
ガ イ ド ブ ッ ク
全労済では「生活保障設計運動」を展開しています。
生活保障設計運動は、組合員の皆さまが自らの保障を見直し、
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はかり、「豊かで安心できるくらしづくり」となることを目的としています。
このガイドブックでは、保障設計の考え方や見直す際のポイントなどを保障の分野ごとにまとめています。
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●公的保障については概要を記載しています。支払条件など詳しくは各窓口にご確認ください。
●じちろう共済の各共済制度についての詳細内容は、パンフレットなどでご確認ください。

全労済は、営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしをめざしています。出資金をお支払いいただいて組合員になれば、各種共済をご利用いただけます。
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公的保障と企業・団体内保障をベースに私的保障を考えましょう。03

リスクはライフステージによって変化します。04

共済は「たすけあい」です。02

What's？生活保障設計

　リスクは人それぞれです。多くの方はその備えとして共済や保険などに加入されていますが、その保障内
容や保障額は何を根拠に決めているのでしょうか。必要以上の保障を備えて、掛金や保険料が家計を圧
迫し貯蓄にまわす余裕がなくなっていることはないでしょうか。
　貯蓄と保障を役割に応じてとらえ、自分に本当に必要な保障を考えること、これが「生活保障設計」です。
　私たちの生活を守り、自分の生活に見合った保障を設計するために、この「生活保障設計ガイドブック」で
は、保障を①遺族（死亡）保障、②医療保障、③老後保障、④障がい保障・介護保障、⑤住まいの保障、
⑥クルマに関する補償の６つの分野に分け、それぞれの保障の考え方やめやすについてご紹介します。

ご提案にあたって

全
体
で
考
え
ま
す

私的保障
共済・貯蓄など

企業・団体内保障
企業・労働組合の保障

公的保障
社会保険制度など

公的保障、企業・団体内保障で足りない
部分を私的保障で備えます。

　私たちの生活を取り巻くすべてのリスクに対する保障を、自分自身で備える「私的保障」だけでまかなお
うとすると、ちょっとムリがあります。保障を考えるうえで重要なのは、「公的保障」や勤務先・労働組合など
からの「企業・団体内保障」を含めて考えることです。
　例えば、自分に万一のことがあったら、遺された家族は「公的年金（遺族年金）」を受け取ることができま
す。また、入院するようなことがあった
ら「健康保険」があります。さらに、勤
務先や労働組合の福利厚生制度な
どからの保障もあるでしょう。
　ポイントは、こうした公的保障制度と
企業・団体内保障制度のしくみや保
障内容を知り、それでも足りない部分
を「必要保障額」として、「私的保障

（共済や貯蓄など）」で備えることです。

　今はピッタリの保障でも、将来は状況に合わなくなるということが考えられます。生活環境や家庭環境が
変わったときには私的保障を見直しましょう。

掛金掛金掛金

掛金掛金掛金

掛金掛金

掛金掛金掛金

共済制度＝「たすけあい」

掛金共済金

万一のとき

全労済では、「労働組合の
保障」の充実を生活保障設
計運動の一環として労働
組合に提案しています。

労働組合の保障

企業保障

リスク（不安）は人それぞれ。自分のリスクを見つめてみましょう。01

　共済と保険は万一のリスクに備えて掛金（保険では保険料という）を支払い、その
リスクに遭ったときに共済金（保険金）を受け取るという機能は同じです。しかし、共
済は営利を目的としない生活協同組合が実施している保障制度です。
　共済は私たちの生活を取り巻くリスクに対して、組合員相互に助け合うとい
う活動を、保険のしくみを使って確立した保障制度です。一人一人の組合員が
支払った掛金が、万一のリスクによって経済的なダメージを受けた組合員を助
けるための共済金になります。
　共済は、リスク（不安）にみんなで備える安心の分かち合いといえます。

遺族（死亡）保障

障がい保障

独身一般的な
ライフステージ

多様化する
ライフコース

独身（一人）の家庭

夫婦二人の家庭
子どもがいる家庭

結婚 子どもの誕生 住宅の購入 子どもの独立 退職 老後

必
要
保
障
額

医療保障
老後保障
介護保障

●リスク（不安）とその対策（じちろう共済での保障）

全労済自治労共済本部ホームページでは、共済制度などのご案内をしています。
https://www.zenrosai.coop/zenkoku/jichiro/jichiro.php （アクセスコード：jichiro）

リ
ス
ク（
不
安
）

自分と家族の
リスク

家や財産の
リスク

快適なカーライフ
のために クルマに関する補償

火災や自然災害
の備えに 住まいの保障

（臨時・非常勤等職員向け）

What's？生活保障設計

介護保障

たすけあいの礎 慶弔見舞金

大切なご家族
のために 遺族（死亡）保障

病気やけがに
備えて 医療保障

子どもの将来に
備える 積立保障

本人とご家族の
これからを支える 介護保障

本人とご家族の
これからを支える 障がい保障

ゆとりあるセカンド
ライフのために 老後保障

住まいの保障

クルマの補償

人の保障
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　生活保障設計のベースとなる公的保障には、

「年金制度」　「健康保険制度」　「介護保険制度」  などがあります。ここでは公的年金

制度の概要について確認しましょう。

（１）公的年金制度とは
　公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金と、会社員や公務員
などが国民年金に上乗せして加入する厚生年金※の２階建ての制度になっています。
　また国民年金は、加入者の職業などによって第１号被保険者、第２号被保険者、第３号被保険
者に区分されます。
※2015年9月までは公務員などは共済年金でしたが、2015年10月に被用者年金制度が一元化され、共済年金は厚生年金に統一さ
　れました。

（３）受けとれる年金の額は
老齢・障害・遺族年金の年額は次表のとおりです。

（２）年金の種類（名称）は
　公的年金は、老齢・障がい・死亡の場合に次の年金が受けとれます。

●「ねんきん定期便」の活用
　日本年金機構や共済組合より、毎年、これまでの年金加入記録を確認できるよう「ねんきん定期便」が加
入者の誕生月に送付されます。
　この「ねんきん定期便」では、これまでの年金加入期間や加入実績に応じた老齢年金の額が記載されて
います。また、知ることが難しかった「平均標準報酬月額」などが載っています。これらの数値を活用すれば老
齢年金の額のほか、障害年金と遺族年金の額も、より正確に算出できます。

＊共済組合の場合、2015年9月までに1年以上の組合員期間がある人には経過的職域加算もあります。

●このガイドブックでの「年金額」などの取り扱いについて
　より多くの組合員の皆さまに全労済の「生活保障設計運動」に参加していただくため、このガイドブックで
はできるだけ分かりやすくなるよう、公的年金の額を概算として説明しています。また、専門的な用語も日常的
な用語で代用しています。

　【表示の例】
　・国民年金の年金額779,300円→80万円 ・配偶者や子の加算額224,300円→20万円
　・標準報酬月額→月給 ・標準報酬額→月あたり給与（年収÷12ヵ月）
　・報酬比例の年金額＝55円×年収（万円）×加入年数

●「報酬比例部分の年金額」とは
　厚生年金では、加入者の給与額に応じた保険料負担となり、受け取る年金額もそれに応じたものとなりま
す。年金額は次の算出式で計算されます。

　報酬比例部分の年金額＝①＋②
　①平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年（平成15年）3月までの被保険者（組合員）期間の月数
　②平均標準報酬額×5.481/1,000×2003年（平成15年）4月以後の被保険者（組合員）期間の月数

老齢年金

国民年金（基礎年金） 厚生年金

報酬比例の年金額＋加算額（配偶者・子）779,300円
※加入期間が40年間で満額の場合

障害年金
１級：報酬比例の年金額×1.25＋加算額（配偶者）
２級：報酬比例の年金額＋加算額（配偶者）
３級：報酬比例の年金額

１級：779,300円×1.25
　　 ＋加算額（子）

２級：779,300円＋加算額（子）

遺族年金 報酬比例の年金額×3/4779,300円＋加算額（子）

配偶者の加算額は224,300円です。
子の加算額は、第１子・第２子は各224,300円、第３子以降は各74,800円です。

※表中の年金額は2017年（平成29年）度の金額です。

公的保障（年金）制度について理解しましょう。05

＊

＊

＊

厚生年金

国民年金（基礎年金）※20歳以上60歳未満の人が加入。

自営業者・
無職の方・
学生など

（第１号被保険者）

会社員や
公務員など

（第２号被保険者）

第２号
被保険者の
被扶養配偶者
（第３号被保険者）

老  齢

障がい

死  亡

国民年金事　由 厚生年金 内　　　容

老齢年金
（老齢基礎年金） （老齢厚生年金）

障害年金
（障害基礎年金） （障害厚生年金）

遺族年金
（遺族基礎年金） （遺族厚生年金）

原則65歳から終身で受け取れます。

一定の障がい状態の場合に受け取れます。

※10年以上の加入期間が必要です。

被保険者が死亡した場合、
遺された家族が受け取れます。

What's？生活保障設計
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遺族（死亡）保障とは？ 01

