
こんなお支払い事例も！

自分に万が一の
ことがあったら…
家族のための
備えっていったい
どのくらい必要？

貯金もしたいし
まずは最低限の
補償からはじめたい
自分にぴったりな
ムダのない保障って
ないかなあ

その他の地域は電話対応もしくは4ページ記載の共済代理店が対応させていただきます。
上記の地域でも一部訪問できない学校があります。お問い合わせください。
また、お時間をいただければ各種会議やイベントに職員が伺いますのでご連絡ください。

［訪問可能地域］ 札幌市 ・江別市 ・ 石狩市 ・北広島市 ・ 帯広市 ・ 音更町 ・

　　　　士幌町 ・芽室町 ・中札内村 ・ 幕別町 ・ 池田町

勤務先へ個別訪問させていただきます！
ご安心
ください!
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https://www.kyousyokuin.or.jp/

スマホからも
見積りしやすく
なりました！

詳細はWEBから! 資料請求やお見積りもカンタン!詳細はWEBから! 資料請求やお見積りもカンタン!
教職員共済 検索

札幌市中央区南３条西12丁目  北海道教育会館５階

教職員共済生活協同組合 共済代理店
北海道学校生活協同組合・上川地区学校生活協同組合
網走四地区学校生活協同組合

教職員共済生活協同組合 北海道事業所　〒060-0063
TEL㈹ 011-533-1801  FAX10120-112-554　

お
問
い
合
わ
せ
先

におまかせください！！

総合共済は月掛金900円でこれだけの充実補償！

　“総合”という名に恥じない共済、「総合共済」。月掛金900円で、教職員に必須の教職員賠償と個人賠償で24時間365日の
賠償責任補償を含んだ、12種類の幅広い保障のある共済です。退職時には最高400円×掛金払込月数を“退職見舞金”として
お支払いします※ので、実質500円のワンコイン掛金です。  ※5年以上の 契約期間での金額。1年未満は見舞金なし。5年未満は契約期間により支払額が異なります。

※この共済は損保ジャパンとのセット商品で、月掛金900円のうち170円は
損保ジャパンの保険料です。

この道支部報は各共済の概要を説明したものです。
ご契約にあたっては必ずパンフレットおよび重要事項等説明書（契約概要・注意喚起情報）をご覧いただき、制度内容をご確認ください。

おすすめのポイントは…

業務中に発生した賠償責任を
最高3,000万円まで補償（教職員賠償責任補償）

日常生活で発生した法律上の賠償責任も
最高3,000万円まで補償（個人賠償責任補償）

地震が原因の住宅の損害も最高100万円
まで補償（胆振東部地震、台風21号でも共済金をお支払いしました）
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加入者急増中！

※補償の有無・支払金額などは
　状況により異なります。

お支払金額
約25万円 突然の

賠償責任！

業
務
中

の賠
償責
任も 日常生活の賠償
責
任
も

●契約者の家族まで、法律上の賠償責任を補償
●損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし、事故の
解決にあたる示談交渉サービスが利用可能　　　
　 など

個人賠償の特徴は…
●契約者ご本人の業務遂行に起因し、個人に問われ
た賠償責任を補償
●財物損壊などの場合の見舞品、見舞金の費用につ
いても補償 など

生徒へのいじめ問題で、学校側の対応が不十分であるとして、
その生徒の保護者が市、校長、担当教員を相
手に訴訟を起こした。訴訟は学校側が勝訴し
たので賠償金は発生していないが、担当教員
である契約者が負担した弁護士費用を補償。

