
8月1日（土）～10月31日（土）
2020年保障点検

強化期間

自分に万一の
ことがあったら
貯金だけじゃ
家族を守れない

病気になったら
入院費を払い
続けられるかな？

子どもって、
よくけがを
するよね

誰もが難しいと感じている「保障」のこと。
保障が昔のまま…なんてことはありませんか？
生活を取り巻くリスクは人それぞれ。
ライフステージや家族構成によっても変わるので、
定期的に点検することが大切です。
さあ、今のあなたにとって必要な保障額を考えてみましょう。

お子さまの保障を考える際は、
お子さまを支えるパパやママの負担も含めて考えます。

全国的に自転車賠償保障への
加入義務化が増えています。

北海道や仙台市、山形県で自転車条例が施行

約9,500万円の賠償命令

実際の事故と賠償の例

（2013年 
神戸地方裁判所）

（2020.07.226,500.DNP）

小学生が自転車で帰宅途中、女性に衝突。転倒して
頭を強打した女性は、意識が戻らず寝たきりの状態に…

お子さまの保障

賠償保障

1,200円

7220S008

広告番号 721804

オススメオススメオススメ

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。

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」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。

●お子さまの入院：医療費以外も含めて備えましょう

●1番お支払いが多い「けが」

2018年度「こくみん共済」キッズタイプ、キッズワイドタイプの共済金支払実績（扶養者死亡除く）

お子さまの保障で、お支払いが
1番多いのは「けが」です。

共済金お支払い総計
約3,162百万円

「こどもの保障」
支払額

その他2.9％手術3.4％
死亡・障がい
5.9％

病気（入院）
22.1％

けが（通院・入院）
約2,077百万円
65.7％

□付き添い用のベッド代
□外食代
□交通費（タクシー代等）
□幼い兄弟がいる場合の一時保育料
□付き添いで欠勤した際の収入減　など

経験者の声
感染予防のため、下の子
（弟妹）が病棟へ入れず、
やむなく一時保育を利用。
想定外の出費でした。

医療費助成制度があるから大丈夫だと思っていませんか？
対象外の費用はたくさんあります！

日額10,000円入　院

手　術

骨折したとき

入院中5万円・外来2.5万円

5万円

主な保障内容

200円
健康状態にかかわらず、
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。

主な保障内容

オススメオススメオススメ

最高3億円個人賠償

●ご契約内容確認シート
こくみん共済 coop で加入している
ご契約内容をわかりやすくまとめた
「ご契約内容確認シート」を
ご提供いたします。
こちらのサイトよりご請求ください。

に新規加入された方に

強化期間中に
共済ショップ・所属団体経由にて

※画像はイメージです。

組合員の保障点検 新規加入

ジップロック
プレゼント！

こくみんシート 検索

北海道推進本部
（北海道労働者共済生活協同組合）

秋田推進本部
（秋田県労働者共済生活協同組合）

岩手推進本部
（岩手県労働者共済生活協同組合）

福島推進本部
（福島県労働者共済生活協同組合）

宮城推進本部
（宮城労働者共済生活協同組合）

新潟推進本部
（新潟県総合生活協同組合）

山形推進本部
（山形県勤労者共済生活協同組合）

青森推進本部
（青森県労働者共済生活協同組合）

北海道・東北統括本部

お近くの共済ショップはWEBから 共済ショップ 検索

あなたの
街の

相談窓口！

●お問い合わせ先●

全国で加入義務化への取り
組みが広がりつつあります。
お孫さまなど小さなお子さまの
事故でも高額な賠償リスクが！

北海道
仙台市
山形県

2018年4月努力義務化
2019年4月義務化
2020年7月義務化

点検ポイントは中面・裏面へ

子育て世帯
をサポート！

1つの契約で、同居で同一生計
のご家族が賠償責任を負った
場合も保障。

家族みんな
が安心

育児やお子さまの勉強をメールで
サポートするサービスです

https://www.zenrosai.coop/contact/kakuninsheet.html

●マイページ
「マイページ」は組合員専用のインターネットサービスです。
24時間いつでも保障内容の確認や住所変更などの
各種手続きができます。登録はカンタンです！
こくみん共済 coop  マイページ 検索

https://www.mypage.zenrosai.coop/login

所属団体経由の方
所属団体担当者 または

当会担当者 までご連絡ください。

最近、よく
自転車に乗るけど、

もし人に
ぶつかったら…



加入できる方

保障期間 最高満85歳の契約満了日まで
満18歳～満64歳の健康な方

医療保障
「遺族保障（生命保障、死亡保障ともいいます）」は万一の
ことがあった場合の、経済的な負担をカバーし、遺された
家族が新しい生活を築く基礎となる費用に備えるものです。

