
短期生命共済事業規約 

第１章  総 則 

第１節  通 則 

（事業の目的） 

第１条 全国大学生協共済生活協同組合連合会（以下「この会」といいます。）は、この会の定款に

よるほか、この規約によって、より多くの学生が健康で安全に学生生活を送り、もしものときに

も学業を継続できるよう経済的にも精神的にもたすけあう制度として、生命共済事業を実施しま

す。 

（事業） 

第２条 この会は、共済契約者（以下「契約者」といいます。）から共済掛金の払込みを受け、被共

済者について、次の各号の保障にかかる事業（この事業にかかる契約を、以下「基本契約」とい

います。）を行います。 

（１）死亡保障：病気による死亡もしくは別表第２「不慮の事故等の定義とその範囲」の不慮の事

故（以下「不慮の事故」といいます。）による傷害を原因とする死亡または自殺についての保障 

（２）後遺障がい保障：

① 病気重度後遺障がい保障：病気による別表第１「後遺障がい等級別支払割合表」の第１級、

第２級および第３級のいずれかの身体障がいの状態（以下「重度後遺障がい」といいます。）

についての保障

② 事故後遺障がい保障：不慮の事故による傷害を原因とする別表第１「後遺障がい等級別支

払割合表」の後遺障がい（以下「後遺障がい」といいます。）についての保障

③ 学業復帰支援臨時費用保障：病気または不慮の事故による傷害によって重度後遺障がいに

なった後、復学し学業を継続したことについての保障

（３）病気入院保障：病気の治療のための入院についての保障

（４）事故入院保障：不慮の事故による傷害の治療のための入院についての保障

（５）手術保障：病気または不慮の事故による傷害の治療等のための公的医療保険制度の手術につ

いての保障 

（６）事故通院保障：不慮の事故による傷害の治療のための通院についての保障

（７）こころの早期対応保障：精神疾患の治療のためのはじめての通院についての保障

（８）特定傷害固定具保障：不慮の事故による骨折、関節脱臼、腱の断裂等を原因とする通院期間

中の固定具装着についての保障 

２．この会は、被共済者について、次の各号の特約にかかる前項に付帯する事業を行います。 

（１）父母扶養者死亡特約：被共済者の父母または扶養者の死亡についての保障。なお、この規約

でいう「扶養者」とは、その所得によって被共済者の学費および生活費の全部または一部を負
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担し、かつ被共済者の扶養者として共済証書に記載された者１名をいいます。被共済者と同居

しているか否かは、問いません。 

（２）学業継続支援特約： 

① 扶養者事故死亡学業継続支援特約：扶養者の不慮の事故による傷害を原因とする死亡につ

いての保障 

② 扶養者事故重度後遺障がい学業継続支援特約：扶養者の不慮の事故による傷害を原因とす

る重度後遺障がいについての保障 

③ 扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約：扶養者の病気による死亡または自殺についての

保障 

 

（特約の付帯と契約の型） 

第３条 基本契約を締結したときに限り、特約を付帯できます。 

２．短期生命共済事業にかかる共済契約（以下「契約」といいます。）の型は、短期生命共済事業

細則（以下「細則」といいます。）に規定します。 

 

（共済期間） 

第４条 基本契約および特約にかかる共済期間は、契約の効力の発生する日（以下「発効日」といい

ます。）から原則として１年とします。 

２．この会は、この共済を実施するにあたって、細則に規定する日を全契約に共通する共済期間の

満了日（以下「統一満了日」といいます。）として設定し実施することができます。この場合、

各契約の共済期間は、発効日から統一満了日までの期間です。 

３．共済期間が 1年未満の場合の共済掛金は、共済期間の月数に共済期間が１年の場合の共済掛金

の１２分の１を乗じた額とします。ただし、共済期間の月数に１ヶ月未満の日数が生じた場合は、

その１ヶ月未満の日数は切り上げます。 

 

第２節  契約関係者 

（契約者の範囲） 

第５条 契約者となることのできる者は、この会の定款第６条（会員の資格）の会員（以下「会員生

協」といいます。）の組合員または組合員と同一の世帯に属する者とします。 

 

（被共済者の範囲） 

第６条 被共済者となることのできる者は、発効日において細則に規定する学生であり、かつ次の各

号のいずれかに該当する者とします。 

（１）契約者 

（２）契約者の配偶者（内縁関係にある者を含みます。ただし、内縁関係にある当事者のいずれ

かに婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じとします。） 
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（３）契約者と生計を共にする契約者の２親等以内の親族 

（４）契約者の配偶者と生計を共にする契約者の配偶者の２親等以内の親族 

２．被共済者となることのできる者の年齢は、発効日において満６５歳未満とします。 

 

（契約年齢の計算） 

第７条 被共済者の契約年齢は、発効日現在における満年齢で計算し、１年未満の端数については切

り捨てます。 

 

（共済金受取人） 

第８条 この契約の共済金受取人は契約者とします。 

２．前項の場合において、被共済者の死亡を原因として支払う共済金の受取人を死亡保障共済金受

取人といいます。 

３．第１項にかかわらず、被共済者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡保障共済金受取人

は次の各号に掲げる者とし、その順位は次の各号の順とします。さらに第２号から第５号の者の

順位は、それぞれ各号に記載した順とします。 

（１）契約者の配偶者 

（２）契約者の死亡の当時、契約者と生計を共にしていた契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟

姉妹 

（３）契約者の死亡の当時、契約者と生計を共にしていた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父

母、兄弟姉妹 

（４）第２号に該当しない契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 

（５）第３号に該当しない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 

４．第１項および第３項にかかわらず、契約者は、共済金支払事由が発生するまでの間、特に必要

がある場合に限り、被共済者の同意を得、この会が定める書面を事前に提出のうえこの会の承認

を得て、死亡保障共済金受取人に限り、指定または変更することができます。 

５．この会は、前項の指定または変更がなされた場合には、その後に第２１条（契約の継続）によ

り契約が継続、更新または更改されたときも、同一の内容で死亡保障共済金受取人の指定または

変更があったものとみなします。 

６．前２項により指定または変更された死亡保障共済金受取人が被共済者が死亡する前に死亡し、

その後あらたな指定または変更がなされない場合には、第１項および第３項の順位により定まる

者を死亡保障共済金受取人とします。 

７．本条において、同順位の共済金受取人が２人以上いる場合は、それらの共済金受取人は代表者

１人を決めて、この会に届出なければなりません。この場合、その代表者は他の共済金受取人を

代表します。 

８．前項により、この会は、この会が１人の共済金受取人に対して共済金の全額を支払った後にお

いて、他の共済金受取人から共済金の全額または一部の支払いの請求がなされた場合には、すで
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に支払った共済金は重複して支払いません。 

９．第１項にかかわらず、契約者の死亡を原因として第３章（父母扶養者死亡特約）の父母扶養者

死亡特約共済金を支払う場合、または第４章（学業継続支援特約）の扶養者事故死亡学業継続支

援特約共済金もしくは扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金を支払う場合には、当該共

済金の受取人は被共済者とします。 

 

（共済金受取人の代理人） 

第９条 契約者は、被共済者の同意を得て、この会に通知することにより、次の各号のいずれかに該

当する者のうち１人の者を指定代理請求人として指定または変更することができます。 

（１）契約者の配偶者 

（２）契約者の３親等内の親族 

（３）契約者の配偶者の３親等内の親族 

（４）その他特別の事情がある者としてこの会が前３号に準ずると認めた者。ただし、この会が

定める書類等により契約者のために共済金を請求すべき適当な理由があるとこの会が認め

たものに限ります。 

２．契約者が共済金受取人となる場合で、契約者に共済金を請求できない事情がありかつ契約者に

法定代理人がいないときは、指定代理請求人が、細則に規定する、その事情を示す書類をもって

その旨をこの会に通知し、契約者の代理人として共済金の請求をすることができます。なお、こ

の会が指定する場所で共済金を支払います。 

３．契約者は、第１項の指定代理請求人の指定または変更を、この会が定める書面で通知しなけれ

ばなりません。 

４．指定代理請求人が次の各号のいずれかに該当する場合には、第１項の指定代理請求人の指定ま

たは変更は効力を失います。 

（１）共済金請求時に、指定代理請求人が第１項各号のいずれにも該当しない場合 

（２）第１７条（契約による権利義務の承継）により、当該契約者以外の者が契約者となった場     

  合 

（３）被共済者と同一人である契約者が死亡した場合 

５．この会は、第１項の指定代理請求人の指定または変更がされた場合で、その後に第２１条（契

約の継続）により契約が継続、更新または更改されたときは、同一の内容で指定代理請求人の指

定または変更があったとみなします。 

６．（１）共済金受取人に共済金を請求できない事情がある場合で、次のアからエのいずれかに該

当するため指定代理請求人による請求ができず、かつ共済金の支払いを受けるべき共済金

受取人の法定代理人がいないときは、共済金受取人の代理人として、第３号のいずれかの

者（以下「代理請求人」といいます。）が共済金の請求をすることができます（エに該当す

る場合には、死亡保障共済金の請求に限ります。）。なお、この会が指定する場所で共済金

を支払います。 
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ア．指定代理請求人が請求時に第１項の範囲外である場合 

イ．指定代理請求人が指定されていない場合（指定代理請求人が死亡している場合を含みま

す。） 

ウ．指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情がある場合 

エ．被共済者以外の者が契約者である契約において、死亡保障共済金受取人を指定している

場合（契約者が死亡保障共済金受取人とならない場合） 

（２）代理請求人は、細則に規定する、共済金受取人の共済金を請求できない事情を示す書類を

もってこの会に通知し、この会の承諾を得ることにより、共済金の請求をすることができます。 

（３）前２号の代理請求人とは、次のアからエのいずれかの者をいいます。 

ア．共済金受取人の配偶者 

イ．共済金受取人と同居または生計を共にする共済金受取人の３親等以内の親族 

ウ．共済金受取人と同居または生計を共にする、共済金受取人の配偶者の３親等以内の親族 

エ．アからウに該当する者がいない場合またはアからウに該当する者に共済金を請求できな

い事情がある場合には、アからウ以外の共済金受取人の３親等以内の親族 

７. 第２項または前項により、この会がすでに共済金を支払っている場合は、この会は、他の共済

金受取人または代理人には重複して共済金を支払いません。 

８．本条にかかわらず、故意に共済金支払事由を生じさせた者または故意に共済金受取人を共済金

を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人および代理請求人としての取り扱いを受ける

ことができません。 

 

第３節  契約の締結 

（契約内容の提示） 

第１０条 この会は、契約を締結する場合、契約申込者に対し契約の内容のうち重要な事項（以下「重

要事項」といいます。）をあらかじめ正確に提示します。 

２．重要事項は、次の各号の情報のいずれに該当するかを明示して、提示します。 

（１）契約申込者が契約の内容を理解するために必要な情報（「契約概要」といいます。） 

（２）この会が契約申込者に対して注意を喚起する情報（「注意喚起情報」といいます。） 

 

（契約の申込み） 

第１１条 契約申込者は、被共済者になる者の同意を得て、次の各号の事項を契約申込書に記載し、

この会に提出しなければなりません。 

（１）契約の型 

（２）共済掛金額 

（３）契約者の氏名および住所 

（４）被共済者の氏名、生年月日および契約者との続柄 

（５）被共済者の卒業予定年月 
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（６）扶養者の氏名および住所 

（７）契約者または契約者と同一世帯の者が所属する会員生協の名称 

（８）その他細則に規定する事項 

２．前項の申込みにあたっては、契約申込者または被共済者になる者は、契約の申込みの際に、共済

金支払事由の発生の可能性に関する重要事項のうちこの会が告知を求めた事項（以下「告知事項」

といいます。）について、この会が定める書面によって、事実を告知しなければなりません。 

３．契約申込者は、前２項にかかわらず、この会が定めるインターネット特則を付帯することにより、

書面の提出に代えて電磁的方法で契約の申込みの手続きをすることができます。ただし、この会が

定める基準を満たす場合に限ります。 

 

（複数契約の禁止） 

第１２条 被共済者１人につき締結することのできる契約は、この規約において１つとします。 

 

（契約申込みの諾否） 

第１３条 この会は、第１１条（契約の申込み）の申込みがあった場合は、同条により提出された契

約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を契約申込者に通知

します。 

２．前項により、申込みを承諾する場合には、この会は、共済証書の交付をもってその通知に代え

ます。 

３．前項の共済証書には、次の各号の事項を記載します。 

（１）この会の名称 

（２）契約者の氏名および住所 

（３）被共済者の氏名 

（４）扶養者の氏名および住所 

（５）契約者または契約者と同一世帯の者が所属する会員生協の名称 

（６）被共済者の卒業予定年月 

（７）死亡保障共済金受取人の指定がある場合はその氏名 

（８）指定代理請求人の指定がある場合はその氏名 

（９）契約の型 

（１０）契約の支払事由 

（１１）共済期間および共済金額 

（１２）共済掛金額 

（１３）その他細則に規定する事項 

４．契約申込者への諾否の通知の送付については、次の各号の通りとします。 

（１）申込書に記載された扶養者の日本国内の住所宛に送付します。 

（２）前号にかかわらず、次の場合は、申込書に記載された契約申込者の住所宛に送付します。 
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① 申込書に扶養者の氏名、住所の記載がない場合 

    ② 申込書に記載された扶養者の住所が日本国内でない場合 

（３）前２号にかかわらず、契約申込者が申込時から共済証書送付時までに送付先を指定または

変更した場合で、この会が認めたときは、その指定先宛に送付します。 

５．第１項によりこの会が承諾した契約を「新規契約」といいます。 

 

（初回掛金の払込み） 

第１４条 契約申込者は、新規契約の共済掛金（以下「初回掛金」といいます。）を、契約申込書提

出の日（以下「申込日」といいます。）までに、この会に一括で払い込まなければなりません。 

２．前項にかかわらず、第１５条（契約の成立および効力の発生）第２項により契約の申込日の翌

日以降の任意の日を契約発効日として指定（以下「指定発効日」といいます。）した場合は、契

約申込者は、その指定発効日の前日までに、初回掛金をこの会に一括で払い込まなければなりま

せん。 

 

（契約の成立および効力の発生） 

第１５条 この会は、契約申込書を受領し、申込みを承諾した場合は、その申込日に契約が成立した

ものとみなし、その日または初回掛金の払込日のいずれか遅い日の翌日午前零時より効力が発生

します。 

２．契約申込者が必要とする場合はこの会の承諾を得て、またこの会が必要とする場合は契約申込

者の承諾を得て、指定発効日を指定できます。 

３．第１項にかかわらず、前項による申込みがあり第１４条(初回掛金の払込み)第２項の初回掛金

の払込みがされた場合で、この会がその契約の申込みを承諾したときは、申込日に契約が成立し

たものとみなし、指定発効日の午前零時から効力が発生します。 

４．この会は、この会が契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたと

きは、遅滞なく初回掛金を契約申込者に返還します。 

 