基本生活費について02

遺族（死亡）保障

●遺されたご家族の「基本生活費」

大切なご家族のために…

一家を支える人に万一のことがあった場合、経済的な負担をカバーし、遺されたご家族が新しい生活を
築く基礎となるものが「遺族（死亡）保障」です。

全労済が提案する「遺族（死亡）保障」の考え方は、遺されたご家族の月々の「基本生活費」は「公的
保障（遺族年金）」と「配偶者の勤労収入」でまかなうことを基本として、それ以外の「まとまった費用」を企
業・団体内保障や私的保障（共済や貯蓄など）で備えよう、というものです。

必要な保障は、年齢や家族構成などによって変化していきます。ムリ・ムダなく備えるために、定期的な
点検・見直しをおすすめします。

（１）遺されたご家族の「基本生活費」のめやす
基本生活費は、日常的な衣食住をまかなうものとして、「現在の世帯収入」の60％程度をめやすとしま

す。また、最低でも確保したい額として、２人以上世帯の場合で月額25万円程度、単身世帯の場合
は月額20万円程度とします。

支　出
基本生活費

収　入

公的保障（遺族年金）＋ 配偶者の勤労収入

●基本生活費以外の「まとまった費用」

支　出
一時的費用（葬祭費用・ローン返済・配偶者収入の補てん）

将来発生する費用への準備（子どもの教育資金・老後準備資金など）

収　入

企業・団体内保障（退職金など）
共済や貯蓄など

現在の世帯収入（手取り）

300万円～400万円

500万円

600万円

700万円

800万円

遺されたご家族の基本生活費

300万円

２人以上世帯 300万円

単身世帯 240万円

360万円

420万円

480万円

25万円

25万円

20万円

30万円

35万円

40万円

×60％＝

〈年額〉 〈月額〉

そしてその額を、

                                                                                で確保します。①公的保障（遺族年金）      ②配偶者の勤労収入 

（2）公的保障（遺族年金）のめやす
　遺族年金の額は、死亡された方の職業や収入、年金加入期間や家族構成によって異なってきます。
そこで以下の各ケースに分類して算出した額をめやす（概算）としてとらえます。なお、公的遺族年金
は非課税の扱いとなります。

※年収は「現在までの平均年収」をめやすとして用います。なお、20歳代～30歳代前半の方は、現在の年収を用います。
※加入月数は最低保障月数の300月（25年）で試算しています。厚生年金の加入年数が25年を超えるときは実際の加入年数で計算し
てください［55円×年収（万円）×加入年数×3/4］。
※在職中の死亡の場合、子がいない40歳以上の妻、あるいは子がいる妻でも、その子が18歳到達年度の年度末時点で40歳以上である
場合は、「中高齢寡婦加算」として厚生年金から年額60万円（月額5万円）が支給されます。

※共済組合の場合、2015年9月までに1年以上の組合員期間がある人には経過的職域加算もあります。

［受け取れる公的年金の種類］

①遺族基礎年金の額（概算）

②遺族厚生年金の額（概算）

会社員や
公務員である

（第2号被保険者）

遺族基礎年金と遺族厚生年金
 ・子が18歳到達年度の末日に妻40歳以上の場合、65歳まで中高齢寡婦加算が併給
遺族厚生年金
 ・40歳以上の妻の場合は65歳まで中高齢寡婦加算が併給
 ・30歳未満の妻は、遺族厚生年金の支給は５年間となる
・55歳以上の夫の場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金
・55歳未満の夫の場合は夫に遺族基礎年金、子に遺族厚生年金（18歳到達年度まで）
妻死亡時に55歳以上の夫には遺族厚生年金（支給開始は60歳から）
子死亡時に55歳以上の父母には遺族厚生年金（支給開始は60歳から）
18歳の年度末まで遺族基礎年金と遺族厚生年金

受け取れる公的遺族年金の種類遺  族死亡した人

妻と子

妻

夫と子

夫
父母
子

夫

妻

独身

ケース１
ケース2
ケース3 130万円　・ケース２＋３人目の子の加算10万円

100万円　・遺族基礎年金80万円＋子の加算20万円

120万円　・ケース１＋２人目の子の加算20万円

遺族基礎年金（年額）遺  族
配偶者＋子１人
配偶者＋子2人
配偶者＋子3人

8.3万円

10万円

10.8万円

（月額）

参考としたデータ：2013年（平成25年）度の総務省「家計調査」

（３）配偶者の勤労収入のめやす
　配偶者の勤労収入は、①月々に必要な「基本生活費」から②遺族年金の額を引いた金額がめやす
となります。また、配偶者が働けない場合（幼い子どもがいたり、高齢である場合など）は、働けない期間
分の勤労収入に相当する金額を後述の「まとまった費用」に組み入れ、共済などで補てんします。

配偶者の勤労収入のめやす　＝　基本生活費－公的年金の額

事例 会社員の夫（年収400万円）が死亡し、専業主婦の妻と子ども（18歳未満）が遺された場合

現在の世帯収入400万円 ⇒ 2人以上世帯基本生活費300万円
基本生活費300万円 － 公的年金の額141万円
　　　　　　　　　　  （基礎100万円＋厚生41万円）

＝  〈配偶者の勤労収入のめやす〉 年額 約160万円（月額13.3万円）

【イメージ図】

夫死亡 子 18歳 妻 65歳

子の加算 20万円

80万円遺族
基礎年金

妻の勤労収入160万円 妻の老齢
基礎年金 80万円

遺族
厚生年金 41万円

中高齢
寡婦加算 60万円

82万円
6.8万円

200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円

20万円
1.7万円

30万円
2.5万円

41万円
3.4万円

51万円
4.2万円

61万円
5.1万円

72万円
6.0万円

年
月

遺族厚生
年金額

年  収

01

じちろう共済の団体生命共済なら…

じちろう共済の
遺族（死亡）保障
※臨時・非常勤等職員向けの  　　　　　 もあります。

1年更新だから、ライフステージにあわせて、毎年保障の内容を見直すことができます。

01 遺族（死亡）保障
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まとまった費用について03
　日々の衣食住にかかる基本生活費以外に、遺族が新たな生活を始めるのに必要な「一時的費用」や、
ライフステージの変化などによって生じる「将来発生する費用への準備」があります。この部分は「まとまった
費用」として考慮し、企業・団体内保障（退職金など）や私的保障（共済や貯蓄など）で備えます。

（１） 遺族が新たな生活を始めるのに必要な「一時的費用」を算出してみましょう。

・葬儀費用、法要、墓地購入費用などで、これらは家族の考え方で大きく変わります。
葬儀費用・法要などのめやすは200万円、墓地購入費用（墓石代、永代使用料など）を加
えた場合は400～500万円をめやすとします。

・遺族の方にローンが継承される場合のみ、その費用を一時的費用に加えて考えます。
  なお、住宅ローンでは多くの場合、団体信用生命保険などへの加入によって、万一の場合
でも死亡保険金でローン残高を精算するようになっています。

「配偶者収入のめやす」×「働けない期間」
・配偶者の就労が困難なときは、「配偶者収入のめやす」をもとにして、「働けない期間の配

偶者収入分」を一時的費用として計上します。
・幼い子どもがいる場合→子どもが小学校に入学するまでの期間×配偶者収入のめやす
・配偶者が中高齢である場合
　→老齢年金の受け取り開始年齢までの期間（６５歳－現在の年齢）×配偶者収入のめやす

一時的費用 備えておきたい保障額のめやす・考え方

①葬祭費用

万円

②ローン返済など

万円

③配偶者収入の補てん

万円

（配偶者の就労が困難なとき）

葬儀一式費用 
飲食・接待費用  
寺院の費用（お経代、戒名料等）   
　　　　葬儀費用の合計

122.2万円
33.9万円
44.6万円
188.9万円

【例】

参考データ1

（２） 将来発生する費用への準備を算出してみましょう。

子どもの年齢により、1人あたり800万円～1,400万円をめやす。
・子どもの将来の進路は、家族や本人の考え方によって変わってきます。ここでは右ページ

の〔参考データ2〕をめやすとして設定します。

そのほか準備しておいた方がよい項目を設定します。
【例】・今後、親の生活費を支援することが想定される。
　　・持ち家のリフォーム費用あるいは建て替え費用を見積もっておきたい。
　　・子どもの進学の都合もあるので、大学卒業までは現在の賃貸住宅を続けたい。

配偶者の年齢により、700万円～1,000万円をめやす。
・配偶者の老後の生活費用として、65歳以後の遺族年金と配偶者本人の老齢基礎年金での不足分

を設定します。具体的には「65歳時点で1,000万円の老後資金があること」をめやすとします。
・配偶者の年齢によって、65歳までの資金運用期間が異なるため、ここでは右ページの〔参考

