掛 金・保 険 料

ＣＯ・ＯＰ学生総合共済
G1200 コース

学生賠償責任保険

一人暮らし特約なし

19H

一人暮らし特約あり

［１年間の保険料］

［１年間の掛金 ］

14,400 円

就学費用保障保険
19HK

1,800円

２０25年卒業

8,500 円

２０26年卒業

ご 加 入 に あ たって
学部生のときに学生総合共済・保険に加入していましたか？

2022 年10 月以降
保障開始版

大学生協の

450 円
,
1 200 円
1, 910 円

※上記保険料は、
（主に2023年度の新入生の方が）
2023年4月1日を始期日として加入する場合の金額です。なお、2023年4月2日から4月30日までに中途加
入する場合、保険料は変わりません。
※2023年3月以前、
および2023年5月〜2024年3月に中途加入される方は上記保険料と異なります。
※保険料は料率改定等により変更となる場合があります。
※掛金・保険料を口座振替することにより契約は卒業予定年まで自動継続します。2年目からの掛金・保険料の支払いは口座振替です。
※就学費用保障保険は最大15口まで加入できます。ただし、就学費用保障保険は1被保険者につき1契約とします。

START

大 学 院 生 の方 へ

［１口あたりの保険料］

２０24年卒業

［１年間の保険料］

19W

あわせておすすめする保険

厚生労働省認可

■ 学生賠償責任保険（一人暮らし特約 なし・あり） ■ 就学費用保障保険

学会やフィールドワークなど、
行動範囲が国内外にさらに広がる院生の方へ
研究室・実験などで学究生活をおくる院生ならではのもしもに対応します

ご自分の加入状況がお分かりにならない方は、コープ共済センターまたは所属大学の生協の窓口でご確認ください。

Yes

No

同じ大学からの進学ですか？

Yes

同じ大学からの進学ですか？

No

共済・保険の継続加入を
お願いします

下記※１をご覧ください。

Yes

進学先の大学生協の加入＆共済・
保険の継続加入をお願いします
下記※１※2をご覧ください。

No

共済・保険の新規加入
をお願いします

進学先の大学生協の加入＆共済・
保険の新規加入をお願いします
下記※2をご覧ください。

院生生活を24時間365日バックアップする、
共済・保険の新規加入をお願いします。

2023年3月卒業を迎える方には扶養者様の住所に

共済・保険の「継続加入のご案内」
をお送りします。

必要事項記入後返送してください。
（３月３１日消印有効です）

（お早めの手続きをおすすめします）

※1 学部生時に学生総合共済・保険に加入していた方は、引き続き契約を継続することができます。扶養者様の住所にお送りする「継続加入
のご案内」にてお申し込みください。
※2 進学先に大学生協がない場合でも、共済に加入できる場合があります。詳しくは、下記コープ共済センターにお問い合わせください。
◎①同じ大学からの進学の方ですでに大学生協に加入をしている方は、脱退しないでください。
②研究生等が学生に該当するかは、所属する大学にご確認ください。
※ 学生総合共済は、発効日の年齢が満34歳以下の方が加入することができます。
このリーフレットは保障の特長を説明したものです。保障内容の詳細は、
「2022年10月以降保障開始版 大学生協のCO・OP学生総合共済」パ ンフレットをご覧ください。

加入手続きについての

お問い合わせ

加入資格や加入プランなどの
手続きに関することは
【学生総合共済 取扱生協一覧】

各大学生協の窓口まで

https://kyosai.univcoop.or.jp/faq/list.html

保障内容についてのお問い合わせ
保障内容について詳しくお知りになりたい方はこちらまで
☎おかけいただくと音声ガイダンスが流れます。音声ガイダンスに従い

受付 時 間

9:00〜18:00 月〜土(祝日含む)

コープ共済センター

0120 -16 - 9431

を押してください。
（音声ガイダンスの途中でも番号を押すことができます。）

※年末年始はお休みとなります(12/31〜1/3)

2023年2/12（日）〜4/2（日）は日曜も受付します。 日曜受付時間 9:00〜17:00 ※事情により、受付が休業となる日もあります。
Webサイト内
「よくいただくご質問」
もあわせてご覧ください。

https://kyosai.univcoop.or.jp/

※本リーフレットの記載内容は予告なく変更することがあります。

契約引受団体

学生総合共済では精神疾患の診療を受けた
とき、こころの早期対応保障があります

インターンシップ参加の際に、
おすすめの保障制度があります

学業、人間関係、健康など院生生活の
悩みや不安をサポートします

学生賠償責任保険

全国大学生活協同組合連合会 院生委員会
大阪大学 大学院 修士2年

共済期間（1 年）につき 1 回

学生生活無料健康相談テレホン※共済加入者専用サービス

矢間 裕大

大学院で勉学研究を頑張るみなさん！学生どうしでつくる大学生
協のたすけあいの仲間になりませんか。
これまで大きなケガや病
気をしたことがなく、共済や保険に関心がない人も多いかもしれ
ません。
しかし、大学院生の暮らしは多様化が進んでおり、様々な
リスクが潜んでいます。日常生活での事故や病気に加えて、研究・
実験では専門性が増し、国内外の学会・調査など行動範囲が広