（質入れ等の禁止） 

第１６条 契約者は、共済金および割戻金を請求する権利を質入れまたは譲渡することができません。 

 

第４節  契約内容の変更等 

（契約による権利義務の承継） 

第１７条 契約者は、この会の承諾を得て、契約による権利義務を第５条（契約者の範囲）により契

約者となることができる他の者に承継させることができます。 

２．契約者が死亡した場合には、当該契約の被共済者は、この会の承諾を得て、当該契約の共済期

間に限り契約の権利義務を承継できます。 
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（契約者の通知義務） 

第１８条 契約者または被共済者は、契約成立後、次の事項に変更が発生した場合には、遅滞なくこ

の会が定める書面またはこの会が定める方法により、その旨をこの会に通知しなければなりませ

ん。 

（１）契約者の氏名、住所（扶養者の届出がある場合は、氏名のみ） 

（２）被共済者の氏名 

（３）扶養者の氏名、住所 

（４）被共済者の卒業予定年月 

（５）契約者または契約者と同一世帯の者が所属する会員生協 

（６）その他細則に規定する事項 

２．契約者が第５条（契約者の範囲）の契約者となることができる者の範囲外になった場合、また

は被共済者が第６条（被共済者の範囲）の被共済者となることができる者の範囲外になった場合

は、前項を準用します。 

３．契約者または被共済者は、前２項にかかわらず、この会が定めるインターネット特則を付帯す

ることにより、前２項の通知すべき事項のうち細則に規定する事項については、書面の提出に代

えて電磁的方法でこの会に通知することができます。ただし、この会が定める基準を満たす場合

に限ります。 

 

（必要事項の報告） 

第１９条 契約者および被共済者は、この会が被共済者の傷病、障がい、修学もしくは就業の状況そ

の他契約の維持または共済金の支払い上必要な事項について報告を求めた場合は、遅滞なく報告

しなければなりません。 

 

（通知および報告の不履行） 

第２０条 この会は、共済金の請求がなされた場合において、契約者が前２条の通知または報告を正

当な理由なく怠ったときは、その通知または報告がなされるまでの期間について、遅延の責任を

負いません。 

第５節  契約の継続 

（契約の継続） 

第２１条 この会は、共済期間が満了する第２項第１号および第２号の契約以外の契約について、次

の各号のいずれかの場合は、満了する契約と同一内容（規約または細則の改正がなされた場合は、

改正後の規約または細則による内容とします。以下この条で同じとします。）で継続する契約（以

下「継続契約」といいます。）の申込みがあったとみなし、その共済期間の満了日の翌日（以下

「継続日」といいます。）の午前零時に発効する継続契約の手続きをすることができます。 

（１）共済期間が１年の契約については、継続日の前々月末までに契約者から満了する契約を継
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続しないとの申し出または変更の申し出がなされない場合 

（２）共済期間の満了日が統一満了日で設定されているため共済期間が１年間に満たない契約に

ついては、継続日の前月末までに契約者から満了する契約を継続しないとの申し出または変

更の申し出がなされない場合 

２．この会は、次の各号のいずれかの共済期間が満了する契約について、その共済期間の満了日ま

でに、契約者から、被共済者の同意を得て、この会が定める書面で満了する契約と同一内容の契

約（以下「卒業継続契約」といいます。）で継続するとの申し出がなされた場合は卒業継続契約

の申込みがあったとみなし、継続日の午前零時に発効する卒業継続契約の手続きをすることがで

きます。 

（１）共済証書記載の卒業予定年月(第１８条（契約者の通知義務）により卒業予定年月の変更

が通知された場合は、その卒業年月をいいます。以下この条において「卒業予定年月」とい

います。)に共済期間が満了する契約 

（２）共済期間中に卒業予定年月がある契約（前号に該当する契約を除きます。） 

３．契約者が、共済期間が満了する契約について、その共済期間の満了日の翌日(以下「更新日」

といいます。)の午前零時に発効し、満了する契約の被共済者以外の内容を変更する契約（以下

「更新契約」といいます。）による継続（以下「更新」といいます。）を申し込む場合には、更新

日の前々月末までに、第１１条（契約の申込み）を準用し、更新契約の申込書を、この会に提出

しなければなりません。ただし、この会が特に認める場合は、更新日の前日までに更新契約の申

込書を提出することができます。 

４．契約者が、共済期間が満了する前に契約を途中で解約し、その解約日の翌日（以下「更改日」

といいます。）午前零時に発効し、解約する契約の被共済者以外の内容を変更する契約（以下「更

改契約」といいます。）による継続（以下「更改」といいます。）を申し込む場合には、更改日の

前々月末までに、第１１条（契約の申込み）を準用し、更改契約の契約申込書を、この会に提出

しなければなりません。ただし、この会が特に認める場合は、更改日の前日までに更改契約の申

込書を提出することができます。 

５．前４項の契約の成立および効力の発生については、第１５条（契約の成立および効力の発生）

を準用し、発効日は、継続日、更新日または更改日の午前零時とします。 

６．第１項、第２項、第３項または第４項による契約申込みの諾否については、第１３条（契約申

込みの諾否）を準用します。ただし、継続契約の申込みの諾否の通知については、承諾しない場

合についてのみ契約者に通知します。 

７．第１項第２号または第２項の適用において、満了する契約の共済期間満了日が統一満了日で設

定されているため共済期間が１年に満たない契約の場合、継続契約または卒業継続契約の共済期

間が、継続日から翌年の統一満了日までの１年となっても、同一の契約内容とみなします。 

８．第３項または第４項の適用において、第１１条（契約の申込）を準用する更新契約または更改

契約の申込書の事項のうち、共済期間が満了する契約の共済証書記載内容と変更のない事項につ

いては省略をすることができます。 
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９．第１項、第２項、第３項または第４項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、

契約を継続、更新または更改できません。 

（１）新たな契約の発効日において、契約者が第５条（契約者の範囲）の契約者となることがで

きる者の範囲外である場合 

（２）新たな契約の発効日において、被共済者が第６条（被共済者の範囲）の被共済者となるこ

とができる者の範囲外である場合 

（３）契約者、被共済者または共済金受取人が、次のいずれかに該当する場合 

ア．暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴

力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます。）

に該当すると認められること 

イ．反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると

認められること 

ウ．反社会的勢力を不当に利用していると認められること 

エ．その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 

（４）第１条（事業の目的）その他この規約、この会の定款、内部の規則に照らして、この会が、

契約を継続、更新または更改することが事業の目的を逸脱する、あるいは不適当であると判

断した場合 

１０．この会は、前項により、この会が契約の継続、更新または更改を承諾しない場合であって、

継続契約、卒業継続契約、更新契約または更改契約の共済掛金（以下「継続掛金」といいます。）

が払い込まれていたときは、遅滞なくその継続掛金を契約申込者に返還します。 

１１．契約者は、第１項、第２項、第３項または第４項にかかわらず、この会が定めるインターネ

ット特則を付帯することにより、書面の提出に代えて電磁的方法で継続契約、卒業継続契約、更

新契約または更改契約の手続きをすることができます。ただし、この会が定める基準を満たす場

合に限ります。 

１２．第２項にかかわらず、卒業予定年月の月末が土曜日または日曜日の場合で、郵送された継続

の申し出の書面に押印された郵便法（昭和 22 年 12 月 12 日法律第 165 号）の通信日付印の日付

（以下「消印日」といいます。）がその月末までの日付のときは、その継続の申し出が卒業予定

年月末になされたものとみなします。 

 

第６節  継続掛金の払込み 

（継続掛金の払込方法） 

第２２条 継続掛金の払込方法は、一括払いとします。 

 

（継続掛金の口座振替等） 

第２３条 契約者は、更改契約以外の契約の継続掛金についてはこの会の指定した金融機関等を通じ

て口座振替により、更改契約の継続掛金については口座振替以外の方法により払い込むことを要
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します。 

２．前項の、更改契約以外の契約の継続掛金は継続日または更新日の前月の金融機関の口座振替日

（以下「口座振替日」といいます。）までに、更改契約の継続掛金は更改日の前日までに、払い

込まなければなりません。ただし、次の各号の契約の継続掛金の払込みについては、継続日また

は更新日が属する月の口座振替日までとすることができます。 

（１）第２１条（契約の継続）第１項第２号の継続契約のうち、共済期間が満了する契約の発効

日が継続日の前月でかつ契約の手続きがその月に行われた契約の継続契約 

（２）卒業継続契約のうち、継続日の前月に継続するとの申し出がなされた卒業継続契約 

（３）第２１条第３項ただし書の更新契約 

３．前項においての更改契約以外の契約の継続掛金の払込猶予期間は、口座振替日から３ヶ月経過

した日が属する月の月末までとします。ただし、前項ただし書を適用する場合の払込猶予期間は、

口座振替日から２ヶ月経過した日の属する月の月末までとします。 

４．第１項にかかわらず、この会が特に必要と認めた場合は、更改契約以外の契約の継続掛金につ

いては口座振替以外の方法により、更改契約の継続掛金については口座振替により、継続掛金を

払い込むことができます。この場合の払込方法、払込期日および払込猶予期間については細則に

規定します。ただし、払込猶予期間については、３ヶ月以内で規定します。 

５．前４項により更改契約の継続掛金を払い込む場合で、更改契約の前契約の解約により返戻金が

あるときは、継続掛金からその解約の返戻金を差し引いた金額を払い込むことができます。 

６．第３項または第４項の払込猶予期間が適用される場合で、継続掛金を払い込む前に生じた共済

金支払事由について共済金の支払を受けるときには、その支払を受ける前に、契約者は継続掛金

をこの会に払い込まなければなりません。 

 

第７節  共済金の請求および支払い 

（共済金支払事由発生の通知義務） 

第２４条 契約者、被共済者または共済金受取人は、共済金支払事由が発生した場合は、遅滞なく発

生状況、傷病の程度などを、この会の定める方法により、この会に通知しなければなりません。 

２．契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由がなく前項に違反した場合は、この会が支

払うべき共済金の額からこれによりこの会が被った損害の額を差し引くものとします。 

 

（共済金の請求） 

第２５条 契約者、被共済者または共済金受取人は、共済金支払事由が発生した場合は、特別な理由

があるときを除き、遅滞なく共済金請求書と細則に規定する添付書類をこの会に提出し、共済金

の支払いを請求しなければなりません。 

 

（共済金の支払い） 

第２６条 この会は、共済金の請求に必要なこの会が定める書類のすべてがこの会に到着した日の翌
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日から３０日以内に、次の事項を確認のうえ、この会の指定する場所で共済金を支払います。 

（１）共済金支払事由の発生の有無 

（２）共済金が支払われない事由の有無および契約の解除、無効または取消し等契約の効力の有    

  無 

（３）その他この会が支払うべき共済金の額を確定する為に必要な事項 

２．前項の事項を確認するために、次の各号の特別な照会または調査を必要とする場合は、前項に

かかわらず、この会は、共済金の請求に必要な書類のすべてがこの会に到着した日の翌日から次

のいずれかの日数（各号のうち複数に該当する場合は、そのうち 長の日数とします。）を経過

する日までに共済金を支払います。この場合、この会は、確認を必要とする事項およびその確認

を終える見込みの時期を契約者または共済金受取人へ通知します。 

（１）病院等の医療機関または医師、歯科医師等への書面または面談による調査または確認 ９

０日 

（２）医療機関、検査機関その他専門機関による鑑定または審査等 ９０日 

（３）弁護士法（昭和 24 年 6 月 10 日法律第 205 号）その他の法令に基づく照会 ９０日 

（４）警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果等の照会 １８０日 

（５）災害救助法（昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）の適用対象地域における調査または確

認等 ６０日 

（６）災害対策基本法（昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号）に基づき設置された中央防災会議

において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれら

と同規模の損害が発生すると見込まれる広域災害が発生した場合 ３６０日 

（７）調査または確認先が日本国外にある場合 １８０日 

３．前２項の照会、調査または確認に際し、契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの代理

人が、正当な理由なくこの会の作業を妨げ、またはこれに応じなかった場合（必要な協力を行わ

なかった場合を含みます。）は、これにより確認が遅延した期間については、前２項の日数に算

入しないものとし、確認が終わるまで共済金を支払いません。 

４．この会は、当該契約について、共済期間中の未払込共済掛金がある場合は、支払うべき共済金

からその金額を差し引くことができます。 

５．この会は、共済金の支払いの審査のため必要と認めた場合には、この会の指定する医師による

診断（検案を含みます。以下この条において同じとします。）を求めることおよび事実の確認を

することができます。 

６．この会は、前項のこの会が必要と認めた診断および確認に際し、契約者、被共済者もしくは共

済金受取人またはこれらの代理人が正当な理由がなくその回答もしくは同意を拒みまたはこれ

を妨げたときには、これにより診断および確認が遅滞した期間については、この会は、責任を負

わず、この回答または同意を得て事実の確認が終わるまで共済金を支払いません。 

７．この会は、契約者、被共済者または共済金受取人が共済金請求の書類に故意に虚偽のことを記

載し、またはそれらの書類を偽造、変造した場合は、共済金を支払う義務を免れます。 
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８．この会は、第４４条（死亡保障共済金を支払わない場合）第１項第３号、第５０条（後遺障が

い保障共済金を支払わない場合）第１項第２号、第５４条（病気入院保障共済金を支払わない場

合）第１項第２号、第５８条（事故入院保障共済金を支払わない場合）第１項第２号、第７８条

（父母扶養者死亡特約共済金を支払わない場合）第１項第３号または第８５条（学業継続支援特

約共済金を支払わない場合）第１項第６号の「犯罪行為」に該当する可能性があり、その事由に

もとづき被共済者または共済金受取人が起訴され裁判が行われている間は、第１項または第２項

にかかわらず当該保障に係る共済金の支払いを留保できます。 

 

（生死不明の場合の共済金の支払い） 

第２７条 被共済者または父母扶養者死亡特約および学業継続支援特約の保障の対象となる者の生

死が不明の場合において、この会が死亡したものと認めたときは、その生死が不明になった時を

死亡日時とします。 

２．前項により、この会が共済金を支払った後に、被共済者または父母扶養者死亡特約もしくは学

業継続支援特約の対象となる者の生存が判明した場合は、その生存が判明した者の共済金受取人

は、すでに支払われた共済金をこの会に返還しなければなりません。 

  

