセットで紹介し、掛金の割
安感をお伝えしました。
　例えば　　　　　を10年継続した場合、
掛金総額は約１７万円となるものの、悪性新

生物と診断された際は１００万円を受け取る
ことができます。悪性新生物診断共済金は
１回限りですが、手術を受けた時や放射線治
療を受けた時にも保障が受けられるため、掛
金と比較した際に大変有効な保障となって
おります。

こくみん共済では、　　　　　　 とのセットでリーズナブルながん保障が
実現しました。

がん（悪性新生物）と診断されれば、入院や手術をしなくても悪性新生物
診断共済金が給付されます。

年齢・性別を問わず
合計掛金2,200円のがん保障

point

2

がん（悪性新生物）とはじめて診断されたら
100万円を保障！

point

3

6

※医療保障タイプ（0.7口）もがん保障プラスも単独では加入できません。

※保障内容は満６０歳の更新時に変わります。

悪性新生物と診断された時100万円が出るメリットを訴え、
　　　　　 とのリーズナブルなセットを紹介し推進しました。

特約

監修塚原　哲
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

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
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。

こくみん共済 coop東京推進本部
多摩支所　事業推進三課

渡邉太一 職員



制度内容紹介

※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。詳しくはリーフレットおよび「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。

7

●加入できる方
　満18歳～満49歳の健康な方
●保障期間
　最高満65歳の契約満了日まで保障

月々の掛金 1,200円

月々の掛金

1,400円

●加入できる方
　0歳～満17歳の健康な方
●保障期間
　満18歳の契約満了日まで保障

●加入できる方 満15歳～満80歳の方
●保障期間・掛金払込期間　終身

（円）

女性男性加入年齢
（歳） 女性男性加入年齢

（歳）

▼保障内容

5万円
外来

入院中

5万円
2.5万円

手術を受けたとき

放射線治療を受けたとき

交通事故・
不慮の事故・
病気等

〈入院共済金〉

〈入院時諸費用サポート共済金〉

〈骨折等諸費用サポート共済金〉

交通事故・
不慮の事故

〈新手術共済金〉

〈放射線治療共済金〉（60日に1回を限度）

300万円

200万円
100万円

10万円

90万円
～4万円

〈扶養者（事故・病気）死亡共済金〉
死亡・重度障がい
扶養者である契約者の

死亡・重度の障がいが
残ったとき
1級・2級と、3級の一部

3級の一部～14級

身体に障がいが
残ったとき 交通事故・

不慮の事故等

交通事故・
不慮の事故等

病気等

交通事故・
不慮の事故等

病気等
（免責1年）

通院したとき 1日目から
最高90日分

日額

2,000円
交通事故・
不慮の事故

〈通院共済金〉

〈死亡・重度障害共済金〉

〈障害共済金〉

日帰り入院も保障入院したとき

骨折・腱の断裂・関節の脱臼をしたとき
けん

診療報酬点数
1,400点以上が
算定された手術等

診療報酬点数が算定
された放射線治療等

5万円

日額

日額
5,000円

5,000円 入院保障は

1万円日額
1日目から
最高365日分

子育て
サポート！ 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。

入院時諸費用サポート

月々の掛金は加入時（発効日）の満年齢・性別によって決まります。

▼保障内容
最高

日額

5,000円

5万円

5万円

先進医療を受けたとき

入院したとき

手術を受けたとき

放射線治療を受けたとき

入院・外来を問わず、
共済金額を限度に
技術料実額

〈手術共済金〉

〈放射線治療共済金〉（60日に1回を限度）

〈入院共済金〉1日目から 最高60日分

〈先進医療共済金〉
1,000万円

（通算1,000日まで）

（通算1,000万円）

先進医療特約は任意付帯です。また、先進医療特約の共済期間は10年（自動更新することで一生涯保障）です。

診療報酬点数が算定された
放射線治療等

特約

診療報酬点数1,400点以上が
算定された手術等

日帰り入院も保障 交通事故・不慮の事故・
病気等

15
20
25
30
35
40
45

2,720
2,890
3,090
3,280
3,500
3,780
4,130

3,160
3,220
3,310
3,410
3,540
3,700
3,910

50
55
60
65
70
75
80

4,550
5,050
5,640
6,370
7,310
8,510
10,000

4,180
4,540
5,020
5,650
6,460
7,520
8,870