教職員賠償の特徴は…

　　えっ！
総合共済って
こんなときも
補償してくれるの？

いじめ問題での訴訟
運動会の組体操練習中に、
生徒がメガネを外して足元に
置いたところ、気付かず踏ん
で壊してしまった。保護者に
対し、メガネ費用を賠償。

生徒のメガネを破損

月掛金900円でいろいろ長～く保障します！！

2018年度の支払実績（教職員賠償）

件数▶193件　支払金額▶約1,176万円

総合共済

承19ー01ー08（2002）

共済金請求受付専用1 
®0120－065411

教職員賠償受付専用1 
®0120－218140

教職員共済生活協同組合
北海道事業所
南　部　貴　昭

発　　　行
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ご存知
ですか？

　教職員共済はみなさんの先輩である教育関係者が自分たちの仲間や家族の生活を

守るためにつくった、職域唯一の厚生労働省認可の共済生協で、先輩教職員から後

輩教職員への“声かけ”によって発足から55年、大きく発展してきました。

　近年、北海道内でも学校のトラブルで訴えられたり、賠償金を請求されたりする事

態に備え、教育関係者必須の教職員賠償が付帯されている「総合共済」に加入され

る方が急増しています。従来、賠償責任が問われるのは学校の設置管理者である自

治体や学校でしたが、近年は教職員個人も責任を問われることが増えています。「自分の身は自分で守る」という意識

が必要になっているのではないでしょうか。実際にあった教職員賠償の事例を４ページに記載しておりますので、ご覧

ください。尚、4月1日より教職員同士の賠償事故に関して、学校指定の場所に駐車中の「自動車への損害事故」に限

り補償できるように改定しました。

　教育機関で働く仲間のため、自分の万が一のために「総合共済」で備えていただければ幸いです。

　この支部報を手に取ってお読みいただいているあなたはもちろん、

教育関係機関に勤務されている方であれば、どのような職種の方で

もご加入いただけますので、忘れずにお手続きください。

　申込書がお手元に無い場合は、ホームページより請求いただくか、

☎ 011-533-1801 （月～金 9：00～17：30）へご連絡ください。

　ここ数年、環境破壊に起因していると思われる自然災害が増加しています。

　2019年9月の台風15号による全壊・半壊・一部破損の被害は全国で77,000棟余り、教職員共済の総合・火災・自

然災害共済合計では1,476件、約3億6,800万円のお支払い、2018年9月の北海道胆振東部地震による全壊・半壊・

一部破損の被害は 全道で16,000棟余り、総合・火災・自然災害共済合計では251件、約1,700万円のお支払いをさ

せていただいております。　

　防ぎきれない想定外の自然災害や火災。住宅再建には自助・共助が求めら

れています。今一度、ご自身のお住いの補償をご確認ください。

　ご自宅に損害があり、まだご連絡いただいていない方は、北海道事業所

☎ 011-533-1801 （月～金 9：00～17：30）へご連絡ください。
　加入状況を確認の上、共済金をお支払いさせていただきます。　　

ご自身での加入手続きが必要となります！　採用されたら忘れずに手続きを！
教職員共済の総合共済は、 採用と同時に自動的に 「加入」 とはなりません。

“教職員共済”は教育関係者と家族の生活を守るための生協です！

2018年度の支払実績（個人賠償）

件数▶203件　支払金額▶約7,173万円

※補償の有無・支払金額などは
　状況により異なります。

お支払金額
約315万円

（平日9時～17時30分）

（平日9時～17時30分）

（24時間受付）

１  教職員賠償 よくある事例第１位

卒業アルバムの校正ミス！
卒業アルバム作成時に１名の生徒の写真がも
れていたが、契約者が校正の際に気付かず、
後で修復が必要となった。
※担当者本人の加入が必須です。※担当者本人の加入が必須です。

２  個人賠償 高額賠償例

自転車で人をはねて
　  重傷を負わせた！
歩行者のそばを契約者の同居家族が自転車で
追い抜こうとした際に、その歩行者が立ち止
まり後方から衝突。激しく転倒させてしまった。

2018年度の支払実績（個人賠償）

7,173万円

自動車事故・ロードサービス1 
®0120－492509

まずはアクセス！



※補償の有無・支払金額などは状況により異なります。
※レスキュースリーは、教職員共済生活協同組合の「交通災害共済」と、損害保険会社の「傷害総合保険」を組み合わせたものです。

個人賠償責任補償は、こんなときにお役に立てました！!

その他「年金共済」「新・終身共済」もあります

※自然災害共済は単独ではご契約いただけません。
　火災共済と同口数でのセット契約となります。

※全焼の場合の金額です。補償額は損害
　割合により異なります。

火災共済
から

自転車と歩行者の接触事故
契約者が交差点を自転車で直進していたところ、交差する道路の青信号をわたり始めた歩行者と接触。ケガを負わせてしまった。

約 5万 6千円

約 4万 4千円

約 4万 6千円

約 5万 8千円

倒れた自転車が自動車をキズつけた
契約者が停めていた自転車が風にあおられて転倒。そのときに隣に駐車していた他人の自動車に接触し、車体を傷つけてしまった。

ショッピングカートによる接触事故
スーパーの駐車場内にて、契約者が使用していたショッピングカートが駐車中の他人の自動車に接触。損害を与えた。

飼い犬が他人を傷つけた
契約者の飼い犬が、散歩中、他人を噛んでケガを負わせた。

1

2

3

4

事 故 内 容 支払保険金（概算）
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交通災害共済

ケガ・事故・賠償

家財契約口数×10万円※

が補償されるので
安心です。

家財契約口数×10万円※

が補償されるので
安心です。

家財の補償はありません。家財の補償はありません。

家財契約があると

家財契約がないと

家財の備えも
重要です！
家財の備えも
重要です！ 持ち家の方も、賃貸の方も、家財契約があるか確認しましょう！持ち家の方も、賃貸の方も、家財契約があるか確認しましょう！