（時効） 

第２８条 この会は、契約者、被共済者または共済金受取人が共済金の請求手続きを、その支払事由

が発生した日の翌日から起算して３年間怠った場合は、共済金を支払う義務を免れます。 

２．この会は、契約者が共済掛金の返還の請求手続きを、その返還の事由が発生した日の翌日から

起算して３年間怠った場合は、その返還の義務を免れます。 

３．この会は、契約者が解約返戻金または割戻金の請求手続きを、その支払事由が発生した日の翌

日から起算して３年間怠った場合は、その支払いの義務を免れます。 

４．契約者、被共済者または共済金受取人は、この会が共済金の返還等の請求手続きをその返還の

原因となる事由が発生した日の翌日から起算して２年間怠った場合は、その返還の義務を免れま

す。 

５．契約者は、この会が共済掛金の請求または諸返戻金等の返還請求の手続きを、その原因となる

事由が発生した日の翌日から起算して１年間怠った場合は、その返還の義務を免れます。 

 

（この会による通知） 

第２９条 この会による契約者への通知については、第１３条（契約申込みの諾否）第４項を準用し

ます。 

２．前項にかかわらず、第１８条（契約者の通知義務）第１項により、この会が住所変更の通知を

受付けた場合は、申込書に記載された扶養者の日本国内の住所または契約申込者の住所をそれぞ

れ通知された 終の扶養者の日本国内の住所または契約者の住所と読み替えて第１３条（契約申

込みの諾否）第４項を準用します。 
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３．第１項にかかわらず、第１３条（契約申込みの諾否）第４項第３号の指定送付先について、共

済証書送付後、契約者がこの会が定める書面または方法で新たなまたは変更の届出をし、この会

が認めたときには、「指定送付先」を「新たなまたは変更された指定送付先」と読み替えて第１

３条第４項を準用します。 

４．前３項に沿ってこの会の知った 終の住所宛に発した通知は、契約者に到達したとみなします。 

 

（他の障がいその他の影響がある場合） 

第３０条 被共済者が不慮の事故により傷害を被り共済金を支払う場合において、すでに存在してい

た障がいもしくは傷病の影響により、または当該事故の後にその原因となった事故と関係なく発

生した傷病の影響により傷害が重大となったときは、この会は、その影響がなかった場合に相当

する共済金の額を決定して支払います。 

２．前項は、正当な理由がなく、被共済者が治療を怠りまたは契約者もしくは共済金受取人が治療

させなかったために傷害が重大となった場合の共済金の額の決定に準用します。 

 

（戦争その他の非常な出来事等の場合の共済金の支払い） 

第３１条 この会は、戦争その他非常な出来事または地震、津波、噴火その他これらに類する天災に

より、契約の所定の共済金を支払うことができない場合は、理事会の議決を経て、共済金の分割

支払い、支払いの延期または削減をすることができます。ただし、理事会で議決後３０日以内に

総会の議決を得るものとします。 

２．前項により総会の議決を得た場合は、この会は、共済金支払いの遅延、削減等にかかる責任を

免れます。 

３．この会は、被共済者が留学生の場合で、留学中に留学生が国籍を有する国の公的業務（兵役等）、

公的処置等により留学が中断したときは、その中断中の共済金支払事由について共済金を支払う

責めを免れます。 

 

第８節  契約の終了 

（契約の無効） 

第３２条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は無効とします。 

（１）被共済者が、発効日の前日までにすでに死亡していた場合 

（２）被共済者が発効日以前に入学を辞退していた場合 

（３）発効日において、契約者が第５条（契約者の範囲）の契約者となることができる者の範囲

外の場合、または被共済者が第６条（被共済者の範囲）の被共済者となることができる者の

範囲外の場合 

（４）同一被共済者の契約の各共済金額が第４１条（死亡保障共済金額）、第４５条（後遺障が

い保障共済金額）、第５１条（病気入院保障共済金額）、第５５条（事故入院保障共済金額）、

第５９条（手術保障共済金額）、第６３条（事故通院保障共済金額）、第６７条（こころの早
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期対応保障共済金額）、第７１条（特定傷害固定具保障共済金額）、第７５条（父母扶養者死

亡特約共済金額）または第７９条（学業継続支援特約共済金額）の 高限度を超過していた

場合（その超過する部分の共済金額の契約が無効となります。） 

（５）契約が第１２条（複数契約の禁止）の限度を超えて締結されていた場合（発効日（契約が

継続された契約である場合は、継続される前の契約の発効日をいいます。）の も早い契約

以外の契約が無効となります。） 

（６）契約者の意思によらないで契約の申込みがなされていた場合 

（７）契約者と被共済者が異なる場合で、契約の申込みに際して被共済者の同意を得ていなかっ

たとき 

２．この会は、前項の場合において、当該契約についてすでに払い込まれた共済掛金を契約者に返

還します。ただし、前項第４号に該当する場合は、超過分に相当する掛金を返還します。 

３．この会は、第１項により契約が無効であった場合において、すでに共済金を支払っていたとき

は、その支払った共済金の返還を請求することができます。 

 

（契約の失効） 

第３３条 第２３条（継続掛金の口座振替等）第３項または第４項の払込猶予期間内に継続掛金が払

い込まれない場合、契約は発効せず消滅します。 

２．前項においては、この会はその旨を契約者に通知します。 

３．前項の通知には、第２９条（この会による通知）を適用します。 

 

（契約の解約） 

第３４条 契約者は、いつでも契約を将来にむかって解約することができます。この場合、この会は、

解約の返戻金があるときはこれを契約者に支払います。 

２．契約者は、前項により解約する場合は、この会が定める書面をもって通知し、その書面には解

約の日を記載するものとします。 

３．解約の効力は、前項の解約の日または前項の書面がこの会に到達した日のいずれか遅い日の翌

日午前零時から生じます。 

４．前２項にかかわらず、書面の提出に代えて電磁的方法またはその他の方法でこの会に通知する

ことができます。電磁的方法による場合は、インターネット特則を付帯し、この会が定める基準

を満たすときに限ります。その他の方法については実施方法等について細則に規定します。 

 

（告知義務違反による契約の解除） 

第３５条 契約者または被共済者が、契約締結にあたって故意または重大な過失により、告知事項に

ついて事実をかくしたり、または事実でないことを記載して契約の申込みをした場合は、この会

は、契約者への通知をもって、契約を将来にむかって解除することができます。この場合、この

会は、解除の返戻金があるときは、これを契約者に支払います。 
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２．前項による解除の通知については、第２９条（この会による通知）を適用します。 

３．第１項による解除が共済金支払事由の発生の後になされた場合であっても、この会は、共済金

を支払いません。すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。た

だし、その共済金支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または共済

金受取人が証明したときは、この限りではありません。 

４．この会は、第１項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除できませ

ん。 

（１）この会が、契約締結の際、第１項の事実のあることを知っていた場合または過失により知ら

なかった場合 

（２）この会のために契約の締結の媒介を行うことができる者（以下「共済媒介者」といいます。）

が、契約者または被共済者による告知を妨げた場合 

（３）共済媒介者が、契約者または被共済者に対し、事実の告知をしないことまたは不実の告知を

すすめた場合 

（４）この会が、解除の原因を知った時から１ヶ月を経過した場合 

（５）解除の原因があった 初の契約の申込日から２年以内に解除の原因となった事実による共済

金支払事由が発生しなかった場合において、なお契約が存続していたとき 

（６）解除の原因があった 初の契約締結から５年を経過した場合 

５．前項第２号および第３号は、その各号に該当する共済媒介者の行為がなかった場合であっても、

契約者または被共済者が第１項の事実の告知をせず、または不実の告知をしたと認められるとき

には適用しません。 

 

（重大事由による契約の解除） 

第３６条 この会は、次の各号のいずれかに該当する事由があった場合は、契約者への通知をもって、

契約を将来にむかって解除することができます。この場合、この会は、解除の返戻金があるとき

はこれを契約者に支払います。 

（１）契約者、被共済者（死亡保障共済金の場合を除きます。）または共済金受取人が、この会に

共済金を支払わせることを目的として、故意に支払事由を発生させ、または発生させようとし

た場合 

（２）契約者、被共済者または共済金受取人が共済金の請求に関して詐欺行為を行い、または行お

うとした場合 

（３）他の共済契約または保険契約との重複によって、被共済者にかかる共済金額等の合計額が著

しく過大となり、第１条（事業の目的）のこの事業の目的を超える、または逸脱すると会が判

断した場合 

（４）契約者、被共済者または共済金受取人が、次のいずれかに該当する場合 

ア．反社会的勢力に該当すると認められること 

イ．反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認
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められること 

ウ．反社会的勢力を不当に利用していると認められること 

エ．その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 

（５）前各号のほか、この会の契約者、被共済者または共済金受取人が第１号から第４号の場合と

同程度にこの会の信頼を損ない、この会が、事業の目的等に照らして契約の存続を不適当と判

断した場合 

２．前項による解除の通知については、第２９条（この会による通知）を適用します。 

３．この会は、第１項による解除をおこなった場合において、第１項の事由が発生したときから解

除された時までに発生した共済金支払事由にかかる共済金（第１項第４号のみに該当した場合で、

第１項第４号アからエまでに該当したのが死亡共済金受取人のみであり、その死亡共済金受取人

が死亡保障共済金の一部の受取人であるときは、死亡保障共済金のうち、その受取人に支払われ

るべき共済金をいいます。以下この項において同じです。）を支払いません。すでに共済金の支

払いを行っていたときは、その返還を請求することができます。 

 

（被共済者死亡による契約の消滅） 

第３７条 被共済者が死亡した場合には、その時をもって、当該被共済者にかかわる契約は消滅しま

す。この場合、この会は、返戻金があるときはこれを契約者に支払います。 

 

（被共済者による契約の解約請求） 

第３８条 被共済者以外の者が契約者である契約において、次の各号のいずれかに該当する場合は、

その被共済者は契約者に対し、この契約の解約を請求することができます。 

（１）契約者または共済金受取人に、第３６条（重大事由による契約の解除）第１項第１号または

第２号に該当する行為があった場合 

（２）契約者または共済金受取人が、第３６条（重大事由による契約の解除）第１項第４号に該当

する場合 

（３）前２号に掲げるもののほか、被共済者の契約者または共済金受取人に対する信頼を損ない、

契約の存続を困難とする重大な事由がある場合 

（４）契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他の事情により、被共済者が第１１条（契約

の申込み）第１項または第２１条（契約の継続）第１項第２号の同意をするにあたって基礎と

した事情に著しい変更があった場合 

２．契約者は、第１項の事由がある場合で、被共済者から前項の解約の請求があったときは、第３

４条（契約の解約）の規定に従って解約しなければなりません。この場合、この会は、解約の返

戻金があるときはこれを契約者に支払います。 

 

（詐欺または強迫による契約の取消し） 

第３９条 契約の締結に際して、契約者、被共済者または共済金受取人に詐欺または強迫の行為があ

17



 
 

った場合は、この会は、契約者への通知をもって、契約を取り消すことができます。この場合に

は、共済掛金は返還しません。 

２．この会は、前項による取消しをおこなった場合は、共済金を支払いません。すでに共済金の支

払いを行っていた場合は、その返還を請求することができます。 

３．第１項による取消しの通知については、第２９条（この会による通知）を適用します。 

 

（契約の解約・解除等の返戻金） 

第４０条 第３４条（契約の解約）、第３５条（告知義務違反による契約の解除）、第３６条（重大事

由による契約の解除）および第３８条（被共済者による契約の解約請求）の契約の解約または解

除による返戻金は、解約または解除の日の翌日から起算した未経過共済期間の月数に共済期間が

１年間の場合の共済掛金の１２分の１を乗じた額とします。ただし、未経過共済期間の月数に１

ヶ月未満の日数が生じた場合は、その１ヶ月未満の日数は切り捨てます。 

２．前項にかかわらず、既経過期間中に第４章の学業継続支援特約の共済金支払事由が発生した場

合には、払い込まれた共済掛金のうち学業継続支援特約に対応する掛金については返戻しません。 

３．第３７条（被共済者死亡による契約の消滅）により契約が消滅する場合の返戻金については、

消滅した日の翌日から起算した未経過共済期間について前２項を準用します。 

 

第２章  基本契約 

第１節  死亡保障 

（死亡保障共済金額） 

第４１条 死亡保障１口についての共済金額は１０万円とします。 

２．死亡保障にかかる共済金額（以下「死亡保障共済金額」といいます。）の 高限度は、被共済

者１人につき１００万円とします。 

 

（死亡保障共済掛金額） 

第４２条 死亡保障１口についての共済掛金額は、別紙第１「共済掛金額算出方法書」の方法により

算出した額とします。 

 

（死亡保障共済金） 

第４３条 この会は、次の各号の場合には、死亡保障共済金として共済証書記載の死亡保障共済金額

を支払います。 

（１）被共済者が、新規契約の申込日後に発病した病気（異常分娩を含み、別表第２「不慮の事故

等の定義とその範囲」の感染症を除きます。以下この章から第４章（学業継続支援特約）にお

いて同じとします。）を原因として、共済期間中に死亡した場合。ただし、自殺を除きます。 

（２）被共済者が、共済期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、共済期間中

またはその事故日から３６０日以内に死亡した場合。ただし、自殺を除きます。 
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（３）被共済者が、共済期間中に自殺した場合。 

２．被共済者が、新規契約の申込日以前に発病した病気を原因として共済期間中に死亡した場合で

も、次の各号のいずれかのときは、その病気は新規契約の申込日後に発病したものとみなします。 

（１) 新規契約の申込日から 1年を経過した日以後に死亡したとき 

（２) その病気に関して、新規契約の申込日以前に、被共済者が次の①と②のすべてを満たすとき。

ただし、その病気による症状について契約者または被共済者が認識または自覚していたときを

除きます。 

① 医師の診察を受けたことがないこと 

② 医師の診察や健康診断等において異常の指摘（要観察の指摘を含みます。）を受けたことが

ないこと 

３．新規契約の申込日以前に発病した病気に、この申込日後に発病した病気が加わったことにより

被共済者が共済期間中に死亡した場合で、この申込日以前に発病した病気がその死亡に与える影

響が軽微であるとき（この申込日以前に発病した病気のみでは、医学的には死亡を生じさせるよ

うな原因には通常はならないと判断される場合をいいます。）は、この申込日後に発病した病気

を原因とする死亡とみなします。 

４．この会は、第１項にかかわらず、被共済者について、第４７条（病気重度後遺障がい保障共済

金）の病気重度後遺障がい保障共済金または第４８条（事故後遺障がい共済金）の事故後遺障が

い保障共済金を支払っていた場合は、次の通り死亡保障共済金を扱います。 

（１）すでに支払った病気重度後遺障がい保障共済金の額または事故後遺障がい保障共済金の額が

共済証書記載の死亡保障共済金額を超える場合または同額の場合は、死亡保障共済金を支払い

ません。 

（２）すでに支払った病気重度後遺障がい保障共済金の額または事故後遺障がい保障共済金の額が

共済証書記載の死亡保障共済金額を超えない場合は、その死亡保障共済金額からすでに支払っ

た病気重度後遺障がい保障共済金の額または事故後遺障がい保障共済金の額を控除した額を、

死亡保障共済金として支払います。 

 