先進医療 特約 あり　月払掛金表

上記には先進医療特約の月掛金 200円を含みます。
特約なしでのご加入も可能です（上記から 200円引いた額）。

単独での加入はできません。
下記のタイプと組み合わせて加入できます。
●医療保障タイプ ●総合保障タイプ ●終身医療保障タイプ

10万円

10万円

日額 日額5,000円

『がん』と診断されたとき 悪性新生物（生後はじめて診断・1回限り）

上皮内新生物（2年に1回を限度）

30万円

3万円

1,500円

5万円

3万円

▼保障内容

100万円

25万円
5万円25万円

『がん』で手術を受けたとき

死亡・重度の障がいが残ったとき

『がん』で入院したとき

簡単な告知でお申し込みOK!
通院・服薬中の方など健康に不安のある方をサポートします。

1級・2級と、3級の一部

がん保障プラス がん保障60歳プラス

〈がん入院共済金〉

〈がん手術共済金〉

〈死亡・重度障害共済金〉

〈悪性新生物診断共済金〉
〈上皮内新生物診断共済金〉

がんとは「悪性新生物」および「上皮内新生物」をいいます。 保障期間 掛金は変わりません。 満60歳まで自動更新 満65歳まで自動更新

診療報酬点数1,400点以上が算定された手術等

診療報酬点数が算定された放射線治療等

支払日数は1日目から無制限

『がん』で放射線治療を受けたとき
〈がん放射線治療共済金〉（60日に1回を限度）

特約



こくみん共済　coop（以下「当会」）の改正民法への対応など主に共済契約に
関わる内容についてご案内します。また、その他改定における内容についても
ご案内しますので合わせてご確認ください。

（1）定型約款に関する規定の新設への対応
●ご加入の共済契約の契約内容（定型約款）は、商品名に応じ設定
する「事業規約・細則」となります。

●法改正や社会情勢等の影響により、共済期間の途中で契約内容
を変更する場合、事前に当会のホームページに掲載するなどにより
ご案内します。

2020年４月１日から改正民法が施行されます。

（1）共済掛金の改定
民法改正に伴う法定利率の変更や共済金支払い状況を踏まえ、共
済掛金の見直しを行います。

（2）主たる被共済者年齢区分の見直し
主たる被共済者年齢区分「70歳以上」について、「70歳以上75歳未
満」と「75歳以上」に細分化します。

（3）型式別掛金クラスの改定
普通・小型乗用車は9クラスから17クラスに細分化します。また、軽四
輪乗用車は型式別掛金クラス(３クラス）を導入します。

（4）その他の改定 〔2020年4月1日から適用〕
主たる被共済者等の範囲の改定､口座振替時の払込猶予期間の延
長を行います。

損害賠償共済金および賠償費用共済金の最高限度額を現行の1億円から3億円に引き上げます。
掛金は月払い200円、年払い2,300円の据え置きとします。

新制度の詳細はご契約の更新時にご案内いたします。

「事業規約・細則」掲載先
https://www.zenrosai.coop/tebiki.html
※所属する団体を経由してご契約いただくものなど一部のものを除きます。
　これらの事業規約・細則に関しては、当会までお問い合わせください。

（2）法定利率の変更〔2020年4月1日から適用〕への対応
●法定利率の変更に伴い、損害賠償における逸失利益の金額や、共
済金のお支払いにおける遅延利息の計算方法が変更となります。

1 民法改正に関する当会における対応

（1）配偶者の範囲の拡大
（すべての共済）
〔2020年4月1日以後に発効する新規契約・更新契約から適用〕
被共済者、死亡共済金受取人、指定代理請求人および代理請求人
における配偶者に同性パートナーが含まれることになります。
（マイカー共済の代理請求人を除きます）

（3）契約者死亡時の契約者変更の取り扱いの見直し
（契約者変更のお取り扱いのない団体生命共済を除きます）
〔2020年4月1日から適用〕
契約者が死亡された際の契約者の変更手続きについて、期限を廃
止し、契約者の変更ができるようにします。

（2）無効契約の掛金返還期間の取り扱いの見直し
（共済期間が1年の共済）
〔2020年4月1日から適用〕
共済契約が無効であった場合の掛金返還について、３年間の期限を
廃止します。

（4）契約者割りもどし金の取り扱いの見直し
（終身生命共済）
〔2019年度決算から適用〕
対象契約の契約者割りもどし金の取り扱いを、「共済契約者に割り戻
す（割り当てる）」（毎年掛金振替口座に返戻）から「利息を付けて据
え置く」に変更します。

2 その他の改定

3 個人賠償責任共済（こくみん共済、住まいる共済）の改定 〔2020年4月1日以後の事故より適用〕

4 マイカー共済の改定 〔2020年4月1日以後の更新契約から新制度が適用〕

〈対象契約〉終身生命共済事業規約にもとづく下記のタイプ
（2009年１月１日から2019年７月31日までに発効した契約）
①終身医療5000・3000・追加2000 ②終身医療総合5000
③終身介護サポート

マイカー共済改定内容は、ホームページでもご確認できます。　https://www.zenrosai.coop/kyousai/mycar/kaitei2020