データ3〕をめやすとして設定します。

将来発生する費用への準備 備えておきたい保障額のめやす・考え方

①子どもの教育資金

万円

③その他

万円

②配偶者の老後準備資金

万円

●子どもの教育費用
参考データ2

※学費等は学校教育費と
　学校給食費。

入学金その他、入学時諸費用、
授業料、生活費を含む。

私立

幼稚園（3年間） 小学校（6年間） 中学校（3年間） 高校（3年間）

公立
学費等※

塾・お稽古代等
学費等※

塾・お稽古代等

42万円
25万円
107万円
42万円

61万円
132万円
559万円
362万円

50万円
94万円
308万円
94万円

73万円
50万円
222万円
77万円

国立（4年間） 私立文系（4年間） 私立理系（4年間）
自宅
アパート・
下宿

481万円
727万円

618万円
843万円

741万円
966万円

〔幼稚園から高校まで〕
文部科学省　
2014年（平成26年）度

「子どもの学習費調査」より

〔大学〕 文部科学省「201４年（平成26年）度私立大

学入学者に係る初年度学生納付金額」、独立

行政法人日本学生支援機構「2014年（平成

26年）度学生生活調査結果」をもとに作成。

●65歳時点で1,000万円になる老後準備資金のめやす

●65歳時点で1,000万円の老後資金があると

参考データ3

　毎年一定額を取り崩し、老齢年金だけでは足りない分を生活費用などとしてあてます。また、一度に全
額を取り崩すのではないため、残額は引き続き運用できます。
　例えば、65歳時点で1,000万円の資金があり、これを取り崩しつつも残額を年複利1％で運用すると、
85歳までの20年間に毎年55万円（月額約5万円）を使えます。

65歳時点での額 取崩期間（85歳－65歳） 残高×年複利 毎年の取崩額 公的年金の受取額 老後の生活資金
【参考例：年1％複利の場合】

※公的年金の額は、妻の老齢基礎年金80万円＋遺族厚生年金51万円（夫死亡時に加入期間300月・年収500万円と仮定）で試算。
※「資本回収係数」による試算値です。

1,000万円 20年間 ×1％ 年額
月額

55万円
約5万円

131万円
約11万円

186万円
約16万円

配偶者の現在の年齢 老後準備資金の額 運用期間（65歳－年齢） 年複利 65歳時点での額
【1％運用の場合（概算）】

※老後準備資金の額は、10万円未満を四捨五入しています。※「現価係数」による試算値です。
　【注】長期金利の動向値などを参考にした設定例です。

35歳
40歳
45歳
50歳
55歳
60歳

30年間
25年間
20年間
15年間
10年間
5年間

×1％【注】 1,000万円

740万円
780万円
820万円
860万円
910万円
950万円

●葬儀費用の全国平均額
一般財団法人日本消費者協会
「第10回葬儀についてのアンケート調査（2014年）」報告書
注：各項目の金額は平均額で、葬儀費用の合計とは一致しない。

　教育資金に対する必要保障額は、これから教育費がかかる幼い子どもがいるときは充分な備えが必
要となりますが、子どもの成長に応じて減らしていくことができます。

　配偶者の老後準備資金としての必要保障額は、主たる生計者が在職中に亡くなった場合、老後の生
活資金となる定年退職金に代わるものとなります。配偶者が中高齢の方は老齢年金開始までの期間が
限られてくるので、しっかり備えておきたい額となります。
　必要保障額を長期的に一定水準で保つことを希望されるときは、保障が終身や長期にわたる共済の
活用をおすすめします。また短期の共済では、毎年の更新時においても長期的な視点にたった必要保障
額の確認・検討をおすすめします。

01 遺族（死亡）保障

じちろう共済の団体生命共済なら…
死亡共済金は年金形式で受け取ることができるので、配偶者収入の代替などにすることも可能です。

▶P22のコラムもご覧ください。
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あなたの必要保障額を算出してみましょう。04 計算例1

〔家族構成〕夫：37歳・会社員（勤続13年）・年収500万円、妻：35歳・専業主婦、子：2歳
〔企業・団体内保障〕夫の死亡退職金200万円  〔貯蓄〕150万円  〔ローン返済〕なし

（1）遺されたご家族の「基本生活費」

　〈支出〉　基本生活費：年収500万円×0.6＝300万円

　〈収入〉　①公的保障（遺族年金）：151万円
　　　　　　遺族基礎年金80万円＋子の加算20万円＋遺族厚生年金51万円
　　　　　②配偶者の勤労収入のめやす：149万円

（2）基本生活費以外の「まとまった費用」

　〈支出〉　①一時的費用：1,100万円
　　　　　　　葬祭費用：500万円（お墓購入の場合）　
　　　　　　　配偶者収入の補てん：600万円＝150万円×4年間（子の小学校入学まで）
　　　　　②将来発生する費用への準備：1,740万円
　　　　　　　子どもの教育資金：1,000万円（幼稚園～高校は公立、塾あり。大学は国立で自宅）
　　　　　　　老後準備資金：740万円（年1％での運用を想定）

　　　　　＝①1,100万円＋②1,740万円－（企業・団体内保障200万円＋貯蓄150万円）＝2,490万円

共済などによる必要保障額

共済などによる必要保障額

会社員の夫が死亡し、専業主婦の妻と子どもが遺される場合

計算例2

（1）遺されたご家族の「基本生活費」

　〈支出〉　基本生活費：世帯年収700万円×0.6＝420万円

　〈収入〉　①公的保障（遺族年金）：130万円

　　　　　②夫の勤労収入：400万円

（2）基本生活費以外の「まとまった費用」

　〈支出〉　①一時的費用：500万円
　　　　　　　葬祭費用：500万円（お墓購入の場合）
　　　　　②将来発生する費用への準備：1,810万円
　　　　　　　子どもの教育資金：900万円（高校卒業後、私立大学文系で下宿）
　　　　　　　夫の老後準備資金：財形貯蓄などで準備する。
　　　　　　　その他：910万円
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　＝①500万円＋②1,810万円ー（企業・団体内保障300万円＋貯蓄500万円）＝1,510万円

共働きの夫婦で、妻が死亡した場合

支　出

①基本生活費（年額）…P5参照

現在の年収

万円

万円

収　入

（10年後に親の生活費支援として年100万円×10年間を想定。
 年複利1％運用で10年後に1,000万円になる資金。）

＝

まずは、基本生活費がどのくらいかかるのかを把握し、得られる公的保障を算出します。
算出された金額をもとに、配偶者の勤労収入のめやすを確認しましょう。

（1）遺されたご家族の「基本生活費」は、「公的保障（遺族年金）」と「配偶者の
　  勤労収入」でまかないます。

まずは、まとまった費用としてどのくらいかかるのかを把握します。その費用から、企業・団体内保障と
現在の貯蓄を引いて、共済などで備える必要保障額を確認しましょう。

（2）基本生活費以外の「まとまった費用」を、「企業・団体内保障」「貯蓄」「共済」
　  でまかないます。

②遺族基礎年金の額…P6参照

配偶者勤労収入のめやす…P6参照

万円

③遺族厚生年金の額…P6参照

万円

万円

支　出

①一時的費用…P7参照

葬祭費用 ローン返済 収入補てん

万円 万円 万円

②将来発生する費用への準備…P7参照

教育資金 老後準備資金 その他

万円 万円 万円

収　入

＝

③企業・団体内保障の額

共済などによる必要保障額

万円

④現在の貯蓄額

万円

万円

＋ ＋

＋ ＋

〔家族構成〕夫：42歳・会社員（勤続20年）・年収400万円、妻：42歳・会社員（勤続20年）・年収300万円、
　　　　　子：16歳・私立高校1年生

〔企業・団体内保障〕妻の死亡退職金300万円　〔貯蓄〕500万円　〔ローン返済〕なし

（夫）遺族基礎年金80万円＋子の加算20万円
（子）18歳年度末まで遺族厚生年金30万円

×60％＝

①－（②＋③）＝

（①＋②）－（③＋④）＝

01 遺族（死亡）保障
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医療保障とは？ 01

入院や治療にかかる費用02

入院や治療にかかる医療費のめやす（１日あたり）は、5,000円～12,000円となります。

入院や治療に
かかる医療費

■健康保険の対象となるもの
　・医療費の自己負担分（小学生～70歳未満は3割負担）
　※高額療養費制度が使えます。

■健康保険が使えない「その他の自己負担分」
　・入院時の食事の自己負担分（一部の方を除き、一食460円）
　・諸雑費（テレビ・新聞代、見舞時の家族の交通費など）
　・差額ベッド代（厚生労働省がとりまとめた2015年［平成27年］ 7月現在の差額ベッド代

1日あたり平均徴収額（１人部屋～4人部屋平均）6,155円）

■がん保障、先進医療保障

2,000円～3,000円

医療費の自己負担分

高額療養費制度の自己負担限度額
（月額）のめやすは次のとおりです。
・月給26万円以下の方…57,600円
・月給28万円～50万円の方…約9万円

3,000円

その他の自己負担分
（食事代・諸雑費）

概算額となります。

6,000円

その他の自己負担分
（差額ベッド代）

差額ベッドの利用は患者の
希望と同意が必要です。

02

※このほか、共済組合には、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、「一部負担金払戻金」として支給される付加給付があります。

じちろう共済の団体生命共済なら…
1年更新だから、ライフステージにあわせて、毎年保障の内容を見直すことができます。
幅広い医療保障で、くらしのさまざまな場面をサポートします。