（死亡保障共済金を支払わない場合） 

第４４条 この会は、死亡保障において、次の各号のいずれかの原因によって死亡した場合には、共

済金を支払いません。 

（１）契約者の故意（ただし、契約者が被共済者と同一人である場合を除きます。） 

（２）共済金受取人の故意または重大な過失（ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合

は、その残額を他の共済金受取人に支払います。） 

（３）被共済者の犯罪行為 

（４）被共済者の、法令に定める資格を有さない運転または操縦（以下「運転または操縦」を「運

転等」といいます。） 

（５）被共済者の酒気帯びもしくは薬物依存またはそれに準ずる状態によって正常な運転等をでき
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ないおそれがある場合での運転等 

（６）被共済者の 高速度違反、運転中の信号無視およびしゃ断中の踏切内への進入 

（７）その他被共済者の重大な法令違反行為 

（８）被共済者の私闘 

２．この会は、新規契約の締結にあたって告知があった病気を原因とする前条第１項の死亡につい

ては、共済金を支払いません。ただし、新規契約の申込日から１年を経過した日以後の共済期間

中の死亡については、共済金を支払います。 

 

第２節  後遺障がい保障 

（後遺障がい保障共済金額） 

第４５条 後遺障がい保障１口についての共済金額は、第２項の共済金額の種類ごとに１０万円とし

ます。 

２．後遺障がい保障にかかる共済金額の 高限度は、被共済者１人につき次の通りとします。 

 後遺障がいの共済金額の種類 高限度額 

① 後遺障がい保障共済金額 

② 学業復帰支援臨時費用保障共済金額 

600 万円 

100 万円 

 

（後遺障がい保障共済掛金額） 

第４６条 後遺障がい保障１口についての共済掛金額は、別紙第１「共済掛金額算出方法書」の方法

により算出した額とします。 

 

（病気重度後遺障がい保障共済金） 

第４７条 この会は、被共済者が新規契約の申込日後に発病した病気を原因として、共済期間中に重

度後遺障がいとなった場合には、病気重度後遺障がい保障共済金として、次の金額を支払います。 

 

                   ×  

 

２．被共済者が、新規契約の申込日以前に発病した病気を原因として共済期間中に重度後遺障がい

となった場合でも、次の各号のいずれかのときは、その病気は新規契約の申込日後に発病したも

のとみなします。 

（１) 新規契約の申込日から 1年を経過した日以後に重度後遺障がいとなったとき 

（２) その病気に関して、新規契約の申込日以前に、被共済者が次の①と②のすべてを満たすとき。

ただし、その病気による症状について契約者または被共済者が認識または自覚していたとき

を除きます。 

① 医師の診察を受けたことがないこと 

② 医師の診察や健康診断等において異常の指摘（要観察の指摘を含みます。）を受けたこと

共済証書記載の 
後遺障がい保障共済金額 

別表第 1「後遺障がい等級別 
支払割合表」に定める割合 
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がないこと 

３．新規契約の申込日以前に発病した病気に、この申込日後に発病した病気が加わったことにより

被共済者が共済期間中に重度後遺障がいとなった場合で、この申込日以前に発病した病気がその

重度後遺障がいに与える影響が軽微であるとき（その重度後遺障がいの重大性からみて、この申

込日以前に発病した病気のみでは、医学的にはその重度後遺障がいを生じさせるような原因には

通常はならないと判断される場合をいいます。）は、この申込日後に発病した病気を原因とする

重度後遺障がいとみなします。 

４．重度後遺障がいの等級認定にあたっては、労働災害補償保険法施行規則（昭和 30 年 9 月 1 日

労働省令第 22 号）第１４条（障害等級等）第２項から第４項に準じて行うものとします。 

５．既に後遺障がいがある被共済者が、第１項の病気によって同一部位について後遺障がいを加重

し重度後遺障がいとなった場合は、病気重度後遺障がい保障共済金として、共済証書記載の後遺

障がい共済金額に次の割合を乗じた金額を支払います。 

  

             －               ＝ 適用する割合 

 

６．この会は、第１項または前項にかかわらず、被共済者について、共済期間中に第４３条（死亡

保障共済金）の死亡保障共済金を支払ったのち、その死亡前に発生した共済期間中の第１項また

は前項の重度後遺障がいが判明した場合には、共済証書記載の病気重度後遺障がい保障共済金額

またはその共済金額に前項の適用する割合を乗じた金額からすでに支払った死亡保障共済金の

額を控除した額を、病気重度後遺障がい保障共済金として支払います。 

７．前６項によりこの会が支払うべき後遺障がい保障の共済金の額は、共済期間を通じ、共済証書

記載の後遺障がい共済金額をもって限度とします。 

 

（事故後遺障がい保障共済金） 

第４８条 この会は、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、

その事故日から３６０日以内に後遺障がいとなった場合には、事故後遺障がい保障共済金として、

次の金額を支払います。 

 

             × 

 

２．前項にかかわらず、被共済者が事故日から３６０日を超えてなお治療を要する状態にあるとき

は、この会は、事故日から３６１日目における医師の診断にもとづき後遺障がいの程度を認定し

て、事故後遺障がい保障共済金を支払います。 

３．後遺障がいの等級認定にあたっては、労働災害補償保険法施行規則（昭和 30 年 9 月 1日労働

省令第 22 号）第１４条（障害等級等）第２項から第 4項に準じて行うものとします。 

４．既に後遺障がいがある被共済者が、第１項の不慮の事故による傷害によって同一部位について

加重後の後遺障がいに 
該当する支払割合 

既にあった後遺障がい

に該当する支払割合 

共済証書記載の 
後遺障がい保障共済金額 

別表第 1「後遺障がい等級別 
支払割合表」に定める割合 
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後遺障がいを加重した場合は、事故後遺障がい共済金として、共済証書記載の後遺障がい共済金

額に次の割合を乗じた金額を支払います。 

 

         －              ＝ 適用する割合 

 

５．この会は、第１項、第２項または前項にかかわらず、被共済者について、共済期間中に第４３

条（死亡保障共済金）の死亡保障共済金を支払ったのち、その死亡前に発生した共済期間中の第

１項、第２項または前項の不慮の事故による傷害によって生じた後遺障がいが判明した場合には、

次の通り事故後遺障がい保障共済金を扱います。 

（１）すでに支払った死亡保障共済金の額が、第１項、第２項または前項により算定される事故後

遺障がい保障共済金の額を超える場合または同額の場合は、事故後遺障がい保障共済金を支払

いません。 

（２）すでに支払った死亡保障共済金の額が、第１項、第２項または前項により算定される事故後

遺障がい保障共済金の額を超えない場合は、その事故後遺障がい保障共済金の額からすでに支

払った死亡保障共済金の額を控除した額を事故後遺障がい保障共済金として支払います。 

６．第２項により、事故後遺障がい保障共済金の支払いを受けた被共済者の固定後の後遺障がい等

級が、共済金の支払いに際し認定した後遺障がい等級より重度であることが共済期間中に明らか

になった場合は、この会は、固定後の後遺障がい等級に対応する共済金とすでに支払われた事故

後遺障がい保障共済金との差額を支払います。 

７．前６項により、この会が支払うべき後遺障がい保障の共済金の額は、共済期間を通じ、共済証

書記載の後遺障がい共済金額をもって限度とします。 

 

（学業復帰支援臨時費用保障共済金） 

第４９条 この会は、被共済者が共済期間中に、次の各号のいずれかの場合で、その後復学し学業を

継続するときには、学業復帰支援臨時費用保障共済金として、共済証書記載の学業復帰支援臨時

費用保障共済金額を支払います。 

（１) 第４７条（病気重度後遺障がい保障共済金）により病気重度後遺障がい保障共済金を支払う

場合 

（２）前条により重度後遺障がいに該当する事故後遺障がい保障共済金を支払う場合 

２．前項にかかわらず、前条第４項に基づき事故後遺障がい保障共済金を支払った場合で、同項に

定める「加重後の後遺障がい」の等級が重度後遺障がいに該当するときは、前項第２号に該当す

るものとみなします。 

３．第 1 項によりこの会が支払うべき学業復帰支援臨時費用共済金は、1 人の被共済者について、

過去、現在および今後のすべての契約の共済期間（以下「全共済期間」といいます。）を通じ、

一回限りとします。 

 

加重後の後遺障がいに

該当する支払割合 
既にあった後遺障がい

に該当する支払割合 
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（後遺障がい保障共済金を支払わない場合） 

第５０条 この会は、後遺障がい保障において、次の各号のいずれかの原因によって後遺障がいが発

生した場合には、共済金を支払いません。 

（１）契約者の故意 

（２）被共済者の犯罪行為または自殺行為 

（３）被共済者の故意または重大な過失 

（４）被共済者の、法令に定める資格を有さない運転等 

（５）被共済者の酒気帯びもしくは薬物依存またはそれに準ずる状態によって正常な運転等をでき

ないおそれがある場合での運転等 

（６）被共済者の 高速度違反、運転中の信号無視およびしゃ断中の踏切内への進入 

（７）その他被共済者の重大な法令違反行為 

（８）被共済者の私闘 

２．この会は、新規契約の締結にあたって告知があった病気を原因とする第４７条（病気重度後遺

障がい保障共済金）第１項の重度後遺障がいについては、病気重度後遺障がい保障共済金を支払

いません。ただし、新規契約の申込日から１年を経過した日以後の共済期間中の重度後遺障がい

については、この共済金を支払います。 

 

第３節  病気入院保障 

（病気入院保障共済金額） 

第５１条 病気入院保障１口についての共済金額は５００円とします。 

２．病気入院保障にかかる共済金額（以下「病気入院保障共済金額」といいます。）の 高限度は、

被共済者１人につき１万円とします。 

 

（病気入院保障共済掛金額） 

第５２条 病気入院保障１口についての共済掛金額は、別紙第１「共済掛金額算出方法書」の方法に

より算出した額とします。 

 

（病気入院保障共済金） 

第５３条 この会は、被共済者が共済期間中に次の各号の入院を開始した場合には、病気入院保障共

済金として、１回の入院につき、次の金額を支払います。  

   

                  ×   

 

（１）次の①と②のすべてに該当する入院 

   ① 次のアからウのいずれかの入院であること。 

共済証書記載の 
病気入院保障共済金額 

共済期間（継続した契約の共
済期間を含む）中の入院日数 
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    ア．新規契約の申込日後に発病した病気を原因とする入院 

    イ．新規契約の共済期間開始日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする入

院。ただし、その事故の日から１８０日を経過した日以後に開始した入院に限ります。 

    ウ．新規契約の共済期間開始日以後に発生した不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原

因とする入院。ただし、この会が認めたものに限ります。 

② 次のアからエのすべてに該当する入院であること 

ア．治療を目的とした入院 

イ．病院または診療所への入院 

ウ．１日以上の入院 

エ．公的医療保険制度における療養の給付または療養費の対象となる入院 

（２）次の①と②のいずれかの臓器等（胸腹部臓器、骨髄および皮膚をいいます。以下同じとしま

す。）の提供に伴う入院 

① 他者の病気の治療を目的とする移植のための臓器等の提供（売買行為によるものは除きま

す。）による入院 

② 他者の不慮の事故による傷害を直接の原因とする治療を目的とする移植のための臓器等の

提供（売買行為によるものを除きます。）による入院 

２．被共済者が、新規契約の申込日以前に発病した病気を原因として共済期間中に入院を開始した

場合でも、次の各号いずれかのときは、その病気は新規契約の申込日後に発病したものとみなし

ます。 

（１) 新規契約の申込日から 1年を経過した日以後に入院を開始したとき 

（２) その病気に関して、新規契約の申込日以前に、被共済者が次の①と②のすべてを満たすとき。

ただし、その病気による症状について契約者または被共済者が認識または自覚したときを除き

ます。 

① 医師の診察を受けたことがないこと 

② 医師の診察や健康診断等において異常の指摘（要観察の指摘を含みます。）を受けたことが

ないこと 

３．被共済者が、新規契約の共済期間開始日前に発生した不慮の事故または不慮の事故以外の外因

による傷害を直接の原因として入院した場合で、共済期間開始日から 1年経過した日以後に入院

を開始したときは、その不慮の事故または不慮の事故以外の外因による傷害は共済期間中に発生

したものとみなします。 

４ 被共済者が、新規契約の申込日以前に発病していた病気を直接の原因として入院を開始した場

合でも、その申込日後にその病気の症状が悪化したことまたはその病気と医学上重要な関係にあ

る病気を発病したことにより、入院が必要であると判断されたときは、共済期間中に開始したそ

の入院は、その申込日後に発病した病気による入院とみなします。 

５．病気入院保障共済金の支払いは、１回の入院について２００日分をもって限度とします。入院

期間中に病院または診療所以外の場所に宿泊した場合は、この会が認めた日に限り入院日数に加
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えます。 

６．被共済者が、第１項の入院を２回以上した場合には、それぞれの入院の原因の如何を問わず１

回の入院とみなし、本条を適用します。ただし、病気入院保障共済金が支払われる 終の入院の

退院日の翌日から１６０日経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。 

７．第１項の入院日数は、入院した日から医師が退院してもさしつかえないと認定した日までとし

ます。 

８．被共済者が転入院した場合でも、前入院から継続した１入院とみなします。 

９．この会は、被共済者が、第１項の入院を同一日に複数回した場合でも、病気入院保障共済金を

重複して支払いません。 

１０．被共済者が、第１項の入院を開始した時に異なる病気を併発していた場合またはその入院中

に異なる病気を併発した場合には、その入院開始の直接の原因であった病気により継続して入院

したものとみなして前９項を適用し、異なる病気によるあらたな入院の期間と重複する期間中は、

そのあらたな入院については病気入院保障共済金を支払いません。 

１１．被共済者が、第５７条（事故入院保障共済金）の事故入院保障共済金が支払われる入院中に

第１項の入院を開始した場合には、次の通り扱います。 

（１）重複する入院期間については、事故入院保障共済金を支払い、病気入院保障共済金は支払わ

ないものとします。 

（２）前号の場合、事故入院保障共済金が支払われる期間が終了したときは、その翌日以後の入院

については第１項を適用します。 

１２. 被共済者の入院中に共済期間（契約を継続した場合には、継続した契約の共済期間を含みま

す。以下この項において同じとします。）が満了した場合で、次の各号のときは、共済期間の満

了時を含んで継続している入院についてのみ、共済期間中の入院とみなして、本条の規定を適用

します。 

（１）第５条（契約者の範囲）により契約を継続できなかったとき 

（２）第６条（被保険者の範囲）により契約を継続できなかったとき 

 

