
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。

［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！！

月掛金

　『総合共済』は、毎月900円の掛け金で、教職員の仕事を遂行するため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種類の幅広い保障がある共済です。
　しかも、退職時には退職見舞金もお支払いします。

※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。

加入者急増中！

●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

●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

教職員賠償の特徴は…

●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

●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…

月掛金900円でいろいろ長～く保障します！！

2019 年度の支払実績（教職員賠償）

件数▶216件　支払金額▶約1,459万円
2019 年度の支払実績（個人賠償）

件数▶289件　支払金額▶約6,590万円

総合共済

承20ー01ー08（2102）

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まの先輩方である教育関係者が自分たちや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す。発足から56年たち

教職員共済の組合員の人数は、全国で約52万人おります。昨年は新型コロナウイルス

の影響があるなか、皆様方の助け合いの精神により、過去最高人数のご加入を頂きま

した。

　近年は、北海道内でも学校でのトラブルにより訴えられたり、損害賠償を請求されたりするケースも出てきておりま

す。そういった際に備えて、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

おります。従来であれば、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、近年では教職員

個人も責任を問われるケースも出てきております。『自分の身は自分で守る』という意識とリスクに対しての備えが必

要不可欠となってきております。2019年度の教職員賠償の支払い実績は、全国で216件、支払金額は約1459万円を

お支払いいたしました。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。

　教育機関で働く自分自身の万が一のため、仲間のために『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方はもちろん、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。

　『総合共済』の申込書がお手元に無い場合は、教職員共済の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。
既に加入されている方は、他の共済もお勧めの内容となっておりますので、この機会

にぜひ、資料請求をしていただければ幸いです。

　近年は、地球温暖化などの環境の変化により自然災害が猛威を振るっております。

　2020年7月には熊本県を中心に集中豪雨が発生し、教職員共済の総合・

火災・自然災害共済の全国での支払い実績は2020年4月～9月末日までで、

約7億480万円をお支払いさせていただきました。　

　予期せぬ自然災害や火災。住宅再建には自助、共助が求められております。

今一度、ご自身のお住ま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
入状況と罹災状況を確認のうえ、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！

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）

       

※補償の有無・支払金額など
　は状況により異なります。

※補償の有無・支払金額など
　は状況により異なります。

※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16万円

お支払金額
約32万円

900円!!900円!!
これだけ
そろって

卒業アルバムの校正ミス！

いじめ問題での訴訟！

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。

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。

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。

自動車事故・ロードサービス1 
®0120－492509

業務中の賠償事故には───── 教職員賠償

教職員賠償

日常生活の賠償事故には───── 個人賠償

「退職見舞金」は …
しかも …

「退職見舞金」は …
しかも …

１年以上 契約すると 退職時に 誰でももらえる！
５年以上 契約すると 掛金払込月数 × 400 円分



※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

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…

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）

2019 年度の北海道での支払実績（火災、住宅災害） 件数 ▶ 280件  支払金額 ▶ 約 2,800万円 

ご自身の火災の補償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」という方はぜひ家
財契約をしてください。いざという時補償が受けられないことがないよう、契約内容をご確認ください。

教職員のためだけの共済だから
※１ ※２

教職員のためだけの共済だから

弁護士費用特約とは

事故を起こして補償を受けると、通常は更新契約が「3等級ダウン」となり、掛金が
上がってしまいます。でも教職員共済の自動車共済なら、公務使用中や通勤中の事
故の場合、補償を受けても翌年の等級は据え置きとなるので、掛金もそのままです。

事故後も通常の等級割引制度内での「等級ダウン」が適用されるのみで、
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。

相手に損害賠償請求するための弁
護士費用や法律相談費用を補償。
弁護士のご紹介もできます
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交通災害共済

ケガ・事故・賠償 「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！

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。

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！

※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 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

（住宅災害等給付金付火災共済）

※１ ※２

公務使用中、通勤中の事故は等級ダウンなし！
だから翌年の掛金はアップしません。

公務や通勤で事故をおこし
てしまった…

『事故有係数』を使用した等級割引制度は
不採用！

※１全コースに適用
※２補償充実コース6等級以上
　　／１共済期間1回限り

自分に過失のない事故の場合
法律により損害調査員は示談交渉できません！

自分に過失がない事故の場合は法律により損害調査員は示談交渉でき
ません。そのため、交渉は自分で行うか、弁護士に依頼するしかありま
せん。そんなときの弁護士費用は自己負担…。
「弁護士費用特約」を付帯しておけば、弁護士へ依頼する費用はもちろ
ん、法律の相談費用も補償されます。

事故をおこしてしまったけど
補償を受けたら来年の掛金
が高くなるんじゃ…

１事故１被共催者につき

「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

 

 

トリプルガードは配偶者、お子さまもご加入いただけます。
「90歳まで更新できる」ので退職後もお任せください！！

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…

上記は現行制度の内容です。
2021年8月1日から制度改定実施のため、すぐに保障が必要で中途加入される場合は、一旦現行制度で加入いただき、
8月から新制度へ移行とさせていただきます。掛金の変更がありますが、充実した保障内容となりますので、どうかご理解
いただけますよう、よろしくお願い致します。すでにご加入いただいている方には、満期通知にて、別途ご案内いたします。