医療保障 じちろう共済の
医療保障

※臨時・非常勤等職員向けの  　　　　　 もあります。

病気やけがに備えて…

　病気やけがによる入院や手術をした場合にかかる費用に備えま
す。まずは公的保障（健康保険など）や企業・団体内保障でまかな
える分を把握し、そのうえで不足する分を私的保障（共済や貯蓄な
ど）でカバーします。また、がんや健康保険の対象外の治療など、一
度に高額な出費となりがちな場合の備えについても考えます。

入院や治療にかかる費用は、健康保険の対象となるものと、対象外のもので分けて考えます。

＝入院や治療にかかる費用の自己負担分 － 企業・団体内保障 ＋ 収入減少の補てん

●私的保障（共済や貯蓄など）による必要保障額

●高額療養費制度（公的保障）とは

●差額ベッド代とは

●がん保障について

　病院などの窓口で支払う健康保険の自己負担分が高額となり、「自己負担限度額」を超えた場合、
加入先の健康保険などに請求することにより超えた分が払い戻されます。この制度を「高額療養費制
度」といいます。なお、加入する健康保険へ事前手続き（「限度額適用認定証」の交付申請）を行うこと
で、窓口での実際の支払い額を自己負担限度額にとどめることができます。

　通常、大部屋（6人部屋以上）に入院した場合は、健康保険が適用されますが、患者の希望と同意
があり個室や4人以下の部屋などに入院した場合は、大部屋との差額分を自己負担しなければなりま
せん。これを「差額ベッド代」といいます。

　３大死因（がん、心疾患、脳血管疾患）のうち、がんは若い世代でも発生する身近な病気です。日本
人の死亡原因で、がんは15歳～29歳で第3位、30歳代で第2位、40歳代以上では第1位となってい
ます（厚生労働省「2015年［平成27年］度 人口動態調査」）。
　がんの治療で、健康保険の対象外の療法や先進医療を利用した場合などでは、一度に高額な出
費が必要となります。また、再発した場合や、入院はしないものの投薬などで、長期にわたって費用負
担が続くこともあります。
　通常の「入院・治療にかかる費用」と別に、がんと診断されたときに一時金が支払われる医療保障

（共済など）の備えも検討しましょう。

［高額療養費の自己負担限度額（70歳未満）］

〔所得区分ウの方〕　80,100円＋（1,000,000円－267,000円）×１％＝   87,430円
医療費が月額100万円かかった場合の自己負担限度額〈例〉

約9万円が
自己負担額の
上限です。

1ヵ月の窓口負担の限度額標準報酬月額

252,600円 ＋（医療費の総額－842,000円）×１％

167,400円 ＋（医療費の総額－558,000円）×１％

  80,100円 ＋（医療費の総額－267,000円）×１％

                          57,600円 

                          35,400円 

83万円以上

53～79万円

28～50万円

26万円以下

区分ア

区 分イ

区 分ウ

区 分エ

区 分オ

所得区分

※１ヵ月とは毎月1日から末日までの期間となります。
※食事代の自己負担分や差額ベッド代、先進医療の技術料などは高額療養費の対象となりません。

市区町村民税
非課税者等

02 医療保障
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収入減少への補てんについて03

医療保障を選ぶ際のポイント04

じちろう団体生命共済の医療保障05

　先進医療とは、健康保険制度で「高度な医療技術を用いた療養」として国が指定した医療技術・医
療機関で行われる療養をいいます。2018年3月現在、103種類（先進医療A38種類・先進医療B65
種類）が指定されており、厚生労働省のホームページ内の「先進医療の概要について」にて、先進医
療の技術名および実施医療機関一覧が公開されています。先進医療による治療を受けた場合、診
察・検査・投薬・入院料などの基礎部分は健康保険の適用となりますが、先進医療の技術料は全額自
己負担となります。なお、先進医療の費用は、技術によってさまざまです。

【先進医療の費用負担】

「１．先進医療部分」の費用例（平均）

自己負担となります。

1.先進医療部分 2.通常の治療と共通する部分
自己負担（3割）

3.通常の治療と共通する部分
保険給付（7割）

一般の保険診療と同じです

がんに対する重粒子線治療

悪性腫瘍に対する陽子線治療

自己腫瘍（組織）を用いた
活性化自己リンパ球移入療法

腹腔鏡下広汎子宮全摘術

骨髄細胞移植による
血管新生療法

先進医療会議「先進医療の実績報告（2017年［平成29年］度）」をもとに作成

※1 長期病気入院特約を付帯している都道府県支部では360日分までとなります。
※2 都道府県支部や選択するメニューによっては付帯されていない場合があります。

約315万円

約277万円

約56万円

約72万円

多焦点眼内レンズを用いた
水晶体再建術（白内障に係るものに限る） 約58万円

約31万円

①医療保障（共済など）は、貯蓄が少ない年代の方や、長期の入院や健康保険の適用外の療養などで
高額な出費となってしまう場合に効果が発揮されます。
②共済や保険では、病気やけがで入院して退院した場合、その翌日から180日以内に同じ病気やけがで
再入院したときは「1入院」とみなされます。1入院の支払い限度日数が短い共済や保険では、入退院を
余儀なくされたときに保障対象期間に含まれないことがあります。入院1日あたりの支払額だけでなく、
1入院の保障上限日数についても注意しましょう。

きめ細やかな保障を、家計にやさしい掛金で利用できます。死亡・重度障がいだけでなく、充実の医療保
障が自慢です。

　会社員や公務員の場合は入院のため仕事を休んでも有給休暇や、その他の企業・団体内保障がある
場合があります。また長期の療養などで欠勤扱いとなり給料が支払われなかった場合でも、最長で1年6ヵ
月間は「傷病手当金」が支給されます。
●健康保険の場合
〔支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の月給を平均した額÷30日の2/3の額（上限あり）〕が
支給されます。
●共済組合の場合
〔支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の月給の平均額÷22日の2/3の額〕
が、土・日曜日を除き支給されます。
・傷病手当金の支給が終了した後も同じ病気やけがで勤務できない場合は、最長6ヵ月間「傷病手当金
附加金」が支給されます。

　これら一定の保障がすでに用意されていることから、収入減少への補てんについては、掛金負担に
余裕があれば「できれば備えたい」保障とします。
　なお、自営業の方などが加入する国民健康保険では、「傷病手当金」制度は実施されていませんので、
収入減少への補てんが必要です。

「収入減少への補てん」を備える場合のめやす（会社員の場合）
傷病手当金で不足する
〔支給開始日以前の継続した12ヵ月間の月給を平均した額÷30日の1/3の額〕とします。

〈例〉月給の平均額が36万円の場合、1日あたり約4,000円となります。
　　36万円÷30日×1/3＝4,000円

●先進医療保障とは

事例1

事例2
１入院90日限度の医療保障で再入院した場合の例

入院 退院

60日入院

再入院 退院

30日 40日は支払対象外

〈70日間の再入院〉

180日以内

各入院期間は通算されて130日間の入院とみなされるため、初回入院60日分と再入院30日分が支払対象。

02 医療保障

●医療保障も充実

1.　　病気・不慮の事故のときは、日帰り入院からお支払い ＜1入院180日分まで※1＞

2.　　病気のとき

3.　　不慮の事故のとき

4.
　　154種類の手術を保障

         さらに女性特有疾病のうち14種類は、最高倍率でお支払い

5.　　がんと初めて診断されたとき、がんで亡くなられたとき※2

6.　　5種類の傷病障がいと、肝硬変・慢性膵炎と初めて診断されたときを保障

7.　　ドナーとなる方の、臓器提供のための手術も保障

8.　　共済金請求のための診断書料も補助

・がんなどの5大成人病による連続5日以上の入院は、通常の入院にプラスして保障
・連続5日以上の入院後の通院も保障

・入院前後の通院を保障
・5日以上の通院は、入院がなくても保障
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老後保障
ゆとりあるセカンドライフのために…

　定年退職などによって給与収入のなくなった後の生活設計をカバーするものが「老後保障」です。基
本生活費を支える柱は公的年金（老齢年金）ですが、ゆとりあるセカンドライフのためには、企業・団体内
保障（退職金や企業年金など）と私的保障としての共済利用や計画的な貯蓄が求められます。

＝老後の生活費 － （公的年金 ＋ 企業年金 ＋ 退職金）
●私的保障（共済や貯蓄など）による必要保障額

老後保障とは？01

老後の基本生活費について02

私的保障での備えについて03

03

（1）老後の基本生活費について
　老後の生活にどれだけの費用がかかるのか、これは個々人のライフスタイルや考え方によってさま
ざまです。ここでは下表のデータを参考に、これだけは確保したい額として基本生活費を設定します。

夫婦２人の基本生活費（月額） 約27万円 約16万円単身者の基本生活費（月額）

●老後の基本生活費（月額）

総務省統計局 家計調査年報（2016年［平成28年］家計の概要）より
※高齢夫婦無職世帯とは夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯をいいます。

食料
住居
光熱・水道
家具・家事用品
被服および履物
保健医療
交通・通信
教育・教養娯楽
その他の消費支出
非消費支出
合計

64,827円

14,700円

18,851円

9,017円

6,675円

15,044円

25,256円

26,304円

57,016円

29,855円

267,546円

36,200円

12,402円

12,643円

5,512円

4,217円

7,967円

12,480円

17,401円

35,137円

12,445円

156,404円

高齢夫婦無職世帯※ 60歳以上単身無職世帯

参考データ

　上記の老齢年金概算額モデルをもとに、基本生活費との過不足をみると下表のようになります。
（金額は月額です。）

　このモデル推計で基本生活費と老齢年金額との差額で不足となる金額、そしてゆとりあるセカンドライ
フのために基本生活費に上乗せしたい金額が、私的に準備しなければならない金額となります。
　退職金や企業年金などを考慮するとともに、それでも不足する部分を年金系の保障（共済など）や貯蓄
で準備しておく必要があります。

※在職中の年収を、夫・単身は500万円、妻（第2号被保険者）は400万円と仮定しています。

夫  婦

単  身

被保険者 基本生活費 公的年金額世  帯 差  額
ケース１
ケース2
ケース3

妻：第3号（専業主婦）

夫・妻：第2号（共働き）

第2号（会社員等）

27万円

27万円

16万円

23万円

30万円

16万円

▲4万円

3万円

0万円

※妻の老齢基礎年金は妻が65歳となってからの受給となります。65歳未満の間は上表の妻の老齢基礎年金に代わり、夫に
　特別加算を含めた加給年金40万円(老齢厚生年金受給者の生年月日により異なる）が加算されます。

【老齢年金のモデル額】※（夫婦の場合）夫は厚生年金40年間加入。妻は第3号被保険者  ※（単身の場合）厚生年金40年間加入。

老齢基礎年金（夫）

老齢厚生年金（夫）

老齢基礎年金（妻）

合計

月あたり

80万円

66万円

80万円

226万円

19万円

300万円
夫婦 単身 夫婦 単身 夫婦 単身 夫婦 単身

80万円

88万円

80万円

248万円

21万円

400万円

80万円

110万円

80万円

270万円

23万円

500万円

80万円

132万円

80万円

292万円

24万円

80万円

66万円

　

146万円

12万円

80万円

88万円

168万円

14万円

80万円

110万円

190万円

16万円

̶ ̶

80万円

132万円

212万円

18万円

600万円65歳時の受取年金額
30歳代後半の平均年収（めやす）

（2）公的年金（老齢年金）からどれくらいもらえるのか
　老齢年金（老齢基礎年金・老齢厚生年金）の受け取り年金額のモデル例は次のとおりです。なお、
老齢厚生年金額の算出方法では、厚生年金の全加入期間中を平均とした収入額が基準となります
が、ここではほぼ近似値となる「30歳代後半の平均年収」をめやすとして使います。

̶ ̶

　厚生労働省の「簡易生命表」（2016年［平成28年］度）によると、男性の平均寿命は80.98
歳、女性では87.14歳となっています。私的保障によるじちろう共済での備えとして、年金を受け取り
たいときは、長期共済や税制適格年金への加入が必要です。

（1）ねんきん保障（共済など）

03 老後保障

じちろう共済の長期共済・税制適格年金なら…

退職後の保障として年金を選択すれば、退職後、公的年金開始までの期間などに備えることができます。
長期共済 ・・・・・・・・ 確定年金（5年・10年・15年）と終身年金があります。
税制適格年金 ・・・・ 確定年金（10年・15年）と終身年金があります。

じちろう共済の
老後保障
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　ケース1の試算では、必要な基本生活費に対し、公的年金だけでは毎月4万円不足しました。
では、65歳時点でいくらの老後資金があればそれを補てんできるのでしょうか。
　65歳時点で1,000万円の老後資金があると、その後85歳までの20年間は残額を年複利1％
の運用で、毎年55万円（月額約5万円）の取り崩しができます。
　そこで、65歳までに1,000万円の積み立てを目標とするためには、毎年いくら積み立てればいい
のか、下表を参考にしてください。

（2）老後準備資金の積み立て

（1）雇用保険からの給付と老齢厚生年金の受給

・終身で保障される医療保障の制度へ加入する。
・持病・既往症などがある方は、「引受緩和型」の医療保障へ加入する。
・一定期間（例えば80歳まで）保障される医療保障の制度の場合は満期金を付け、その後の医療費負担は満期金でまかなう。

　退職後の公的医療保険は、①共済組合・健康保険の任意継続加入（最大2年間。掛金・保険料は
全額自己負担）、②国民健康保険の加入、③家族の健康保険等の被扶養者となるなどの選択肢があ
ります。なお、75歳からは個人単位で「後期高齢者医療制度（長寿医療制度）」に加入します。
　70歳以上になると病院などの窓口負担は2割（1944年［昭和19年］4月1日以前生まれの人は特例の
1割負担）、現役並み所得者は3割となります。また、「高額療養費制度」における一般所得者の自己負担
限度額は、通院は個人単位で1.4万円、通院と入院を合わせた世帯の自己負担限度額は5.8万円となり
ます（2018年7月診療分までの自己負担限度額を記載）。在職中より自己負担額は少なくなりますが、企
業・団体内保障がないことに留意する必要があります。
　定年退職後は、医療費負担が気になる年代となってきます。医療保障（共済など）で備える場合は、次の
方法が検討できます。

　老後は夫婦二人で長寿をまっとうしたいものです。しかし妻が夫より年下の場合や統計上の平均寿命を
考慮すると、妻よりも夫が先立つことが多いといえます。遺された妻がくらしていくための備えも検討します。

※一般的には、高齢期になると既往症も増えることから、在職中の若いうちからの加入をおすすめします。

　60歳以後も会社員などとして働いた場合は、引き続き厚生年金に加入する（保険料を支払う）こ
とになります。このため次の取り扱いになります。

（2）老齢厚生年金の増額など

・退職後の老齢厚生年金額が増額されます。
・万一、死亡や障がい状態になったときには、増額された遺族厚生年金や障害厚生年金が受給できます。
・60歳未満の被扶養配偶者がいる場合は、公的年金の第3号被保険者（個人としての年金保険料負担

なし）となります。
・健康保険にも引き続き加入できます。

　雇用保険では、60歳以降の雇用の継続と安定を目的として「高年齢雇用継続給付金制度」があり
ます。例えば、月給が所定の金額以下であり、60歳以後の月給が60歳時点と比べ、75％未満となっ
た場合に給付がはじまり、61％以下になったときは、その月の月給の15％相当額が支給されます。
　また老齢年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、過去の年金改正の経過から現在一定年齢
の方は65歳前から特別支給の老齢厚生年金が開始されます（公務員など共済組合の方と、従来
から厚生年金だった男性は1961年［昭和36年］4月1日以前生まれの方。従来から厚生年金だっ
た女性は1966年［昭和41年］4月1日以前生まれの方）。
　60歳以降も会社員などとして働く方は、給与に加え雇用保険給付や年金を受けられるかどうかを
勤め先に確認することが必要です。仮に60歳以後の給与が低下したとしても、一定額カバーできる
公的制度の活用をおすすめします。
　なお、特別支給の老齢厚生年金が受給できる場合は、月給・雇用保険給付・年金の額によって
受給する年金が一部併給調整（減額）されます。
※公務員は原則雇用保険には加入できません。

合計  536万円～ 920万円

〔現在〕夫婦二人での年金額合計が248万円
〔夫死亡後〕夫の老齢年金がなくなり、代わって遺族厚生年金の受け取りとなります。
　　　　　その額は老齢厚生年金額の3/4です。

遺された妻が受け取る年金

自分の老齢基礎年金80万円＋遺族厚生年金66万円＝146万円（月額約12万円）
このケースでは、「単身の基本生活費」のめやすである16万円から月額4万円程度不足します。
　夫を被共済者とする共済などでまかなうときの必要保障額は次のとおりとなります。

妻の基本生活費

夫死亡時の葬儀費用 200万円

元会社員の夫の老齢年金168万円（老齢基礎年金80万円＋老齢厚生年金88万円）、
専業主婦の妻の老齢基礎年金80万円だった場合で、夫に万一のことがあったとき。

事例

退職後の医療保障プラン05

60歳代前半の働き方プラン04

退職後の遺族保障プラン06

月額の不足分4万円×12月×（【男女の平均寿命の年数差7年間＋夫と妻の年齢差
（夫－妻）】の計を7～15年間とすると）＝336万円～720万円

　じちろう共済の長期共済なら…
　医療保障を付帯する団体生命共済と長期共済に加入していれば、健康状態にかかわらず、
　★退職後の医療保障（入院日額5,000円）を選択できます。医療保障には、定期（70歳・75歳・80歳満期型）と終身があります。
　★医療保障を付帯する団体生命共済の加入期間が5年以上のときは、現症・既往症による給付制限がありません（三大疾病診断共済金を除く）。

　じちろう共済の長期共済なら…
　団体生命共済と長期共済に加入していれば、健康状態にかかわらず、
　★退職後の遺族保障を選択できます。遺族保障には、定期（70歳・75歳・80歳満期型）と終身があります。
　★団体生命共済の加入期間が5年以上のときは、現症・既往症による給付制限がありません。