（病気入院保障共済金を支払わない場合） 

第５４条 この会は、病気入院保障において、次の各号のいずれかの原因によって入院した場合には、

共済金を支払いません。 

（１）契約者の故意 

（２）被共済者の犯罪行為または自殺行為 

（３）被共済者の故意または重大な過失 

（４）原因を問わず、頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛、背痛等で医学的他覚所

見のないもの 

２．この会は、新規契約の締結にあたって告知があった病気を原因とする前条第１項の入院につい

ては、共済金を支払いません。ただし、新規契約の申込日から１年を経過した日以後の共済期間
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中の入院については、共済金を支払います。 

第４節  事故入院保障 

（事故入院保障共済金額） 

第５５条 事故入院保障１口についての共済金額は５００円とします。 

２．事故入院保障にかかる共済金額（以下「事故入院保障共済金額」といいます。）の 高限度は、

被共済者１人につき１万円とします。 

 

（事故入院保障共済掛金額） 

第５６条 事故入院保障１口についての共済掛金額は、別紙第１「共済掛金額算出方法書」の方法に

より算出した額とします。 

 

（事故入院保障共済金） 

第５７条 この会は、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする次

の各号のすべてに該当する入院について、事故入院保障共済金として、１回の入院につき、次の

金額を支払います。 

 

                  × 

 

（１）その事故の日（以下「事故日」といいます。）から１８０日以内に開始した入院 

（２）治療を目的とした入院 

（３）病院または診療所への入院 

（４）１日以上の入院  

（５）公的医療保険制度における療養の給付または療養費の対象となる入院 

２．事故入院保障共済金の支払いは、１回の入院について２００日分をもって限度とします。入院

期間中に病院または診療所以外の場所に宿泊した場合は、この会が認めた日に限り入院日数に含

めるものとします。 

３．被共済者が、第１項の入院を２回以上した場合、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の

事故が同一のときは、それらの入院は１回の入院とみなし本条を適用します。 

４．第１項の入院日数は、入院した日から医師が退院してもさしつかえないと認定した日までとし

ます。 

５．被共済者が転入院した場合でも、前入院から継続した１入院とみなします。 

６．この会は、被共済者が、第１項の入院を同一の日に複数回した場合でも、事故入院保障共済金

を重複して支払いません。 

７．被共済者が、第１項の入院を開始した時に異なる不慮の事故による傷害を併発していた場合ま

たはその入院中に異なる不慮の事故による傷害を併発した場合には、その入院開始の直接の原因

であった不慮の事故による傷害により継続して入院したものとみなして前６項を適用し、異なる

共済証書記載の 
事故入院保障共済金額 

共済期間（継続した契約の共済 
期間を含む）中の入院日数 
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不慮の事故による新たな入院の期間と重複する期間中は、その新たな入院については事故入院保

障共済金を支払いません。 

８．被共済者が、第５３条（病気入院保障共済金）の病気入院保障共済金が支払われる入院中に第

１項の入院を開始した場合には、次の通り扱います。 

（１）重複する入院期間については、病気入院保障共済金を支払い、事故入院保障共済金は支払わ

ないものとします。 

（２）前号の場合、病気入院保障共済金が支払われる期間が終了したときは、その翌日以後の入院

については第１項を適用します。 

９．共済期間（契約を継続した場合には、継続した契約の共済期間を含みます。以下この項におい

て同じとします。）満了後の入院であっても、共済期間中に発生した不慮の事故による傷害を直

接の原因として、事故日から１８０日以内に入院を開始していた場合は、共済期間中の入院とみ

なして、本条の規定を適用します。 

 

（事故入院保障共済金を支払わない場合） 

第５８条 この会は、事故入院保障において、次の各号のいずれかの原因によって入院した場合には、

共済金を支払いません。 

（１）契約者の故意 

（２）被共済者の犯罪行為または自殺行為 

（３）被共済者の故意または重大な過失 

（４）被共済者の法令に定める資格を有さない運転等 

（５）被共済者の酒気帯びもしくは薬物依存またはそれに準ずる状態によって正常な運転等をでき

ないおそれがある場合での運転等 

（６）被共済者の 高速度違反、運転中の信号無視およびしゃ断中の踏切内への進入 

（７）その他被共済者の重大な法令違反行為 

（８）被共済者の私闘 

（９）原因を問わず、頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛、背痛等で医学的他覚所

見のないもの 

 

第５節  手術保障 

（手術保障共済金額） 

第５９条 手術保障１口についての共済金額は１万円とします。 

２．手術保障にかかる共済金額（以下「手術保障共済金額」といいます。）の 高限度は、被共済

者１人につき５万円とします。 

 

（手術保障共済掛金額） 

第６０条 手術保障１口についての共済掛金額は、別紙第１「共済掛金額算出方法書」の方法により
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算出した額とします。 

（手術保障共済金） 

第６１条 この会は、被共済者が共済期間中に、次の各号のいずれかの手術を受けた場合には、手術

保障共済金として、１回の手術につき、共済証書記載の手術保障共済金額を支払います。  

（１）第５３条（病気入院保障共済金）の病気入院保障共済金を支払う入院中の、その入院の原因

となった病気等の治療または臓器等の提供を直接の目的とする手術 

（２）第５７条（事故入院保障共済金）の事故入院保障共済金を支払う入院中の、その入院の原因

となった不慮の事故による傷害の治療を直接の目的とする手術 

（３）第６５条（事故通院保障共済金）の事故通院保障共済金を支払う通院時の、その通院の原因

となった不慮の事故による傷害の治療を直接の目的とする手術 

２．前項の手術とは、次の各号のいずれかの診療行為をいいます。 

（１）公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている

診療行為（歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医

科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。）た

だし、次の①から⑩に該当するものを除きます。 

① 創傷処理 

② 皮膚切開術 

③ デブリードマン 

④ 骨、軟骨または関節の非観血的なまたは徒手的な整復術、整復固定術および授動術 

⑤ 涙点プラグ挿入術 

⑥ 鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術 

⑦ 抜歯手術 

⑧ 外耳・鼻腔内の異物除去 

⑨ 鶏眼・胼胝切開術（魚の目・タコ手術） 

⑩ 鼓膜の切開術 

（２）公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙され

ている診療行為（歯科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されてい

る診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の放射線治療料算定対象として列挙

されている診療行為を含みます。）ただし、新生物の治療を目的として、５週間に５０グレイ以

上の放射線を照射するものをいい、一連の照射をもって一回とします。 

（３）公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている骨

髄幹細胞の採取または骨髄移植術 

３．この会は、被共済者が同一の日に第１項の手術を複数種類または同一の手術を複数回にわたっ

て受けた場合（1 つの手術を２日以上にわたって受けた場合には、その手術の開始日をその手術

を受けた日とみなします。以下この節において同じとします。）には、いずれか１種類の手術を

１回受けたものとみなして、第１項を適用します。 
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４．この会は、１回の手術が複数種類の第１項の手術に該当する場合には、いずれか１種類の手術

を受けたものとみなして、第１項を適用します。 

５．この会は、第１項の手術を複数回受けた場合で、その手術が医科診療報酬点数表において、一

連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が１回のみ算定されるものとして定められてい

る手術に該当するときは、１回の手術とみなして、第１項を適用します。 

６．この会は、手術料が 1 日または１ヶ月ごとに算定される第 1 項の手術を受けた場合、1 日目の

手術のみ手術保障共済金を支払います。 

７．この会は、第５３条（病気入院保障共済金）第１２項により共済期間中とみなされ、同条第１

項の病気入院保障金が支払われる入院中の、当該入院の原因となった病気の治療を直接の目的と

する手術については、共済期間中の手術とみなし前６項を適用します。 

８．この会は、新規契約の申込日後に発病した病気の治療を直接の目的とする病院または診療所への

通院による手術については、第１項第１号の手術とみなし第１項から第６項を適用します。ただし、

新規契約の申込日以前に発病した病気の治療を直接の原因として共済期間中に通院による手術を

受けた場合でも、次の①か②のいずれかのときは、その病気は新規契約の申込日後に発病したもの

とみなします。 

① 新規契約の申込日から 1年を経過した後に手術したとき 

② その病気に関して、新規契約の申込日以前に、被共済者が次のアとイのすべてを満たすとき。

ただし、その病気による症状について契約者または被共済者が認識または自覚していたとき

を除きます。 

ア．医師の診察を受けたことがないこと 

イ．医師の診察や健康診断等において異常の指摘（要観察の指摘を含みます。）を受けたこと

がないこと 

 

（手術保障共済金を支払わない場合） 

第６２条 この会は、手術保障共済金を支払わない場合については、第５４条（病気入院保障共済金

を支払わない場合）及び第５８条（事故入院保障共済金を支払わない場合）の規定を準用します。 

 

第６節  事故通院保障 

（事故通院保障共済金額） 

第６３条 事故通院保障１口についての共済金額は５００円とします。 

２．事故通院保障にかかる共済金額（以下「事故通院保障共済金額」といいます。）の 高限度は、

被共済者１人につき２，０００円とします。 

 

（事故通院保障共済掛金額） 

第６４条 事故通院保障１口についての共済掛金額は、別紙第１「共済掛金額算出方法書」の方法に

より算出した額とします。 
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（事故通院保障共済金） 

第６５条 この会は、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする次

の各号のすべてを満たす通院について、事故通院保障共済金として、次の金額を支払います。 

 

×  

 

（１）その事故の日（以下「事故日」といいます。）から１８０日以内に入院または通院を開始し

ていること 

（２）治療目的の入院または通院であること 

（３）病院または診療所への入院または通院であること 

（４）その事故日から３６０日以内の通院であること 

（５）公的医療保険制度における療養の給付または療養費の対象となる通院であること 

２．共済期間中に偶然な外因により発生した筋骨格系の傷害を直接の原因とする通院は、前項の共

済期間中に発生した事故による傷害を直接の原因とする通院とみなします。前項第１号の適用に

当たっては、「その事故の日」は「その傷害が生じた日」と読み替えます。 

３．事故通院保障共済金の支払いは、同一の不慮の事故による通院について９０日分をもって限度

とします。 

４．医師が通院しなくてもさしつかえないと認定したとき以降の通院については、第１項の通院日

数に含めません。 

５．同一の不慮の事故により、同一の日に第１項の通院を複数回した場合は、または通院において

複数の医師の治療を受けた場合は、通院１日とする。 

６．この会は、異なる不慮の事故による通院日が重複するときは、その重複する日については先に

発生した不慮の事故による通院日とし、後に発生した不慮の事故による通院に対しては、事故通

院保障共済金を支払いません。 

７．この会は、第５３条（病気入院保障共済金）または第５７条（事故入院保障共済金）により病

気入院保障共済金または事故入院保障共済金が支払われる入院期間中の、第１項の通院について

は、事故通院保障共済金を重複して支払いません。 

 

（事故通院保障共済金を支払わない場合） 

第６６条 事故通院保障共済金を支払わない場合については、第５８条（事故入院保障共済金を支払

わない場合）の規定を準用します。 

 

第７節  こころの早期対応保障 

（こころの早期対応保障共済金額） 

第６７条 こころの早期対応保障１口についての共済金額は５００円とします。  

共済証書記載の事故 
通院保障共済金額 

通院日数 
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２．こころの早期対応保障にかかる共済金額（以下「こころの早期対応保障共済金額」といいます。）

の 高限度は、被共済者１人につき１万円とします。 

 

（こころの早期対応保障共済掛金額） 

第６８条 こころの早期対応保障 1 口についての共済掛金額は、別紙第 1「共済掛金額算出方法書」

の方法により算出した額とします。 

 

（こころの早期対応保障共済金） 

第６９条 この会は、被共済者が、共済期間中に通院で次の各号のすべてに該当する診療（以下「診

療」といいます。この節においては同じとします。）を初めて受けた場合に、こころの早期対応

保障共済金として、共済証書記載のこころの早期対応保障共済金額を支払います。 

（１）精神疾患の治療を目的とした診療であること 

（２）病院または診療所における通院による診療であること 

（３）公的医療保険制度における療養の給付または療養費の対象となる医科診療報酬点数表に精

神科専門療法として列挙されている診療であること 

２．この会は、被共済者が、共済期間中に同一の精神疾患または異なる精神疾患の診療を複数回受

けた場合には、 初に受けた診療について第１項の共済金を支払い、２回目以降の診療について

は、これを支払いません。第１項の共済金を支払った後に、支払った共済金に係る診療を受けた

日より前にこれとは別の診療を受けていたことが判明した場合には、すでに支払った共済金は、

新たに判明したより早い時期の診療について支払った共済金とみなし、改めて共済金を支払うこ

とはしません。 

 

（こころの早期対応保障共済金を支払わない場合） 

第７０条 この会は、こころの早期対応保障共済金を支払わない場合については、第５４条（病気入

院保障共済金を支払わない場合）の規定を準用します。 

 

第８節  特定傷害固定具保障 

（特定傷害固定具保障共済金額） 

第７１条 特定傷害固定具１口についての共済金額は５００円とします。 

２．特定傷害固定具保障にかかる共済金額（以下「特定傷害固定具保障共済金額」といいます。）

の 高限度は、被共済者１人につき２万円とします。 

 

（特定傷害固定具保障共済掛金額） 

第７２条 特定傷害固定具保障１口についての共済掛金額は、別紙第 1「共済掛金額算出方法書」の

方法により算出した額とします。 

 

31



 
 

 

（特定傷害固定具保障共済金） 

第７３条 この会は、被共済者が、共済期間中に発生した不慮の事故（以下この節においては「事故」

といいます。）による第１号の傷害を直接の原因として、次の各号のすべてに該当する固定具を

装着する治療を開始した場合に、特定傷害固定具保障共済金として、共済証書記載の特定傷害固

定具保障共済金額を支払います。 

（１）事故を直接の原因とする次の①から⑤のいずれかの傷害に関する固定具を装着する治療で

あること 

① 骨折（病的骨折、特発骨折および歯牙の骨折を除きます。） 

② 関節脱臼（先天性脱臼、病的脱臼、反復性脱臼、歯牙の脱臼および亜脱臼を除きます。） 

③ 腱の完全断裂（病気を原因とするものを除きます。） 

④ じん帯の完全断裂（病気を原因とするものを除きます。） 

⑤ 半月板の完全断裂（病気を原因とするものを除きます。） 

（２）医師の指示による通院時の治療としての固定具の装着であること 

（３）病院または診療所での固定具の装着であること 

（４）事故の日から１８０日以内の固定具の装着であること 

（５）公的医療保険制度における療養の給付または療養費の対象となる固定具の装着であること 

２．包帯、三角巾、湿布、絆創膏、サポーター、テーピング等による治療および松葉杖の使用なら

びに内固定および創外固定は、前項の固定具の装着には含めません。 

３．事故により入院中に前２項の固定具を装着し、その固定具を装着したまま退院した場合は、そ

の退院時に前２項の固定具を装着したものとみなし、第１項を適用します。 

４．第１項により特定傷害固定具保障共済金が支払われた場合には、その支払い後に特定傷害固定

具保障共済金の支払い原因となった同一の事故により特定傷害固定具保障共済金の請求を受け

ても、この会は、これを支払いません。同一の事故による第１項の特定傷害固定具保障共済金の

支払いは、全共済期間を通じて１回限りとします。 

 