さらに「通勤中」でも「公務中」でもないとき
等級ダウン事故を起こした場合でも…
さらに「通勤中」でも「公務中」でもないとき
等級ダウン事故を起こした場合でも…

住宅災害等給付金付火災共済

事故後も通常の等級割引制度内での「等級ダウン」

が適用されるだけで、大幅に割増となる掛金料率

（事故有等級）が適用されることはありません。

※共済事故処理終了後、ご加
入者に回答いただいた「お
客様満足度アンケート」
2018年度集計結果より

多くの損害保険会社や共済で導入されている「事故有
係数」を使用した等級割引制度は採用していません。

自動車共済の現加入者さまが平日「7時～ 8時台」「 17時
～ 20時台」に起こした事故の割合（2016～ 18年度）

事故の 4割は通勤時間帯に
起こっていました！

「ケガ」「事故」「賠償」の
３つのリスクから
本人とご家族を守ります!

教職員のためだけの共済だから

校舎内の廊下・階段でのケガに手厚い!
自転車保険として使えます

個人賠償は最高１億円
●校舎内の廊下・階段でのケガは『一般傷害』
よりも補償額の大きい『交通災害』として
扱います。

●北海道でも2018年に施行された自転車条
例にレスキュースリーは対応！
●さらに個人賠償責任補償は、同居家族（別居
の学生含む）も補償の対象となるので安心！

96.5％ あなたの人生を守る保障　　　　　　　守る　　　　　　　守る
「トリプルガード」は、「団体生命共済」の死亡保障と「医療共済」の入院
保障、特定の病気に対する保障（＝3つの保障）を表す愛称です。
「団体生命共済」「医療共済」はセット共済ではありませんので、それぞ
れ単独でもご加入いただけます。1年ごとに契約内容を見直せます。

20代・30代に医療保障って必要？

死亡保障って言われても、
ピンとこないなぁ…

高額なものは必要ないけど、
入院すると予想外にお金がかかるよ
高額なものは必要ないけど、
入院すると予想外にお金がかかるよ

独身なら「死後の身辺整理代」で考えてみて！独身なら「死後の身辺整理代」で考えてみて！

入院 5,000 円 プラン入院 5,000 円 プラン
基本契約５口 ＋ 手術特約５口 ＋ 先進医療特約（口数なし）

1泊2日以上の入院を保障。一般の入院は1入院につき年間180日まで。ガン入院は日数無制限。

入院 １日につき 5,000円（ガン入院は１万円）

月掛金：1,177 円

所定の手術を受けたとき保障。日帰り手術も対象。

手術 をすると 手術の種類により 20万円 / 10万円 / 5万円

所定の先進医療を受けたとき自己負担した技術料を保障。
先進医療 を受けたとき 自己負担した技術料相当額（最高1,000万円）

入院 10,000 円 プラン入院 10,000 円 プラン
基本契約10口 ＋ 手術特約10口 ＋ 先進医療特約（口数なし）

1泊2日以上の入院を保障。一般の入院は1入院につき年間180日まで。ガン入院は日数無制限。

入院 １日につき 10,000円（ガン入院は2万円）

月掛金：2,272 円

所定の手術を受けたとき保障。日帰り手術も対象。

手術 をすると 手術の種類により 40万円 / 20万円 / 10万円

所定の先進医療を受けたとき自己負担した技術料を保障。

40歳以下の掛金です。41歳以上は段階的に掛金が上がります。

先進医療 を受けたとき 自己負担した技術料相当額（最高1,000万円）

死亡保障額 500 万円 プラン死亡保障額 500 万円 プラン
団体生命共済 ５口

死亡、所定の高度障害を負ったとき　　500万円
公務死亡、高交通災害死亡　　　　  750万円
所定の障害を負ったとき　　　　　　　  200万円～25万円

月掛金：460円

死亡保障額 1,000 万円 プラン死亡保障額 1,000 万円 プラン
団体生命共済 10口

死亡、所定の高度障害を負ったとき　　1,000万円
公務死亡、高交通災害死亡　　　　  1,500万円
所定の障害を負ったとき　　　　　　　       400万円～50万円

月掛金：920円
40歳以下の掛金です。41歳以上は段階的に掛金が上がります。

■団体生命共済・医療共済とも、90歳まで契約更新できます（現職中だけでなく、退職後も引き続きご契約いただけます）
■団体生命共済・医療共済とも、組合員ご本人が加入されれば、配偶者・お子さまも加入できます（お子さまのご加入には一定の条件があります）

そこで

医療共済
このプラン！

そこで

医療共済
このプラン！

そこで

団体生命共済
このプラン！

そこで

団体生命共済
このプラン！