［65歳時点で約1,000万円の老後資金を準備するための積立年額（年1％複利の場合）］
積立の開始年齢 積立期間（65歳ー年齢） 毎年の積立金額（年複利1％の場合）

40歳
45歳
50歳
55歳
60歳

25年
20年
15年
10年
5年

35万円

45万円

62万円

96万円

196万円
※「減債基金係数」による試算値です。

03 老後保障
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障がい保障・介護保障とは？01

障がい保障の基本的な考え方02
-1

障がい状態になった場合の公的保障制度など02
-２

04
04 障がい・介護保障

障がい保障・介護保障
本人とご家族のこれからを支える…

　病気やけがもしくは加齢により、家族や他人の介助を必要とする状態になった場合、本人と家族が新
たな生活を始めるための経済的負担をカバーするものが「障がい保障・介護保障」です。

　一般的な生命保障では、特約を付帯した場合、後遺障がいになったときにその障がいの程度（「障害
等級」といいます。）に応じて、通常死亡共済（保険）金の一定割合の後遺障がい共済（保険）金が支払
われます。また重度障がいの場合は、死亡共済（保険）金と同額が支払われます。
　後遺障がいとなった場合は、仕事や生活などに支障が生じるだけでなく、治療などの負担が加わります。
ましてや重度の障がい状態になり就労ができなくなったときのことを考えると、死亡保障よりも手厚い保障
が必要となります。
　万一、重度障がいになった場合にも共済金が受け取れる生命共済や特約への加入をおすすめします。

　障がい状態になった場合には、下表のような公的制度などの適用を受けることができます。なお、障が
い状態の認定基準は各制度によって異なります。

【参考】全労済の共済の「重度障がい」は、労災保険の第１級～第３級の一部となっています。

身体障がい障害等級

第1級

第2級

第3級

（１）公的保障（障害年金）はどれくらいもらえるのか
　重度障がいとなった場合に受け取れる障害年金の額はどれくらいでしょうか。障害基礎年金と障害
厚生年金に分けて概算額を表記します。

①障害基礎年金の額（概算）

ケース１
１級：100万円（2級の1.25倍）
２級：80万円

8.3万円
6.6万円

障害基礎年金（年額）家族構成
本人のみ、または
本人と配偶者のみ

ケース2
１級：120万円
２級：100万円

10万円
8.3万円

本人＋子１人

ケース3
１級：140万円
２級：120万円

11.6万円
10万円

本人＋子２人

ケース4
１級：150万円
２級：130万円

12.5万円
10.8万円

本人＋子３人

（月額）

②障害厚生年金の額（概算）
年  収 300万円

51万円
4.2万円
41万円
3.4万円

68万円
5.7万円
55万円
4.5万円

85万円
7.1万円
68万円
5.7万円

103万円
8.5万円
82万円
6.8万円

400万円 500万円 600万円
年

月

年

月

障害等級
１級
障害等級
２級・３級

１級・２級で配偶者がいる場合は年20万円を加算します。
※年収は「現在までの平均年収」をめやすとして用います。なお20歳代～30歳代前半の方は、現在の年収を用います。
※加入月数は最低保障月数の300月（25年）で試算しています。厚生年金の加入年数が25年を超えるときは、実際の加入年数で計算
　してください。
※障害等級1級の年金額は、2級の額の1.25倍となります。

ケース１＋子の加算20万円

ケース２＋２人目の子の加算20万円

ケース３＋３人目の子の加算10万円
内　　容制度名

・国民年金加入者、厚生年金加入者が、病気やけがで重度な障がい状態になった
場合に支給されます。
・対象は、障害基礎年金が障害等級1級・２級、障害厚生年金が１級～３級です。

・在宅で介護を受ける重度障がい者の生活費を支援する国の福祉制度です。対
象は障害者手帳のおおむね障害等級2級以上。支給額は月額約2.7万円です。

・自動車事故で、後遺障がいが残ったときに支給されます。障害等級は第１級～
14級までで、最高4,000万円の補償です。

障害年金
障害基礎年金・
障害厚生年金（            ）

・業務上災害または通勤災害で後遺障がいが残ったときに支給されます。
・障害補償年金（障害等級第１級～第７級）は、給与額をもとに日額の131日～
313日分の年金となります。障害等級第8級～第14級は一時金での支給とな
ります。

労災保険

自賠責共済（保険）

特別障害者手当

障害補償年金・
一時金など（            ）

そしゃく又は言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障
害を残し、終身労務に服することがで
きないもの

●
●

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残
し、終身労務に服することができない
もの

●

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以
下になったもの
両眼の視力が0.02以下になったもの
神経系統の機能又は精神に著しい障
害を残し、随時介護を要するもの

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残
し、随時介護を要するもの
両上肢を手関節以上で失ったもの
両下肢を足関節以上で失ったもの

両眼が失明したもの
そしゃく及び言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障
害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残
し、常に介護を要するもの

両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
両下肢の用を全廃したもの

●

●
●

●
●
●

●

●
●
●
●

●

●
●

じちろう共済の団体生命共済なら…
重度障がいになられたときに「重度障害共済金」をお支払いします。また、不慮の事故、
所定の感染症によって身体障がいの状態になられたときは「災害障害共済金」をお支払いします。

じちろう共済の
介護保障 介護保障じちろう共済の

障がい保障
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（２）「これまでと同程度の生活に必要な額」
　万一、重度障がいになった場合にも、ほぼ「これまでと同程度の生活」をおく
れるようにしたいものです。障害年金受給者となった場合、一般的に年収の2
～3割にあたる所得税や国民年金保険料などの負担が軽減されます。また、
各種公的な優遇措置や手当金などが適用されます。
　これらのことから、障がい保障における必要保障額のめやすは、現在の世
帯収入の80％程度を「これまでと同程度の生活に必要な額」とします。さらに
高齢になったときの生活費用も老後準備資金として準備しておくことも大切
です。これらの必要保障額を企業・団体内保障でまかない、不足する分を私的
保障（共済や貯蓄）で備えます。

＝これまでと同程度の生活に必要な額（現在の世帯収入の80％程度）
　＋ 老後準備資金 －｛公的保障（障害年金） ＋ 企業・団体内保障｝

●重度障がいになった場合に備える私的保障（共済や貯蓄など）による必要保障額

ほぼ、遺族保障の必要保障額の１．５倍～２倍となります。

障がい状態になった場合の公的保障制度など02
-3

【「これまでと同程度の生活に必要な額」と障害年金などとの差額（年額）】

年  収 300万円

300万円

201万円

100万円

51万円

20万円

30万円

▲99万円

▲990万円

▲1,980万円

400万円

320万円

218万円

100万円

68万円

20万円

30万円

▲102万円

▲1,020万円

▲2,040万円

500万円

400万円

235万円

100万円

85万円

20万円

30万円

▲165万円

▲1,650万円

▲3,300万円

①同程度の生活に必要な額（年収×80％）

②公的年金等の合計

　　障害基礎年金（1級）

　　障害厚生年金（1級）

　　配偶者加算

　　特別障害者手当

③生活費の不足分  （＝②－①）

　　10年間の合計（③×10年）

　　20年間の合計（③×20年）

※①同程度の生活に必要な額は、生活するうえで最低でも確保しておきたい金額として最低300万円で設定しています。
※特別障害者手当は年額30万円として試算しています。また、特別障害者手当には、所得制限があります。
※老後準備資金の額はP8の表をご参照ください。

　死亡したときの生命保障（共済など）を基本として、後遺障がい保障を特約などで備えることとなります。具
体的には、重度障がいになった場合に、遺族保障の必要保障額の1.5倍～2倍程度の共済金が受けられ
るようにすることをおすすめします。また、月々の生活費への補てん方法の一つとして、共済金の年金受け取
りもあります。

●重度障害共済金・死亡共済金の年金受け取りについて

　万一、重度障がいとなったときは、本人ばかりか配偶者の勤労収入も期待できない場合がありま
す。また、一家を支える人が死亡したときも、配偶者の勤労収入では生活費が不足する可能性が考
えられます。月々の基本生活費と障害年金・遺族年金の不足分を補う一つの方法として、じちろう
団体生命共済では、共済金の年金受け取り（共済金年金払い制度）のしくみを設けています。
　この制度は、お支払いする重度障害・死亡共済金などの全額もしくは一部を年金形式で、一定
期間にわたって受け取れるしくみです。共済金を年金として受け取れるので、これからの生活資金と
して計画的に活用することができます。

事例

重度障害共済金2,000万円全額を20年間年金で受け取る場合

年金の受取期間

年金の受取回数

年金年額

年金の受取総額（20年間）

2，000万円を年金で
受け取る場合の
受取期間ごとの年金年額
（年1回受け取り）
《男性・女性共通》

受取期間 年金年額

本人（障害等級1級）と配偶者のみのケース

20年
年1回

約113.6万円＊

約2,272.6万円＊

重度障害
共済金
2,000万円
（年金原資）

確定年金
年金年額 約113.6万円

年金の受取総額
約2,272.6万円

年金の受取期間（20年間）

04 障がい・介護保障

※年金年額は2018年2月現在の基礎率（予定利率等）で計算したものです。年金年額は、
年金原資が充当される年金開始日の基礎率（予定利率等）で計算しますので、将来の基
礎率（予定利率等）の変更により変動（増減）することがあります。