遺族保障

2,300円

オススメ オススメ

月々の掛金1,150円の
1口もご用意しております。

1,800円

●生活環境や家庭環境が
　変わったときには、
　保障を見直しましょう。

ライフステージによる
必要保障額の変化

必
要
保
障
額

独身（一人）の
家庭

子どもがいる家庭
夫婦二人の
家庭

独 身 結 婚 子どもの
誕生

住宅の
購入

子どもの
独立 退 職 老 後

遺族保障の考え方
必要
保障額

支 出
・生活費　・一時費用
・将来発生する費用

収 入

貯 金＝ －

「医療保障」は病気やけがによる入院や治療にかかる費
用に備えるものです。短期間の入院や通院費用は一定
の貯蓄でまかなえる場合もありますので、ムリな掛金・
保険料で家計を圧迫していないか確認することも大切
です。また、「日額でかかる費用」と「先進医療など、一度
に高額な出費となるもの」への備えは別に考えます。

入院日額は1万円を備えている

長期入院にも耐えられるよう、
入院費は最高180日保障になっている

最善の治療を選択できるよう、
先進医療300万円の保障がある

加入できる方

保障期間 最高満80歳の契約満了日まで
満18歳～満64歳の健康な方

あなたの保障は
大丈夫？

あなたの保障は
大丈夫？

遺族保障は2,000万円備えている

遺族保障の最高保障額は交通事故と病気で
金額が違うと理解した上で備えている
（商品によっては同じ保障額のものもあります）。

●30代から50代前半の生命（遺族）保障の金額は約2,000万円
生命（遺族）保障を考える際の目安 世帯主が加入している死亡保障（遺族保障）の金額

■一時費用（すぐに必要な費用）
●葬儀費用
●配偶者の収入補てん

目安200万円
収入×働けない期間

■将来発生する費用
●子どもの教育資金
●配偶者の老後資金

800万円～1,400万円
700万円～1,000万円

1人あたり目安

●日額でかかる費用：長期入院に備えて日額1万円・180日を目安に備えましょう
【入院日額】

高額療養費制度の自己負担額により変
動します。

医療費の自己負担分

2,000円～9,000円
食事代のみであれば、1,000円が目安です。諸雑費（テ
レビ・見舞い時の交通費等）は2,000円が目安です。

その他の自己負担分（食事代・諸雑費）

1,000円～3,000円
差額ベッド代は、入院した部屋（1～4人部屋等）
により変動します。

その他の自己負担分（差額ベッド代）

0円～10,000円

誤解の多い「一入院」の定義と給付日数
【給付日数】

医療保障に共通するルールとして「関連のある
病気やけが」が原因で再入院する場合は、退院
翌日から180日以内の再入院は一入院と見なさ
れます。入院期間が長くなる脳血管疾患などの
長患いに備えて保障日数もチェックしましょう。

●先進医療は全額自己負担
先進医療を希望する場合は、まとまった右表のよう
な費用が必要なことから、入院日額とは別に備える
こととします。

［出典］厚生労働省「平成30年6月30日時点で実施されていた
　　　先進医療の実績報告について（先進医療Aに係る費用）」
　　　※上記は調査日時点の情報です。

■主な先進医療の費用

この費用は全額自己負担です。

LDL
アフェレシス療法

先進医療
技術 重粒子線治療

約313万円

陽子線治療

約271万円 約75万円平均費用

1口～6口まで
ご用意しております。
1口900円です。

組合員の皆さま、ご自身の保障は表面の方法でご確認ください。

組合員の皆さま、ご自身の保障は表面の方法でご確認ください。

主な保障内容

日額10,000円

先進医療

手術・放射線治療

最高1,000万円

6万円

主な保障内容

※満59歳までの内容です。満60歳以降は内容が異なります。

交通事故
不慮の事故等
病気等

1,200万円
800万円
400万円

交通事故
不慮の事故
病気等

日額5,000円
日額3,000円
日額2,000円

死亡・重度の
障がい

入　院

※満59歳までの内容です。満60歳以降は内容が異なります。

入　院
日帰り入院から最高180日分

日帰り入院から
最高180日分

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」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。

商品A：一入院60日 商品B：一入院180日 ◯：支払対象 ×：支払対象外
4月

180日以内の再入院は一入院と見なされるため、商品Aは2回目の入院で残り10日分の入院日額しか支払われません。

50日入院 180日以内 50日入院
9月

1入院60日商品

1入院180日商品

10日分 40日分

［出典］