（特定傷害固定具保障共済金を支払わない場合） 

第７４条 この会は、特定傷害固定具保障共済金を支払わない場合については、第５８条（事故入院

保障共済金を支払わない場合）の規定を準用します。 

 

第３章  父母扶養者死亡特約 

（父母扶養者死亡特約共済金額） 

第７５条 父母扶養者死亡特約１口についての共済金額は１万円とします。 

２．父母扶養者死亡特約にかかる共済金額（以下「父母扶養者死亡特約共済金額」といいます。）

の 高限度は、被共済者の父母、扶養者ごとに２０万円とします。 
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（父母扶養者死亡特約共済掛金額） 

第７６条 父母扶養者死亡特約１口についての共済掛金額は、別紙第１「共済掛金額算出方法書」の

方法により算出した額とします。 

 

（父母扶養者死亡特約共済金） 

第７７条 この会は、父母扶養者死亡特約において、被共済者の父母または扶養者が、共済期間（父

母扶養者死亡特約を付帯している契約の共済期間に限ります。）中に死亡した場合には、父母扶

養者死亡特約共済金として、共済証書記載の父母扶養者死亡特約共済金額を該当者１名ごとに支

払います。 

 

（父母扶養者死亡特約共済金を支払わない場合） 

第７８条 この会は、父母扶養者死亡特約において、次の各号のいずれかの原因によって父母、扶養

者が死亡した場合には、共済金を支払いません。 

（１）被共済者の故意または重大な過失 

（２）共済金受取人の故意または重大な過失（ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人で

ある場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。） 

（３）契約者、被共済者、共済金受取人または当該扶養者の犯罪行為 

２．この会は、扶養者が死亡した場合であっても、その扶養者が被共済者を扶養している実態がな

いときは、共済金を支払いません。ただし、扶養者が父母である場合を除きます。 

 

第４章 学業継続支援特約 

（学業継続支援特約共済金額） 

第７９条 学業継続支援特約の１口についての共済金額は次の通りとします。 

 

 

 

 

 

２．学業継続支援特約にかかる共済金額（以下「学業継続支援特約共済金額」といいます。）の

高限度は、被共済者１人につき次の通りとします。 

学業継続支援特約共済金額の種類 高限度額 

①扶養者事故死亡学業継続支援特約共済金額 

②扶養者事故重度後遺障がい学業継続支援特約共済金額 

③扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金額 

５００万円 

５００万円 

３０万円 

 

学業継続支援特約共済金額の種類 1 口の共済金額 

①扶養者事故死亡学業継続支援特約共済金額 

②扶養者事故重度後遺障がい学業継続支援特約共済金額 

③扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金額 

１万円 

１０万円 

１万円 
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（学業継続支援特約共済掛金額） 

第８０条 学業継続支援特約１口についての共済掛金額は、別紙第１「共済掛金額算出方法書」の方

法により算出した額とします。 

 

（扶養者事故死亡学業継続支援特約共済金） 

第８１条 この会は、扶養者が、共済期間（学業継続支援特約を付帯している契約の共済期間に限り

ます。以下この条において同様とします。）中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因と

して、その事故日から３６０日以内かつ共済期間（契約を継続した場合には、その継続後の共済

期間も含みます。）中に死亡した場合には、扶養者事故死亡学業継続支援特約共済金として、共

済証書記載の扶養者事故死亡学業継続支援特約共済金額を支払います。 

 

（扶養者事故重度後遺障がい学業継続支援特約共済金） 

第８２条 この会は、扶養者が、共済期間（学業継続支援特約を付帯している契約の共済期間に限り

ます。以下この条において同様とします。）中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因と

して、その事故日から３６０日以内かつ共済期間（契約を継続した場合には、その継続後の共済

期間も含みます。）中に重度後遺障がいとなった場合には、扶養者事故重度後遺障がい学業継続

支援特約共済金として、次の金額を支払います。 

    

× 

       

２．前項にかかわらず、扶養者が事故日から３６０日を超えてなお治療を要する状態にある場合に

は、この会は、事故日から３６１日目における医師の診断に基づき後遺障がいの程度を認定して、

前項を適用します。 

 

（扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金） 

第８３条 この会は、次の各号の場合には、扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金として、

共済証書記載の扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金額を支払います。 

（１）扶養者が、新規契約の申込日後に発病した病気を原因として、共済期間（学業継続支援特

約を付帯している契約の共済期間に限ります。以下この条において同様とします。）中に死

亡した場合。ただし、自殺を除きます。 

（２）扶養者が、共済期間中に自殺した場合 

２．扶養者が、新規契約の申込日以前に発病した病気を原因として共済期間中に死亡した場合でも、

次の各号いずれかのときは、その病気は新規契約の申込日後に発病したものとみなします。 

（１）新規契約の申込日から１年を経過した日以後に死亡したとき。 

（２）その病気に関して、新規契約の申込日以前に、扶養者が次の①と②のすべてを満たすとき。

別表第１「後遺障がい等級別支

払割合表」に定める支払割合 
共済証書記載の扶養者事故重度 

後遺障がい学業継続支援特約共済金額 
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ただし、その病気による症状について契約者または扶養者が認識または自覚していたときを

除きます。 

①医師の診察を受けていないとき 

②医師の診察や健康診断等において異常の指摘（要観察の指摘を含みます。）を受けていない

とき 

３．新規契約の申込日以前に発病した病気に、この申込日後に発病した病気が加わったことにより

扶養者が共済期間中に死亡した場合で、この申込日以前に発病した病気がその死亡に与える影響

が軽微であるとき（この申込日以前に発病した病気のみでは、医学的には死亡を生じさせるよう

な原因には通常はならないと判断される場合をいいます。）は、この申込日後に発病した病気を

原因とする死亡とみなします。 

 

(学業継続支援特約共済金の支払限度） 

第８４条 前３条の学業継続支援特約共済金の支払いは、１人の被共済者に対して、全共済期間を通

じて１回限りとします。この会が前３条の学業継続支援特約のいずれかの共済金を支払った後は、

扶養者が変更された場合であっても、これらの共済金を再度支払うことはありません。 

 

（学業継続支援特約共済金を支払わない場合） 

第８５条 この会は学業継続支援特約において、次の各号のいずれかの原因によって扶養者が死亡し

たまたは重度後遺障がいとなった場合には、共済金を支払いません。 

（１）契約者の故意（ただし、契約者が扶養者であるときは、本号は第８３条（扶養者病気死亡・

自殺学業継続支援特約共済金）には適用しません。） 

（２）被共済者の故意または重大な過失 

（３）扶養者の故意または重大な過失（ただし、本号は第８３条（扶養者病気死亡・自殺学業継続

支援特約共済金）には適用しません。） 

（４）扶養者の自殺行為（ただし、本号は第８３条（扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済

金）には適用しません。） 

（５）共済金受取人の故意または重大な過失（ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人であ

る場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。） 

（６）契約者、被共済者、共済金受取人または扶養者の犯罪行為 

（７）扶養者の私闘 

２．この会は、扶養者が死亡または重度後遺障がいとなった場合であっても、その扶養者が被共済

者を扶養している実態がないときは、共済金を支払いません。 

 

第５章 事業の実施方法 

（支払備金および責任準備金） 

第８６条 この会は、「消費生活協同組合法施行規則（昭和 23 年 9 月 30 日大蔵省、法務庁、厚生省、
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農林省令第１号）」の規定により、毎事業年度末において支払備金および責任準備金を積み立て

ます。 

２．責任準備金の種類は、未経過共済掛金および異常危険準備金とし、その額は、別紙第２「責任

準備金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とします。 

 

（異議申立ておよび審査委員会） 

第８７条 契約者、被共済者または共済金受取人は、契約または共済金の支払いに関するこの会の処

分に不服がある場合は、この会に置く異議申立てに関する審査委員会（以下「審査委員会」とい

います。）に対して異議の申立てを行うことができます。 

２．前項による異議の申立ては、この会の処分があったことを知った日の翌日から６０日以内に、

この会に対し書面をもって行わなければなりません。 

３．前項による異議申立てがあった場合は、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から６０日以

内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知します。 

４．審査委員会の組織および運営に関する事項は、別に定めます。 

５．前４項にかかわらず、審査委員会は、審査委員会よりも第三者機関での判断が妥当な事案につ

いては、申立てをした者の同意を得て、第三者機関において解決を図ることができます。 

 

（業務委託） 

第８８条 この会は、この規約による共済事業を実施するため、会員生協に、次の各号に掲げる業務

を委託することができます。 

（１）共済事業の普及・宣伝に係る業務 

（２）契約の締結の代理または媒介 

（３）共済掛金の請求・領収・精算・送金・返還に係る業務 

（４）その他この会が業務委託規則に規定した事項に関する業務 

２．前項の規定による業務委託は、別に締結する業務委託契約にもとづいて行います。 

 

（再共済または再保険） 

第８９条 この会は、契約により負う共済責任の一部を他団体の再共済または再保険に付すことがで

きます。 

 

（細則） 

第９０条 この規約に規定するもののほか、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行につい

て必要な事項は、細則で規定します。 

 

（準拠法） 

第９１条 この規約および前条の細則に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。 
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（管轄裁判所） 

第９２条 この契約における共済金請求等に関する訴訟については、この会の主たる事務所の所在地

または契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合

意による管轄裁判所とします。 

 

付 則 

（２０１０年７月２２日設定） 

（施行期日） 

１．この規約は厚生労働大臣の認可を受けた日から施行し、２０１０年（平成２２年）１０月１日か

ら適用します。なお、適用日以前に成立した共済契約についても同様とします。 

 

（生命共済事業規約の募集停止） 

２．この規約の設定の認可を受けた場合は、２００８年（平成２０年）１２月３１日をもって、生命

共済事業規約（昭和５８年１月２６日設定認可）における２００９年（平成２１年）１月１日以降

に発効する新たな契約及び継続する契約の引き受けはしないこと並びに共済期間の変更による延

長の申し出は受け付けないこととします。 

 

付 則 

（２０１４年（平成２６年）５月１６日規約一部改正） 

（施行期日） 

１．この規約の一部改正（２０１４年（平成２６年）５月１６日臨時総会）は厚生労働大臣の認可を

受けた日（２０１４年（平成２６年）７月２８日）から施行し、２０１５年（平成２７年）４月１

日以降に発効する共済契約に適用します。なお、２０１５年（平成２７年）４月１日より前までに

発効した共済契約については、その共済期間の満了にいたるまで従前の例によります。 

 

付 則 

（２０１６年（平成２８年）５月１３日規約一部改正） 

（施行期日） 

１．この規約の一部改正（２０１６年（平成２８年）５月１３日臨時総会）は厚生労働大臣の認可を

受けた日（２０１６年（平成２８年）７月２１日）から施行し、２０１７年（平成２９年）４月１

日以降に発効する共済契約に適用します。なお、２０１７年（平成２９年）４月１日より前までに

発効した共済契約については、その共済期間の満了にいたるまで従前の例によります。 

 

付 則 
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（２０１８年（平成３０年）５月１１日規約一部改正） 

（施行期日） 

１．この規約の一部改正（２０１８年（平成３０年）５月１１日臨時総会の決議）は厚生労働大臣の

認可を受けた日（２０１８年（平成３０年）５月２９日）から施行し（以下「新規約」といいます。）、

２０１９年（平成３１年）４月１日以降に発効する契約に適用します。なお、２０１９年（平成３

１年）４月１日より前までに発効した契約（以下「現行契約」といいます。）については、その共

済期間の満了にいたるまで従前の例によります。 

２．なお、２０１９年（平成３１年）４月１日より前までに発効した現行契約については、現行契約

の新規契約申込時に申告した卒業予定年まで、または２０１９年（平成３１年）３月３１日までに

卒業予定年の変更をこの会に通知した場合は、通知した卒業予定年まで、２０１９年（平成３１年）

３月３１日以前に発効した契約に適用される規約（以下「旧規約」といいます。）第 21 条（契約の

継続）により現行契約を継続することができます。この場合に限り、継続した契約に旧規約を適用

します。 

３．旧規約の適用を受ける契約（以下「旧規約契約」といいます。）から新規約の適用を受ける契約

（以下「新規約契約」といいます。）に移行する場合、新規約第２１条（契約の継続）を次のよう

に適用します。 

（１）共済期間が満了する契約が旧規約契約の場合で、その満了する契約の共済期間満了日の翌日

の午前零時に発効する新規約契約で継続する申出がされたときは、その新規約契約は、新規約第

２１条第３項の更新契約とみなします。ただし、満了する契約が、新規約第２１条第２項の第１

号または第２号に該当する契約の場合は、その新規約契約は、新規約第２１条第２項の卒業継続

契約とみなします。 

（２）共済期間が満了する前に中途で解約する契約が旧規約契約の場合で、その解約日翌日の午前

零時に発効する新規約契約で継続する申し出がされたときは、その新規約契約は、新規約第２１

条第４項の更改契約とみなします。 

４．前項第１号の新規約契約について、第２３条（継続掛金の口座振替等）の払込猶予期間を適用す

る場合で、払込猶予期間がその新規約契約の共済期間を超えるときは、共済期間を限度として払込

猶予期間を適用します。 

５．第３項第２号の新規約契約について、第２３条（継続掛金の口座振替等）を適用する場合は、更

改契約以外の契約の継続掛金に関する規定を適用することができます。この場合、払込猶予期間が

その新規約契約の共済期間を超えるときは、共済期間を限度として払込猶予期間を適用します。 

６．第３項の新規約契約のうち発効日が月中である契約に第２３条（継続掛金の口座振替等）および

前２項を適用する場合は、第２３条第２項ただし書の「継続日または更新日が属する月」を「継続

日または更新日が属する月の翌月」と読み替えて適用することができます。 

７．新規約契約と被共済者を同一とする先行する契約が旧規約契約である場合で、旧規約契約で共済

金を支払うときは、その共済金支払事由については、新規約契約による支払いは行いません。 

８．新規約契約と被共済者を同一とする先行する契約が旧規約契約である場合、第４９条（学業復帰
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支援臨時費用保障共済金）の適用においては、旧規約第４７条（病気重度後遺障害保障共済金）ま