がることで、大学院生特有のリスクを抱えることになります。
大学生協の保障制度は、大学院生の抱える
「もしも」
に備え、勉学
研究の継続と挑戦を支える制度です。全国 5 万人以上の大学院
生が加入し、たすけあいの輪を広げています。大学院での生活を
充実させ、大学院修了後の将来を明るいものにするため、ケガや
病気の備えとして、大学生協の保障制度をぜひご活用ください。

保険取扱代理店

CO・OP共済は個人情報を大切にし、個人情報保護法を守ります。

株式会社 大学生協保険サービス
https://hoken.univcoop.or.jp/

下記のコープ共済連のホームページでもご案内しています。

https：//coopkyosai.coop

学内外の院生生活を
24 時間 365 日保障します

の
パンフレット、または

コープ共済

PB2301
（2022.08 45,000）

保障内容詳細は大学生協

ＷＥＢサイトをご覧くだ
承認番号 ucm230301, B22-100510, 22-TC03790
承認年月 2022年8月 使用期限：2024年4月1日

さい。

ご加入にあたっては、必ず「大学生協の CO・OP 学生総合共済」パンフレットまたは「CO・OP 学生総合共済」WEB サイトに掲載の「重要事項説明書」をお読みください。

学生総合共済はお手頃な掛金で充実した保障
ケガや病気を 24 時間、

院生本人のケガや病気・父母扶養者のもしもにそなえるたすけあいの制度
G1200 コース

院生の1年間の共済金

総件数
本人死亡

3,722件

こころの早期対応
後遺障害

父母・扶養者の死亡 220 件
支払いの多い事例順

病気入院

776 件

事故通院・
固定具使用

分類別で一番多い事例
【交通事故】
自転車運転中
【日常生活中】屋内事故(料理中を含まず）

1. 歯の発育および萌出異常

●入院保障は、1日目から360日分 日額

10,000円。

●扶養者が事故で亡くなった場合、500万円の保障があります。

2,000円。

新型コロナウイルス感染症の対応については、WEBサイトをご参照ください。 https://kyosai.univcoop.or.jp/

日常生活での病気

共済金
支 払 いを
受 けた
方の声

実験中のケガ

こころの早期対応
数年前に発症し落ちついていたが、
気付かない内にストレスをためて、
再発・悪化した。(病名：双極性障害)

実験中に刃物で左人差し指を切り、
3針縫った。
（症状：左人差し指の創傷）

入院を機に、半年在学延長することに
決まりました。経済状況からも皆様から
の共済金はとてもありがたいです。有意
義に過ごして、卒業後は社会に貢献し
たいです。
（修士2年）入院5日 手術1回

私は研究が大好きですが、薬の副作
用により、今は十分に活動できません。
治療費をまかなうためにバイトが必要
で、苦しい状況です。少しでも共済金
がもらえて、助かります。
（修士1年）

請求手続き方法が全く分からないま
ま生協窓口に行ったのですが、
とても
丁寧に対応していただけたため、安
心できました。
（修士２年）通院6日

学生総合共済加入者の
ための安心サポート

100,000 円

支払共済金

10,000 円

支払共済金

学生生活無料健康相談テレホン
くらしの相談

からだとこころの健康相談
からだとこころに関する悩みに専門の相談員がお答
えします。対面では相談しにくい内容でも時間帯に関
係なく安心して利用できます。

一人暮らしで困ったことやストーカーのトラブル
など、生活をしている上で困ったことの解決をサ
ポートします。

12,000 円

保 護 者も
利用できます

24 時間
365日
無料

専門の相談員がお答えします
ヘルスアドバイザー
専門医
メンタルヘルス

看護師・保健師・管理栄養士
内科・整形外科・精神科・皮膚科・眼科・
泌尿器科・婦人科・耳鼻科・歯科
臨床心理士など

示談交渉サービス付

正課の講義中の事故

※情報機器等の記録情報の事故は500万円を限度とします。

研究室から支給されている

例）
・他人の財物や商品を誤って破損させた

パソコンを
実験中に
破損させた。
支払保険金

68,530 円

アパート、寮などにお住まい（予定）の方のための「住まいの火災などの保障」
をセット

修論等で忙しく、
ストレスがかかって
くる時期に胸や背中の痛みを覚えて
受診をした。
（病名：左自然気胸）

支払共済金

3 億円 まで 保障

保険金支払事例

治療の費用を負担した場合、年間最高 500 万円まで保障

※上記支払実績は、2021
年度までの保障内容によ
る実績です。2023 年度
は保 障 内 容 が 異なりま
す。詳 し く は「2022 年
10 月 以 降 保 障 開 始 版
CO・OP 学生総合共済」
パンフレットをご覧くださ
い。

