
承20ー01ー03（2006）

【2020年度　北海道支部幹事名簿】 （敬称略） ◎：幹事長　○：副幹事長

＆

教職員共済道支部報  No.278 2020年7月4 12020年7月 教職員共済道支部報  No.278

　去る6月25日に2020年度第1回幹事会を開催し、幹事長・副幹事長の選出、本年度の事業所業務計画及び活動方針等

が決定されました。幹事長はじめ幹事のみなさまにおかれましては、この一年間よろしくお願いいたします。

　当幹事会の目的は「組合員相互の協同と連携を図るとともに、（中略）職場と地域でのこの組合の運動を積極的に推進す

ることにより、この組合の教育活動並びに事業活動の組織的拡大と民主的運営を強化し、労働者共済運動の発展に寄与す

る」と本部の【組合員組織・運営要綱】に定められています。こうした主たる任務を実現するため、「事業所の業務計画および

活動方針策定に向けた助言・提言」として、事業所の業務計画達成に向け、各構成団体が実施する各種会議等において教職

員共済の説明やPR、チラシ配布などで連携を強化することが確認されました。

　教職員共済の火災共済・自然災害共済について、ご案内します。
　火災、風水雪害や地震などの災害から大切なお住まいを守るため、いざというとき
の備えが重要になります。ご自分の財産を守るため、必要な補償を備えましょう。
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《第１回幹事会が開催されました》
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96.2％お客さま満足度

※共済事故処理終了後にご契約者に回答いただいた「お客様満足度アンケート」2019 年度の集計結果より

※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）をご覧のうえ、制度内容をご確認ください。

あなたに過失のない事故は
法律上、損害調査員が示談
交渉することはできません

運転中に信号待ちしてたら
いきなり後ろから追突されたのに
「自分は悪くない」と言って修理代を
払ってもらえない！
自分で相手と交渉しなきゃいけないの !?

そんなときは、「弁護士費用特約」で対応できます !そんなときは、「弁護士費用特約」で対応できます !
弁護士費用特約を付帯していれば、全国にいる教職員共済の顧問弁護士や協力弁護士を中心
に、交通事故処理に長けた弁護士さんの紹介を受けられるので安心です！上記のようなケー
スで相手に損害賠償請求するために要した弁護士費用や、法律相談費用が補償されます。

1 事故 1 被共済者につき

弁護士費用共済金／最高 300 万円　法律相談費用共済金／最高 10万円 ▶
年 払 掛 金
2,870円で
付帯できます！

万ーあなたが自動車事故を
起こして刑事訴訟になって
しまったら…

これまでどおり「刑事訴訟弁護費用」を補償！

▶すべてのコース・型で補償

自動車事故により相手を死傷させてしまい、被共済者が刑事訴訟
の被告人になったとき、 または、 なるおそれが生じたときに要した
弁護士費用を補償します。

１事故につき  最高 300 万円

「教職員」の た め の 制 度 を 追 求 し ま し た !

チェックポイント①

「公務中」「通勤中」
の事故は
等級ダウンなし！

教職員共済の自動車共済では、どの契約コースにご加入でも「公務中」
の事故は等級据置としていますので、更新時の掛金アップはありませ
ん。また、「通勤中」の事故については、『補償充実コース』にご加入で、
６等級以上を適用されている場合は同じく等級据置となるため、更新
時の掛金アップがあリません（１共済期間につき１回）。

チェックポイント③　

「教職員の立場」を
しっかり理解した
事故対応

専門スタッフは教職員の立場に立って事故解決にあたります。
教職員が刑事処分となった場合のデメリットもよく承知しているので、
正式起訴を回避できるよう適格なアドバイスをさせていただき、円満
解決をめざします。

チェックポイント②

「事故有係数」を
使用した等級割引
制度は不採用！

「公務中」や「通勤中」以外で等級ダウン事故を起こした場合でも安
心です。なぜなら…
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ないからです。事故後も「通常の等級割
引制度」内で等級ダウンするだけで、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。

盗難も補償！
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地震、豪雨、大雪など最近増えてきた自然災害の被害にもしっかり備えたい！

木造住宅に家族４人でお住まいのAさん（40歳）が
火災共済と自然災害共済（標準タイプ）にご加入➡建物契約200口、家財契約200口
月払掛金 6,000 円 （火災共済：2,400円＋自然災害共済/標準タイプ：3,600円）