たは第４８条（事故後遺障害保障共済金）による重度後遺障がいに関する共済金の支払は、第４９

条第１項第１号または第２号の共済金を支払う場合とはみなしません。 

９．第８３条（扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金）の「新規契約」とは、１人の被共済

者について、第２１条（契約の継続）により継続される契約の中で新規約の適用を受ける初めての

契約をいいます。 

１０．第６１条（手術保障共済金）を適用する場合で、病気入院保障共済金、事故入院保障共済金ま

たは事故通院保障共済金が旧規約契約で支払われたときは、第６１条第１項の第５３条、第５７条

または第６５条は、それぞれ旧規約の第５２条、第５６条または第６３条と読み替えて適用します。 

 

付 則 

（２０１８年（平成３０年）７月１５日規約一部改正） 

（施行期日） 

１．この規約の一部改正（２０１８年（平成３０年）７月１５日臨時総会の決議）は厚生労働大臣の

認可を受けた日（２０１８年（平成３０年）７月２０日）から施行し、２０１９年（平成３１年）

４月１日以降に発効する契約に適用します。 
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別表第１  後遺障がい等級別支払割合表 

１．後遺障がいの定義 

後遺障がいとは、労働者災害補償保険法施行規則（昭和３０年９月１日労働省令第２２号）別表

第１（第１４条、第１５条、第１８条の８関係）の「障害等級表」のいずれかの身体障がいの状態

であると   医師が診断したものをいい、傷病が治癒したときに残存する障がいをいいます。 

２．前記の施行規則別表の改正等があったときは、他の共済、保険会社の動向を参考にしつつ会の理

事会の議決にもとづきこの表の内容を変更することがあります。 

３．後遺障がい等級別支払割合表 

等級、障がいの状態および支払割合は、下記の表によります。 

等 級 障  害  の  状  態 支払割合 

第１級 

①両眼が失明したもの 

②そしゃく及び言語の機能を廃したもの 

③神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの 

④胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの 

⑤削除 

⑥両上肢をひじ関節以上で失ったもの 

⑦両上肢の用を全廃したもの 

⑧両下肢をひざ関節以上で失ったもの 

⑨両下肢の用を全廃したもの 

１００％ 

第２級 

①１眼が失明し、他眼の視力が０．０２以下になったもの 

②両眼の視力が０．０２以下になったもの 

②-２ 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、随時介護を要するもの 

②-３ 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、随時介護を要するもの 

③両上肢を手関節以上で失ったもの 

④両下肢を足関節以上で失ったもの 

１００％ 

第３級 

①１眼が失明し、他眼の視力が０．０６以下になったもの 

②そしゃく又は言語の機能を廃したもの 

③神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、終身労務に服することができな

いもの 

④胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの 

⑤両手の手指の全部を失ったもの 

９０％ 

第４級 

①両眼の視力が０．０６以下になったもの 

②そしゃく及び言語の機能に著しい障がいを残すもの 

③両耳の聴力を全く失ったもの 

④１上肢をひじ関節以上で失ったもの 

⑤１下肢をひざ関節以上で失ったもの 

⑥両手の手指の全部の用を廃したもの 

⑦両足をリスフラン関節以上で失ったもの 

８０％ 

第５級 

①１眼が失明し、他眼の視力が０．１以下になったもの 

①-２ 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、特に軽易な労務以外の労務

に服することができないもの 

①-３ 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、特に軽易な労務以外の労務に服す

ることができないもの 

②１上肢を手関節以上で失ったもの 

③１下肢を足関節以上で失ったもの 

７０％ 
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等 級 障  害  の  状  態 支払割合 

④１上肢の用を全廃したもの 

⑤１下肢の用を全廃したもの 

⑥両足の足指の全部を失ったもの 

第６級 

①両眼の視力が０．１以下になったもの 

②そしゃく又は言語の機能に著しい障がいを残すもの 

③両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 

③-２ １耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では普

通の話声を解することができない程度になったもの 

④せき柱に著しい変形又は運動障がいを残すもの 

⑤１上肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの 

⑥１下肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの 

⑦１手の５の手指又は母指を含み４の手指を失ったもの 

６０％ 

第７級 

①１眼が失明し、他眼の視力が０．６以下になったもの 

②両耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができ

ない程度になったもの 

②-２ １耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声

を解することができない程度になったもの 

③神経系統の機能又は精神に障がいを残し、軽易な労務以外の労務に服することが

できないもの 

④ 削除 

⑤胸腹部臓器の機能に障がいを残し、軽易な労務以外の労務に服することができな

いもの 

⑥１手の母指を含み３の手指又は母指以外の４の手指を失ったもの 

⑦１手の５の手指又は母指を含み４の手指の用を廃したもの 

⑧１足をリスフラン関節以上で失ったもの 

⑨１上肢に偽関節を残し、著しい運動障がいを残すもの 

⑩１下肢に偽関節を残し、著しい運動障がいを残すもの 

⑪両足の足指の全部の用を廃したもの 

⑫外貌に著しい醜状を残すもの 

⑬両側のこう丸を失ったもの 

５０％ 

第８級 

①１眼が失明し、又は１眼の視力が０．０２以下になったもの 

②せき柱に運動障がいを残すもの 

③１手の母指を含み２の手指又は母指以外の３の手指を失ったもの 

④１手の母指を含み３の手指又は母指以外の４の手指の用を廃したもの 

⑤１下肢を５センチメートル以上短縮したもの 

⑥１上肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの 

⑦１下肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの 

⑧１上肢に偽関節を残すもの 

⑨１下肢に偽関節を残すもの 

⑩１足の足指の全部を失ったもの 

４０％ 

第９級 

①両眼の視力が０．６以下になったもの 

②１眼の視力が０．０６以下になったもの 

③両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 

④両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

⑤鼻を欠損し、その機能に著しい障がいを残すもの 

⑥そしゃく及び言語の機能に障がいを残すもの 

⑥-２ 両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することができない

 

 

３０％ 

 

 

41



 
 

等 級 障  害  の  状  態 支払割合 

程度になったもの 

⑥-３ １耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他

耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度

になったもの 

⑦１耳の聴力を全く失ったもの 

⑦-２ 神経系統の機能又は精神に障がいを残し、服することができる労務が相当な

程度に制限されるもの 

⑦-３ 胸腹部臓器の機能に障がいを残し、服することができる労務が相当な程度に

制限されるもの 

⑧１手の母指又は母指以外の２の手指を失ったもの 

⑨１手の母指を含み２の手指又は母指以外の３の手指の用を廃したもの 

⑩１足の第１の足指を含み２以上の足指を失ったもの 

⑪１足の足指の全部の用を廃したもの 

⑪-２ 外貌に相当程度の醜状を残すもの 

⑫生殖器に著しい障がいを残すもの 

 

 

 

 

 

３０％ 

第10級 

①１眼の視力が０．１以下になったもの 

①-２ 正面視で複視を残すもの 

②そしゃく又は言語の機能に障がいを残すもの 

③１４歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 

③-２ 両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難で

ある程度になったもの 

④１耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 

⑤ 削除 

⑥１手の母指又は母指以外の２の手指の用を廃したもの 

⑦１下肢を３センチメートル以上短縮したもの 

⑧１足の第１の足指又は他の４の足指を失ったもの 

⑨１上肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障がいを残すもの 

⑩１下肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障がいを残すもの 

２０％ 

第11級 

①両眼の眼球に著しい調節機能障がい又は運動障がいを残すもの 

②両眼のまぶたに著しい運動障がいを残すもの 

③１眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 

③-２ １０歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 

③-３ 両耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができない程度

になったもの 

④１耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができ

ない程度になったもの 

⑤せき柱に変形を残すもの 

⑥１手の示指、中指又は環指を失ったもの 

⑦ 削除 

⑧１足の第１の足指を含み２以上の足指の用を廃したもの 

⑨胸腹部臓器に障がいを残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの 

１５％ 

第12級 

①１眼の眼球に著しい調節機能障がい又は運動障がいを残すもの 

②１眼のまぶたに著しい運動障がいを残すもの 

③７歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 

④１耳の耳かくの大部分を欠損したもの 

⑤鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 

⑥１上肢の３大関節中の１関節の機能に障がいを残すもの 

 

１０％ 
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等 級 障  害  の  状  態 支払割合 

⑦１下肢の３大関節中の１関節の機能に障がいを残すもの 

⑧長管骨に変形を残すもの 

⑧-２ １手の小指を失ったもの 

⑨１手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 

⑩１足の第２の足指を失ったもの、第２の足指を含み２の足指を失ったもの又は第

３の足指以下の３の足指を失ったもの 

⑪１足の第１の足指又は他の４の足指の用を廃したもの 

⑫局部にがん固な神経症状を残すもの 

⑬ 削除 

⑭外貌に醜状を残すもの 

 

 

１０％ 

第13級 

①１眼の視力が０．６以下になったもの 

②１眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 

②-２ 正面視以外で複視を残すもの 

③両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 

③-２ ５歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 

③-３ 胸腹部臓器の機能に障がいを残すもの 

④１手の小指の用を廃したもの 

⑤１手の母指の指骨の一部を失ったもの 

⑥ 削除 

⑦ 削除 

⑧１下肢を１センチメートル以上短縮したもの 

⑨１足の第３の足指以下の１又は２の足指を失ったもの 

⑩１足の第２の足指の用を廃したもの、第２の足指を含み２の足指の用を廃したも

の又は第３の足指以下の３の足指の用を廃したもの 

７％ 

第14級 

①１眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 

②３歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 

②-２ １耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができない程度

になったもの 

③上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 

④下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 

⑤削除 

⑥１手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 

⑦１手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 

⑧１足の第３の足指以下の１又は２の足指の用を廃したもの 

⑨局部に神経症状を残すもの 

⑩削除 

４％ 

 

４．備考 

（１）視力の測定は、万国式試視力表によります。１眼ずつ矯正視力について測定します。 

（２）手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったもの

をいいます。 

（３）手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは近位指

節間関節（母指にあたっては指節間関節）に著しい運動障がいを残すものをいいます。 

（４）足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。 
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（５）足指の用を廃したものとは、第１の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節

以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節（第１の足指にあっては指節間関節）

に著しい運動障がいを残すものをいいます。  
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別表第２ 不慮の事故の定義とその範囲 

１．不慮の事故の定義 

  不慮の事故とは表１に定める急激かつ偶然な外因による事故をいいます。ただし、表１をすべて

満たす場合であっても、表２に掲げるものは不慮の事故に該当しません。 

 

（表１） 急激、偶然、外因の定義 

用 語 定 義 

１ 急激 事故から傷害の発生までに時間的間隔がないことをいいます。 

（慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。） 

２ 偶然 事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者（第４章においては扶養者としま

す。以下この表において同じとします。）にとって予見できないことをいいます。

（被共済者の故意にもとづくものは該当しません。） 

３ 外因 事故が被共済者の身体の外部から作用することをいいます。 

（病気や病気に起因するもの等の身体の内部に原因があるものは該当しません。） 

 

（備考） 急激かつ偶然の外因による事故の例 

次のような事故は、表１の（定義にもと

づく）要件をすべて満たす場合は、急激

かつ偶然な外因による事故に該当しま

す。 

次のようなものは、表１の（定義にもとづく）要件のい

ずれかを満たさないため、急激かつ偶然な外因による事

故に該当しません。 

・交通事故 

・不慮の転落、不慮の転倒 

・不慮の窒息 

・不慮の溺水 

・火災 

・公害 

・職業病の原因となったもの 

・病気の症状による入浴中の溺水 

・自殺および自傷行為 

・病気 

 

（表２） 不慮の事故に該当しないもの 

項 目 除外する事故 

１．病気の発症等における

軽微な外因 

病気または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し、また

はその症状が増悪した場合における、その軽微な外因（となった事故） 

２．病気の診断・治療を

目的にしたもの 

病気の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用およ

び処置による有害作用 

３．病気による障がいの

状態にある者の窒息等 

病気による呼吸障がい、嚥下障がいまたは精神神経障がいの状態に

ある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または

窒息 
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４．気象条件による過度

の高温、気圧の変化等お

よび環境的要因による

もの 

次に掲げるもの 

(１)気象条件による過度の高温（熱中症（日射病、熱射病）等の原

因となったもの） 

(２)高圧、低圧および気圧の変化（高山病、航空病、潜水病等の原

因となったもの） 

(３)食糧、水分の不足（飢餓、脱水症等の原因となったもの） 

(４)身体の動揺（乗り物酔いの原因となったもの）、騒音、振動 

５．過度の肉体行使、 

運動 

過度の肉体行使、レクリエーションにその他の活動における過度の運

動 

６．化学物質、薬物の作用、

飲食物の摂取等 

次に掲げるもの 

(１) 接触皮膚炎の原因となった洗剤、油脂およびグリース、溶剤その

他の化学物質の作用 

(２) アレルギー、皮膚炎の原因となった外用薬の作用または薬物接触 

(３) 細菌性食中毒またはアレルギー性、食餌性もしくは中毒性の胃腸

炎もしくは大腸炎 

７．処刑 司法当局の命令により執行されたすべての処刑 

 

２．不慮の事故による傷害とみなす感染症の範囲 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年10月2日法律第114号）」 

第６条第２項、第３項（第２号を除きます。）および第４項に定める感染症は、不慮の事故によ

る傷害とみなします。 
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  短期生命共済事業細則   
 

（通則） 

第１条 全国大学生協共済生活協同組合連合会（以下「この会」といいます。）は、短期生命共済事

業規約（以下「規約」といいます。）第９０条（細則）にもとづき、この細則を規定します。 

 

（契約の型） 

第２条 規約第３条（特約の付帯と契約の型）第２項の「契約の型」は、別表第１「契約の型」のと

おりとします。 

 

（期間の算出） 

第３条 この契約において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみな

します。 

２．この契約において、日、月または年をもって期間をいう場合には、特に規定のある場合を除き、

期間の初日を算入します。 

３．この契約において、月または年をもって期間をいう場合には、期間の満了日は、特に規定のあ

るときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。 

 

（「統一満了日」） 

第４条 規約第４条（共済期間）第２項の「統一満了日」は、３月３１日とします。 

 