こころの早期対応保障 共済期間（1年）
につき1回
●精神疾患の診療を受けたとき、
●ケガによる通院は、
１日目から90日分(固定具保障を含む) 日額

1事故最高

● 正課の講義等における医療関連実習で発生した事故に伴う感染予防措置・

事故手術 132 件

●こころの病による入院も保障します。

海外での賠償事故も保障します。

・自転車乗車中に他人にケガをさせた など

事故入院 367 件

10,000円。
●手術は、
日帰りも含め1回の手術につき50 ,000 円。

●日常生活、正課の講義、
インターンシップ中などにおける賠償事故を保障する保険です。

・就業体験先から借りたパソコンを落として破損させた

3. 急性虫垂炎

619 件

1,257 件

引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社（幹事）

・教育実習中に誤って生徒にケガをさせた

2. 気胸

病気手術

（特定傷害固定具
保障含む）

【スポーツ事故】
サッカー・フットサル

学生賠償責任保険（一人暮らし特約なし）19H

問わず保障します。

支払件数 （2021年4月〜2022年3月）

16 件
326 件
9件

他人の身体や他人の財物等に対する賠償責任保障

学内外・国内・海外を

CO・O P学 生総合共済 厚生労働省認可

あわせておすすめする保険

※学生生活無料健康相談テレホンの連絡先とご利用方法は、共済証書
送付時にご案内します。
※病気になったり、
ケガをしたりしなくても受けられるサポートとして、
多くの院生・保護者に利用されているサービスです。
※応急処置・近所の病院の紹介、急に具合が悪くなったとき
夜間でも受診できる病院の紹介のご相談に応じます。

学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり） 19HK

水もれ事故

「一人暮らし特約あり」
は、借用住宅の損壊による貸主への賠償責任や家財の破汚損・
盗難等にも対応し、さらに上記の保障（19Ｈ）が全て含まれます。一人暮らし特約部分の
みの加入はできません。

● 借家人賠償責任保障は1事故最高

借用住宅の洗濯機のホース

が 外 れ、室 内 床 と１階 エレ
ベータに水ぬれ

1, 000 万円 まで 保障。 示談交渉サービス付

損害を与えた。

●アパート・寮など借用住宅の家財の損害
（1事故最高200万円まで）
を保障。

● 家財・自転車盗難
（1事故最高50万円まで）
、現金盗難
（1敷地内につき10万円まで）
、
借用住宅修理費用
（1事故最高15万円まで）
を保障。

支払保険金

1,565,608 円

●父母駆けつけ費用
（10万円まで）
を保障。

示談交渉
サービス付

示談交渉サービスとは、この保険の被保険者が加害者となったとき、相手方および被保険者の同意が得ら
れた場合、被保険者に代わって保険会社が被害者と折衝し解決するサービスです。
（国内での賠償事故）

扶養者が病気やケガで死亡したり、ケガで重度後遺障がいを負って学生本人が扶養者に扶養されなくなった場合の
学資費用をサポート。奨学金給付予定の方も加入できます。

就学費用保障保険

19W （総合生活保険）
引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社
（幹事）

● 入学する大学・研究科ごとに異なる学費に合わせて柔軟に設計ができます。
（例：私立文系4口、国立系3口など）
最大15口まで加入可
● 大学授業料や教科書・教材等の学資費用(実費)を卒業予定年まで毎年保障します。
●通学のための定期代および一人暮らしの方の家賃・下宿代も保障対象です。
（口数に関わらず年間10万円限度）

保障内容(１口加入の場合）

※最大15口までご加入いただけます。

学資費用の保障

上記の費用（実費）を卒業予定年まで毎年保障します

学生本人が後遺障害を負ったときの保障

「急激かつ偶然な外来の事故」によるケガで後遺障害を負った場合に保障します

1年間最高

25 万円まで

1事故最高

10 万円まで

（定期代・賃借料は口数にかかわらず年間10万円まで）

（後遺障害の程度に応じて金額が決まります）

※学生賠償責任保険（学生・こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険）および就学費用保障保険（学業費用補償特約（大学生等用）
・疾病による学業費用補償特約（大
学生等用）付帯総合生活保険）は、日本コープ共済生活協同組合連合会が保険契約者となる団体契約です。