「まさか！…」に備えて

をおススメします！
自然災害共済

ご契約例

台風で家の屋根が壊れた！ 地震で家が大規模半壊！
※たとえば修理に60万円かかったら…※たとえば修理に60万円かかったら… ※損害割合50％～70％未満は大規模半壊※損害割合50％～70％未満は大規模半壊

風水害等共済金 40万円自然災害共済から

地震等共済金 480万円

地震等共済金 720万円

自然災害共済から
自然災害共済がもし
大型タイプなら

住宅災害等共済金 20万円
臨時費用共済金 3万円火災共済から

月払掛金はプラス 1,400円

住宅災害等給付金付火災共済

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。

全国
一律 1口あたりの月払掛金 年払掛金もあります。詳細はパンフレットをご確認ください。

火災共済（月払い）
火災等共済金＝最高10万円/1口

木造
円6

耐火
円3

自然災害共済（月払い）
地震等共済金＝最高：大型3万円・標準2万円/1口
風水害等共済金＝最高：大型・標準とも5万円/1口

木造
円12.5

耐火
円8

大
型
タ
イ
プ

木造
円9

耐火

円5.5
標
準
タ
イ
プ

※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。
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　地球温暖化の影響と思われる気候変動により、日本の各地で台風や豪雨による風水害・土砂災害など自然
災害が頻発しています。北海道では「ドカ雪」による建物被害も多発しています。
　地震が原因となる火災被害では、自然災害共済が付いていないと補償を受けられません。
　火災共済に自然災害共済をプラスして、備えを万全にしておきましょう。

家財契約のみでもご加入いただけます。
まずは資料をご請求ください。
お見積りもWEBでカンタンにできます！
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【たとえばこんなとき、共済金が受け取れます】【たとえばこんなとき、共済金が受け取れます】

教職員共済 検索

教職員共済生活協同組合 北海道事業所  〒060-0063 札幌市中央区南３条西12丁目  北海道教育会館５階　
TEL㈹ 011-533-1801  FAX10120-112-554　道事業所ホームページ https://www.h-sibu.com
 
本部ホームページ
https://www.kyousyokuin.or.jp/

ご契約例
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自然災害共済の
掛金の一部は、
地震保険料控除の
対象となります

意外と高い！
家財の損害額

地震、豪雨、大雪
「まさか！…」に備えて

など最近増えてきた自然災害の被害にもしっかり備えたい！

をおススメします！

給付件数  　　    177 件
給付額　 55,783,216 円

〈給付件数内訳〉 火 災 共 済　火災 20件、 住宅災害 127件
　　　　　　　自然災害共済　地震 5件、 風水雪害 25件

「火災共済」「自然災害共済」は、みなさまの大切な住
まいを守る共済です。「火災共済」では主に火事によ
る損害を、「自然災害共済」では主に風水雪害や地震
などの自然災害による損害を補償いたします。

火災や自然災害で家財に被害があっても、火災保険（共済）の契約が「建物」に対してだ
けのものだったら、その損害は補償されません。
特に住宅ローンを組んだときに入る保険（共済）は、「建物」の契約が条件となっているため、
家財契約をしていなかったということも…。

「家財」の契約がなければ、火災や落雷により家電が壊れても補償対象外となります。

一度、ご自身の保険（共済）の契約を確認してみてください！
「持ち家で建物契約しかしていない」方や、「賃貸住宅だから自分では火災保険（共済）に入っ
ていない」という方も、いざというとき補償が受けられないということがないように、家
財の契約をすることをおすすめします。

火災で家が全焼したら火災で家が全焼したら
家電 ・家具 ・衣服などの

買替費用だけでも
１千万円以上かかることも…

たとえば
落雷で家電が
壊れてしまったら…

家電・家具・衣服などをすべて買い替えると

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 !

2019年度道内での共済金の給付額（2020 年 3月31日現在）

家財契約があると

家財契約がないと

火災共済
から

家財契約があると

家財契約がないと

火災共済
から 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。

契約合計口数×1,000円
または
実際の損害額
いずれか少ない額が
支払われます。

契約合計口数×1,000円
または
実際の損害額
いずれか少ない額が
支払われます。

家財の補償はありません。家財の補償はありません。

補償はありません。補償はありません。

※

※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。

以上かかることも…1,000万円
家電・家具・衣服などをすべて買い替えると

以上かかることも1,000万円1,000万円