約407.9万円

約211.5万円

約146.2万円

約113.6万円

約94.1万円

約81.2万円

約72.0万円

5年
10年
15年
20年
25年
30年
35年

＊年金年額および年金の受取総額は、1，000円未満を切り捨てて表示し
ています。

コラム
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介護保障の基本的な考え方03
-1

高額介護サービス費制度（公的保障）とは03
-3

65歳未満の場合は03
-4

公的介護保険と介護サービスにかかる費用03
-2

＝介護サービスにかかる費用（公的介護保険の利用者負担額＋保険外の利用料）

●私的保障（共済・貯蓄）による必要保障額

私的保障のめやすは月額４.5万円程度です。

　公的介護保険は、原則65歳以上の方が要支援・要介護の状態になったときに、各種介護サービ
スを自ら選んで利用することができます。この介護サービスにかかる費用を共済や貯蓄などで備えます。
ただし、公的介護保険の「高額介護サービス費制度」を活用すれば、月額4.5万円程度が自己負担
のめやすとなります。

　公的介護保険では要介護度によって、利用可能な介護サービスの限度額が設けられており、①限
度内のサービスは1割（一定以上所得者※は2割）の自己負担で利用できます。②これを超えた追加や
保険外サービスの費用は全額利用者負担となります。
※合計所得金額が160万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」で求めた額が280万円（夫婦世帯の場合は346万円）以

上の者（単身者で年金収入のみの場合は280万円以上）が該当します。

●介護保険認定者の状況

参考データ

　公的介護保険では、健康保険における高額療養費制度の
ような「高額介護サービス費制度」があります。次のように、市区
町村民税の課税状況に応じ世帯の自己負担限度額が定めら
れており、月額44,400円が負担上限となっています。ただし、
「支給限度額を超えて利用したサービスの費用」や「施設サービ
ス利用者の居住費・食費」は全額自己負担となります。また、
「住宅改修費」「福祉用具の購入費」などは高額介護サービス
費の対象とはなりません。

　公的介護保険では、40歳～65歳未満の方は、加齢に伴った特定疾病（初老期認知症や脳血管疾患
など）で要介護状態になったときに対象となります。このため、例えば交通事故などが原因の場合は介護
保険の対象外です。年齢にかかわらず障がい・介護に備えることができる共済などをおすすめします。

世帯の区分

世帯全員が市区町村民税を課税されていない世帯

世帯内に現役並み所得者に相当する人がいる世帯

世帯内に市区町村民税を課税されている人がいる世帯

世帯の負担上限額

44,400円
44,400円
24,600円

［高額介護サービス費］（2017年［平成29年］8月現在） （月額）

（単位：千人）

厚生労働省 介護保険事業状況報告〈暫定〉（2017年［平成29年］４月分）

※現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上かつ世帯年収520万円（単身は383万円）以上の方です。

6,331.4

6,198.8

745.2

2,314.0

1,651.0

1,488.6

132.5

889.6

877.1

120.9

420.8

229.5

105.8

12.5

867.4

848.1

117.2

365.0

230.0

135.9

19.3

1,263.5

1,241.1

140.3

483.4

352.3

265.0

22.4

1,105.9

1,077.8

132.6

377.7

290.3

277.3

28.1

835.6

817.3

89.5

260.6

214.9

252.3

18.2

768.3

753.2

76.6

225.4

190.4

260.8

15.2

601.1

584.2

68.1

181.2

143.6

191.4

16.9

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

総　数

第1号被保険者

第2号被保険者

65歳～74歳

75歳～84歳

85歳～89歳

90歳以上

〔公的介護保険〕
在宅サービスや地域密着型サービス、施設サービスを、限度内で組み合わせて
利用できます。限度額までの利用者負担は、利用したサービス費用の1割（一定
以上所得者は2割）です。

①在宅サービスの区分支給限度基準額（2017年［平成29年］4月現在）

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

50,030円
104,730円
166,920円
196,160円
269,310円
308,060円
360,650円

5,003円
10,473円
16,692円
19,616円
26,931円
30,806円
36,065円

利用限度額（月額）要介護区分 自己負担額
（1割負担の場合） ・公的介護保険の支給限

度額以上の追加的な
サービス（ヘルパーの回
数増や時間延長など）
・公的介護保険に含まれ
ないサービス（配食、移
送、外出、買い物の同
行、介護保険3施設なら
びにショートステイにおけ
る居住費や食費、デイ
サービスやデイケアにお
ける食費など）

②追加や保険外のサービス
　：全額利用者負担

04 障がい・介護保障

じちろう共済の介護保障なら…

介護に絞ったシンプルな保障で、寝たきりや認知症で要介護状態になったときの生活費をサポートします。
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住まいの保障とは？01

住まいの保障には、まず火災共済が必要です02

「再取得価額」で保障します0３

火災共済の利用方法04

住まいの保障
火災や自然災害の備えに…

　住宅が火災や自然災害によって損害を受けるリスクに備えるもの
が「住まいの保障」です。万一、大切な住まいが火災などの被害に
あったとき、一日も早く再建し、今までどおりの生活を取り戻すことは
誰しも願うことです。そのために必要な保障額を、全労済では「加入
基準による再取得価額」として設定しています。また、発生したときに
被害が大きくなる台風・地震などの自然災害や、近年増加している
盗難による被害についても、一定の保障基準を設定しています。

　月日が経てば、住宅や家財も古くなっていきます。もし、火災などによる
被害を受けた場合に、購入時の価格や時価で保障されると充分な生活
再建ができない場合があります。じちろう共済の「火災共済」は、被害に
あったものと同程度のものを新たに購入・修理するために必要な費用
（再取得価額）で保障しますので、皆さまの生活再建にお役立ていただ
けます。
※風水害・地震などのときは保障額が異なります。

　どんなに自分が気をつけていても、他家の火事のもらい火で類焼してしまうこともあります。しかし火事のと
きは「失火責任法」により、火元となった人に重過失がある場合に限り、民法709条（故意または過失によっ
て生じた損害に対する賠償責任）の規定を適用すると定めています。このため類焼だからといって火元（加
害者）に賠償請求することができません。また、火災の損害に対する公的な社会保険制度はありません。企
業・団体内保障においても一般的にはお見舞金程度となっています。したがって、万一の場合の損害が高
額になるこのリスクは、火災共済などに加入して自分自身でしっかり備えておく必要があります。

＝全労済の加入基準による再取得価額 ＋ 自然災害への一定の備え

●住宅火災の出火原因別件数（上位５位）

参考データ1
コンロ
たばこ
ストーブ
放火
配線器具

1
2
3
4
5
住宅火災の総件数（平成2８年）

2,077件
1,442件
914件
821件
515件

11,317件

18.4％
12.7％
8.1％
7.3％
4.6％
100％

コラム
　　　　団地・マンションなどの鉄筋住宅は燃えないから、火災保障はいらない？
　　　　　　　　　　　　　建物火災の約2.7件に１件が耐火・防火建物の火災です。

　マンションなど確かに燃えにくいといえますが、鉄筋コンクリートを含む、いわゆる耐火・防火建物の１年間
の出火件数は8,149件です（2016年［平成28年］度版「消防白書」）。また家財は建物構造にかかわらず、
火事のときは真っ先に燃えてしまうことが多いようです。加えて、団地などの共同住宅で心配なのは、上の階
からの生活用水による水もれや下の階への水もらしによる損害の発生です。

●私的保障（共済や貯蓄など）による必要保障額

　火災共済は住宅と家財を分けて加入します。自家であれば「住宅＋家財」、借りている住宅（借家）で
あれば「家財」の保障に加入することが基本となります。

住 宅 家 財 コメント

①自家にお住まいの方

②借家にお住まいの方

③貸家・アパート等を所有の方

・火災保障をつけていない場合

・住宅ローンに伴う債権保全の
ための火災保障に加入している
場合

・他の火災保険などに加入してい
る場合

住宅資金の融資と同時に契約する火災保障は、融資の保全を主
な目的としているので、必ずしも充分な保障額が満たせません。また
家財は対象となっていません。ご自身で保障をプラスし、不足を補う
ことが必要です。

やむを得ず重複加入になる場合は、必要保障額（加入基準）からす
でに加入されている他の火災保険などの契約金額を差し引いた額で
火災共済に加入できます。

失火により貸主へ法的な損害賠償が生じた場合に備えて「借家人
賠償責任特約」も必要です。

全労済の加入基準にもとづく、火災共済の加入をおすすめします。

加入の検討をおすすめします。 加入内容の確認をおすすめします。 他人の財産なので加入できません。

総務省消防庁：「2016年［平成28年］（1月～12月）
における火災の概要（概数）」

05
05 住まいの保障

じちろう共済の
住まいの保障

じちろう共済の「住まいる共済」
　「住まいの保障」では、生活再建に向けた保障基準にもとづく
　「住まいる共済（火災共済・自然災害共済）」による保障設計をおすすめします。
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火災以外の保障範囲05 クルマの補償とは？01

自然災害に備えて：自然災害共済06

火災共済にプラスする特約について07

　火災共済では火災以外でも以下のようなケースも保障範囲に含まれています。知らなくて請求しな
かった、ということのないようにご注意ください。

　火災共済の基本保障
内容には、地震・噴火・津
波による被害への保障は
含まれません。これら自然
災害での被害に備えるた
め、自然災害共済へのご
加入をおすすめします。な
お、自然災害共済は火災
共済に追加してご加入い
ただく保障です。

　火災共済に特約をプラスして、よりワイドな保障にすることができます。

参考データ2

1995年   1月
2011年   3月
2011年   9月
2011年 12月
2012年   4月
2014年   2月
2015年   8月
2016年   4月

阪神・淡路大震災
東日本大震災
台風15号
北日本域における雪害
低気圧に伴う暴風雨災害
風雪害
台風15号 
熊本地震 

約186億円
約1,277億2,700万円
約37億8,000万円
約31億4,500万円
約26億1,000万円
約127億9,500万円
約46億1,600万円
約139億円

発生年月 災害名称 全労済の支払額

2017年5月31日現在

借家人賠償責任特約

特約名 内 容

個人賠償責任共済

類焼損害保障特約

盗難保障特約

賃貸住宅にお住まいの方が、火災、破裂または爆発、漏水などにより借用住宅を破損し、貸主に対して
法律上の損害賠償責任を負った場合の保障 ※火災共済に30口以上加入している場合にセットできます。

契約している住宅から発生した火災、破裂または爆発により近隣の住宅およびそこに収容される家
財に損害が生じた場合の保障 ※火災共済に30口以上加入している場合にセットできます。

盗難により損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合の保障（家財のみが保障対象となり、
住宅部分については保障の対象外です） 
※自然災害共済に未加入で、火災共済の家財契約に30口以上加入している場合にセットできます。

ご自身やご家族（同居で同一生計の親族）が日常生活、または、居住する住宅の所有・使用・管理に
起因する偶然の事故などで被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合の保障 
※火災共済に30口以上加入している場合にセットできます。

●主な自然災害に対する全労済の支払額

クルマに関する補償
快適なカーライフのために…

　車を運転する者の責任として、車を買えば「自賠責共済（保険）」に必ず加入することが法律で義務
付けられています。しかし、それだけでは充分な補償とはいえません。そこで「自賠責共済（保険）」にプラ
スして任意の補償である「じちろうマイカー共済」などに加入します。
　クルマの補償では、①相手方への賠償、②ご自身の補償、③車の補償、の３つの観点から総合的に
考えることが大切です。

06

●標準型にプラスで、安心がさらに広がる特約

基本補償名 内   容 補償内容

相手方への賠償

ご自身の補償

車の補償

対人賠償

対物賠償

人身傷害補償

無共済車傷害

弁護士費用等補償特約
（賠償対応補償付）

車両損害補償

無制限

無制限

無制限

標準付帯
（退職者の方は
希望により付帯）

5,000万円

一般補償・自分の車の損害を補償。

・自動車事故により、他人のモノ（車、ガードレール、
家など）を壊してしまったときの損害賠償を補償。

・自動車事故により、他人を死傷させてしまったとき
の賠償補償。

・自動車事故で、本人や搭乗者が死傷した場合の
補償。

・無共済（保険）車との事故により、死亡または
後遺障がいを負ったときの補償。

・刑事裁判の弁護士費用や、起訴される前に要
した弁護士費用も補償。

●じちろうマイカー共済の「標準型」（四輪自動車の場合）

交通事故危険補償特約 マイバイク特約自転車賠償責任補償特約

車両損害の無過失事故
に関する特約　

　　

●車両損害補償にプラスで、安心がさらに広がる特約

付随諸費用補償
地震・噴火・津波に関する

  車両全損時一時金補償特約　

落雷でヒューズが切れ、業者に来てもらい修理しなければならなくなった。

自宅の前の道路を通った自動車が、道路の小石を
跳ね飛ばしていき、玄関のガラスを割られてしまった。

何者かに自宅の塀や車庫にスプレーで落書きされた。
どろぼうが侵入する際に窓ガラスとドアを壊した。

スキーに行ったら宿泊先のペンションが火事になり、
持って行ったスキー板や靴、その他衣類が燃えてしまった。

マンションの上階の人の部屋で洗濯機のホースがはずれて溢れ出した水が
あなたの部屋の天井や押入れの中の布団を汚してしまった。

落雷

物体の飛来
　
第3者の加害行為
（損害額5万円以上）
　
持ち出し家財

他人の住居からの水ぬれ

06 クルマに関する補償

標準型にプラス＋
おすすめ

じちろう共済のじちろうマイカー共済なら…
　万一の事故のときにも安心できる補償をセットした標準型（基本補償）がベースです。
　これに車両損害補償や特約・割引を組みあわせることで、ニーズにあった補償にすることができます。
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掛金がおトクに05

自賠責共済（保険）の補償額03

過失割合のしくみと人身傷害補償などの特長04

　じちろうマイカー共済には各種掛金の割引制度が設けられています。割引制度は条件を確認して、
活用します。

　自賠責共済（保険）の補償額は、被保険者１人につき死亡の場合で最高3,000万円、介護を要す

る後遺障がいについては障がいの程度に応じて最高4,000万円、けがの場合で最高120万円です。

他人に対する損害賠償額を補償するものなので、運転者（加害者本人）のけがや相手の自動車、建物

などに対する損害は対象外となります。また近年では賠償額も高額化していることからも、自賠責共済な

どだけではなく、じちろうマイカー共済による補償の上積みや充実化が不可欠です。

　自動車事故の示談においては、加害者・被害者双方の過失が問われます。自分と相手の過失割合に
応じて損害の賠償額が相殺されます。
　ご自身のための補償である「人身傷害補償」は、相手方から支払われない「自分の過失割合分」を含め
て、実損害額をまとめて補償します。
　また自分の車への補償である「車両損害補償」は、自分の過失割合分の修理費用などがカバーされます。
　じちろうマイカー共済には「車両損害補償」として「一般補償」「エコノミーワイド」「エコノミー」の3種類が
あります。

●裁判例にみる高額賠償の事例

被害者

開業医

大学生

大学生

認定額

5億2,853万円

3億9,725万円

3億9,510万円

参考データ

対
人
賠
償

被害物

積荷

パチンコ店

電車・踏切

認定額

2億6,135万円

1億3,580万円

1億2,037万円

対
物
賠
償

　人身傷害補償は相手方との示談を待たずにまと
めて補償されるので、事故発生直後の急な出費に
備えられます。
　またその他、次のような場合にも補償があるので
安心です。

・単独事故で死傷した場合　
・家族が歩行中に自動車事故にあった場合

●人身傷害補償の特長

（例）相手とご自身の過失割合が60：40
　　ご自身の実損害額が5,000万円だった場合

人身傷害補償がついてないと…

人身傷害補償をつけていると…

相手の過失分
相手からの
賠償

ご自身の過失分
補償なし

2,000万円自己負担！

示談成立を待たずに損害額を
全額受け取れます。

5,000万円

3,000万円

実損害額を全額補償

［主な割引制度］

無事故割引等級

運転者の年齢や範囲による割引

車の仕様・構造にかかわる割引

複数台の所有・契約がある場合の割引

補償内容を限定する場合の割引・特約

・毎年無事故が続けば1等級ずつ加算（割引率引き上げ）されます。

・運転者年齢条件　・子供特約　・運転者限定特約

・ハイブリッド車割引　・福祉車両割引

・盗難防止装置装備車割引　・新車割引　など

・複数契約割引　・セカンドカー割引

・人身傷害補償の被共済自動車搭乗中のみ補償特約

・搭乗者傷害特約 家族限定補償型

●さらに、じちろうマイカー共済は「割安な職域掛金」+「団体割引15% 」で、
　掛金負担を軽減できます。

交通事故を起こしたときの責任02

　一般的に交通事故を起こしてしまったドライバー（加害者）は、３つの責任が問われます。刑事上の責

任（懲役、禁錮、罰金）、行政上の責任（免許の停止、取り消し）、そして民事上の責任（損害賠償）です。

どれも加害者にとって避けられない責任ですが、このうち賠償金の支払いに関しては、自賠責共済とじち

ろうマイカー共済などによってカバーできます。

３つの責任

刑事上の責任

刑事罰

民事上の責任

賠償金の支払い

行政上の責任

免許停止・取り消し

自賠責共済・じちろうマイカー共済でカバー

相手方が無共済（保険）車だった場合の事故  ※無共済（保険）車は近年増えているといわれています。無共済車傷害

※

※2019年1月までの団体割引率を記載しています。以降年度ごとに変更となる場合があります。

※じちろうマイカー共済は、2019年1月に制度改定が実施される予定です。

06 クルマに関する補償

じちろう共済の
クルマに関する補償
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