（契約者の範囲等） 

第５条 規約第５条（契約者の範囲）または第１１条（契約の申込み）、第１３条（契約申込みの諾

否）もしくは第１８条（契約者の通知義務）における「同一の世帯に属する者」または「同一世

帯の者」とは、社会生活上の単位として住居および生計を共にする者をいい、必ずしも親族であ

ることを要しません。 

２．前項において、勤務、就学、療養等の都合により住居を共にすることができない場合であって

も、生計を共にするときは、「同一の世帯に属する者」または「同一世帯の者」とみなします。 

 

（被共済者の範囲等） 

第６条 規約第６条（被共済者の範囲）、第９条（共済金受取人の代理人）およびこの細則の第５条

（契約者の範囲等）または規約第８条（共済金受取人）における「生計を共にする」または「生

計を共にしていた」とは、日々の消費生活において各人の収入および支出の全部または一部を共

同して計算するものであって、同居であることを要しません。 

２．規約第６条（被共済者の範囲）第１項の「学生」とは、次の各号のいずれかに該当する者とし

ます。 
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（１）「学校教育法（昭和 22 年 3 月 31 日法律第 26 号）」の学校の学生および生徒 

（２）各省庁および地方公共団体の定める大学校の学生 

（３）その他この会が認めた学生および生徒 

 

（留学生の定義） 

第７条 規約第３１条（戦争その他の非常な出来事等の場合の共済金の支払い）第３項の「留学生」

とは、日本国外に在住する外国籍を有する者であって、修学または研究の目的で限定した期間（以

下「留学期間」といいます。）において第６条（被共済者の範囲等）の学生である者をいいます。 

 

（共済金受取人の代理人の取扱い） 

第８条 規約第９条（共済金受取人の代理人）第 1項の「この会が前３号に準ずると認めた者」とは、

契約者の日常生活に密接な関係にある者をいいます。 

２．規約第９条（共済金受取人の代理人）第２項の契約者の「共済金を請求できない事情」または

同条第６項の共済受取人の「共済金を請求できない事情」もしくは指定代理請求人の「共済金等

を請求できない特別な事情」とは、契約者、共済金受取人または指定代理請求人が植物状態、深

昏睡状態、遷延性意識障がい、重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあ

ることをいいます。なお、この会が認めた場合に限ります。 

 

（契約の申込み） 

第９条 規約第１１条（契約の申込み）第１項第８号の事項は、次のとおりとします。 

（１）契約者の生年月日 

（２）被共済者の住所、所属学校名および所属区分 

（３）扶養者の被共済者との続柄 

（４）申込日および共済期間 

（５）告知事項に対する回答 

（６）その他この会が必要と認めた事項 

２．規約第１１条（契約の申込み）、第１８条（契約者の通知義務）、第２１条（契約の継続）、第

３４条（契約の解約）およびこの細則の「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法で消費者生活協同組合法施行規則（昭和 23 年 9 月 30 日

大蔵省、法務庁、厚生省、農林省令第 1号）第５３条（電磁的方法）にもとづくものをいいます。 

 

（告知事項） 

第１０条 規約第１１条（契約の申込み）第２項の新規契約の申込みにあたっての被共済者になる者

の健康状態に関する告知事項は、次の各号のとおりとします。 

（１）被共済者になる者の申込日時点における病気による入院の有無 

（２）被共済者になる者の申込日時点における病気による１年以内の入院（手術も含みます。）
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に関する医師の診断の有無 

２．被共済者になる者が前項の告知事項のいずれかに該当する場合は、この会は、契約申込者また

は被共済者になる者にその病名およびそれらに関する経過について告知を求めることができま

す。 

３．契約者が、規約第２１条（契約の継続）第 1項から第４項により契約の継続、更新または更改

の申込みを行う場合においても、この会は、契約の申込みにあたって、必要に応じて第１項の告

知事項のほか共済金支払事由の発生の可能性に関する重要な事項について告知を求めることが

できます。 

 

（共済証書の記載事項） 

第１１条 規約第１３条（契約申込みの諾否）第３項第１３号の事項は、次のとおりとします。 

  （１）共済掛金の支払方法 

（２）被共済者の生年月日および契約者との続柄 

（３）被共済者の住所、所属学校名および所属区分 

（４）扶養者の被共済者との続柄 

（５）契約日 

（６）共済証書の作成日 

（７）その他この会が必要と認めた事項 

 

（災害時の掛金の払込猶予期間の特例） 

第１２条 契約者は、規約第１４条（初回掛金の払込み）および第２３条（継続掛金の口座振替等）

にかかわらず、災害救助法（昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）が適用される災害の場合で、

この会が特に認めたときは、この会が定める払込猶予期間等に従い払込むことができます。ただ

し、払込猶予期間は 長６ヶ月経過した日の属する月の月末までとします。 

 

（契約による権利義務の承継） 

第１３条 規約第１７条（契約による権利義務の承継）第１項による承継に関し、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、この会は承諾をすることはできません。 

（１）被共済者の同意がない場合 

（２）契約を承継する者と被共済者との関係が規約第６条（被共済者の範囲）第１項に該当しな

い場合 

（３）契約を承継する者が、規約第２１条（契約の継続）第９項第３号に該当する場合  

（４）契約の承継が、規約第 1条（事業目的）その他規約、この会の定款、内部の規則に照らし

て、この会が事業の目的を逸脱するまたは不適当と判断した場合  
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（契約の継続の取扱い） 

第１４条 共済期間の満了日が統一満了日で設定されている契約の被共済者の卒業が３月でない場

合、規約第２１条（契約の継続）第２項第２号の適用においては、卒業継続契約で継続するとの

申し出は卒業後に初めて到来する３月末までに行うことができます。この申し出による契約は、

規約第２１条（契約の継続）第２項第２号の卒業継続契約とみなし、継続日は卒業後に初めて到

来する４月１日とします。 

２．留学期間中に修学または研究から外れた場合で、規約第３１条（戦争その他の非常な出来事等

の場合の共済金の支払い）第３項の中断（以下「中断」といいます。）の期間中に、または就労

（修学または研究に従事しながら行うアルバイトは含みません。）により学生として所属する第

６条（被共済者の範囲）第２項の学校または大学校から離れていた期間中に共済期間が満了する

場合は、規約第２１条（契約の継続）第９項第４号により契約の継続をすることはできません。

ただし、兵役以外の事由で中断した場合で、その中断期間中に共済期間が満了しその中断期間が

終了した後に留学に戻り契約をするときは、規約第２１条（契約の継続）により契約を継続した

ものとみなします。 

 

（継続掛金の口座振替の取扱い） 

第１５条 契約者は、規約第２３条（継続掛金の口座振替等）第 1項により、更改契約以外の契約の

継続掛金（以下この条のこの項から第９項において「継続掛金」といいます。）を口座振替で払

い込む場合は、この会が指定する金融機関等（以下この条において「取扱金融機関等」といいま

す。）に口座を設置し、その口座（以下「指定口座」といいます。）からこの会の口座へ継続掛金

の振替えを行うことを、取扱金融機関等に対して依頼しなければなりません。 

２．契約者は、前項の継続掛金を、規約第２３条（継続掛金の口座振替等）第２項の口座振替日（こ

の会と取扱金融機関等との間で取り決めた日とします。ただし、その日が取扱金融機関等の休日

に該当する場合には、翌営業日を口座振替日とします。以下同じとします。）に指定口座から掛

金相当額をこの会の口座に振り替えることにより払い込むものとし、当該口座振替日に、継続掛

金が払い込まれたものとみなします。 

３．契約者は、前項の口座振替日に継続掛金の振替えができなかった場合には、規約第２３条（継

続掛金の口座振替等）第３項の払込猶予期間内に継続掛金を口座振替により払い込むことができ

ます。この場合、前項の口座振替日に継続掛金が払い込まれたものとみなします。 

４．同一の指定口座から２つ以上の契約（この会の実施する他の共済事業による契約を含みます。

以下この条において同じとします。）の共済掛金を振り替える場合においては、この会は、これ

らの契約の共済掛金を合算した金額を振り替えることができます。このとき、契約者は、この会

に対して、これらの契約のうち一部の契約の共済掛金の振替えを指定できません。 

５．同一の指定口座から共済契約の共済掛金とこの会が実施する共済事業以外の事業に関する代金

等（以下「代金等」といいます。）を振り替える場合においては、この会は、共済掛金と代金等

を合算した金額を振り替えることができます。このとき、契約者は、この会に対して、共済掛金
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または代金等のいずれかの振替えを指定できません。 

６．この会は、口座振替によって払い込む継続掛金について、共済掛金請求書および共済掛金領収

証の発行を省略することができます。 

７．この会は、この会および取扱金融機関等の事情により、将来にむかって口座振替日を変更する

ことができます。この場合、この会は、その旨をあらかじめ契約者に通知します。 

８．この会は、口座振替が完了した場合、共済掛金口座振替完了通知の交付をもって前項の通知に

替えることができます。 

９．契約者は、第２項の口座振替日に継続掛金の振替えができなかった場合または第３項の払込猶

予期間中に継続掛金の振替えができなかった場合、この会が認めたときは、第３項から第５項に

かかわらず、継続掛金を第３項の払込猶予期間内に直接この会に払い込むことまたはこの会が指

定する払込票で払い込むことができます。この口座振替以外の方法で継続掛金を払い込んだ場合、

第２項の口座振替日に継続掛金が払い込まれたものとみなします。 

１０．第４項または第５項の口座振替の場合で前項により口座振替以外の払込みをするときは、そ

の口座振替額を払い込むことができます。このとき、契約者はこの会に対して、共済契約の共済

掛金または一部の契約の共済掛金、代金等のいずれかの振替えを指定できません。 

１１．契約者は、規約第２３条（継続掛金の口座振替等）第４項により、口座振替依頼書が提出さ

れておりこの会が指定する金融機関を通じての口座振替が可能な場合でこの会が認めたときは、

更改契約の継続掛金を口座振替により更改日の前月の口座振替日までに払い込むことができま

す。ただし、更改契約の手続きが更改日の前月の月初から更改日の前日までに行われた場合は、

継続掛金を更改日の翌月の口座振替日までに払い込むことができます。 

１２．前項の場合、第１項から第１０項を準用します。なお、払込猶予期間は口座振替日の翌日か

ら３ヶ月間とし、前項ただし書の適用がある場合は、前項ただし書の口座振替日の翌日から２ヶ

月間とします。ただし、共済期間を限度とします。 

 

（初回掛金および継続掛金の口座振替以外の方法による払込み） 

第１６条 規約第２３条（継続掛金の口座振替等）第４項により、金融機関の事情により口座振替が

できない場合等この会が認めたときは、契約者は、更改契約以外の契約の継続掛金を継続日また

は更新日の前日までに、直接この会に払い込むことができます。この場合の払込猶予期間は、継

続日または更新日から３ヶ月間とし、この期間内に払い込まれた場合はこれらの日の前日に払い

込まれたものとみなします。 

２．規約第２３条（継続掛金の口座振替等）第４項により、口座振替依頼書が提出されず更改契約

以外の契約の継続掛金を口座振替できない場合は、契約者は、口座振替以外の方法でこの継続掛

金を継続日または更新日の前日までに、この会に払い込まなければなりません。この場合の払込

猶予期間は、継続日または更新日から１ヶ月間とし、この期間内に払い込まれた場合はこれらの

日の前日に払い込まれたものとみなします。 

３．初回掛金または継続掛金（以下本条で「掛金」といいます。）の払込みについて、この会が認
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めた場合は、コンビニエンスストア等の決済サービスを利用する払込み（以下「コンビニ払い等」

といいます。）をすることができます。このコンビニ払い等で掛金を払い込んだ場合は、コンビ

ニエンスストア等に掛金を払い込んだ日を払込日とみなします。 

４．掛金の払込みについて、この会が認めた場合は、クレジットカード払特則条項にもとづき、指

定するクレジットカード発行会社（以下「カード会社」といいます。）を通じた、当該カード会

社の発行するクレジットカードによる払込み（以下「クレジットカード払い」といいます。）を

することができます。このクレジットカード払いで掛金を払い込んだ場合は、カード会社がクレ

ジットカードによる支払を承諾した日を払込日とみなします。 

 

（継続された契約の共済金支払いの取扱い） 

第１７条 この会は、規約第２１条（契約の継続）により契約が継続された場合、継続前の契約と同

種の共済金で同額範囲内の共済金については、初めて当該金額によって締結された契約の申込日

から起算して共済金の請求を審査し、それ以外については、更新契約または更改契約の申込日か

ら起算して共済金の請求を審査のうえ支払います。 

 

（共済金請求に必要な提出書類） 

第１８条 規約第２５条（共済金の請求）の添付書類は、別表第２「共済金請求に必要な提出書類」

のとおりとします。 

 

（共済金の支払方法） 

第１９条 規約第９条（共済金受取人の代理人）第２項および第６項の「この会が指定する場所」な

らびに規約第２６条（共済金の支払い）第１項の「この会の指定する場所」は、この会の事務所

とします。 

２．規約第９条（共済金受取人の代理人）第２項または第６項の代理人（以下本条と次条において

「代理人」といいます。）が共済金を請求する場合、代理人は、共済金受取人名義の金融機関等

の口座を共済金受取口座として指定するものとします。ただし、規約第９条第１項第１号から第

３号の指定代理請求人が共済金を請求する場合で、この会が特に認めたときは、指定代理請求人

名義の金融機関等の口座を指定できます。 

 

（代理人の共済金等の請求の決定通知） 

第２０条 規約第９条（共済金受取人の代理人）第２項および第６項により、代理人から共済金の請

求があった場合には、共済金の支払いの有無にかかわらず、当該請求に関するこの会からの決定

は、代理人に通知します。 

 

（「医師」他の定義） 

第２１条 規約第２６条（共済金の支払い）、第４３条（死亡保障共済金）、第４７条（病気重度後遺
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障がい保障共済金）、第４８条（事故後遺障がい保障共済金）、第５３条（病気入院保障共済金）、

第５７条（事故入院保障共済金）、第６１条（手術保障共済金）、第６５条（事故通院保障共済金）、

第７３条（特定傷害固定具保障共済金）、第８２条（扶養者事故重度後遺障がい学業継続支援特

約共済金）および第８３条（扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金）ならびにこの細則

の第１０条（告知事項）、第３４条（「入院」および「通院」の定義）、第４１条（「医学的他覚所

見」の定義）および別表第２「共済金請求に必要な提出書類）における「医師」とは、「医師法

（昭和 23 年 7 月 30 日法律第 201 号）」の「医師」または「歯科医師法（昭和 23 年 7 月 30 日法

律第 202 号）」の「歯科医師」とします。 

２．第３４条（「入院」および「通院」の定義）、第３６条（「病院」および「診療所」の定義）お

よび別表第２「共済金請求に必要な提出書類」における「柔道整復師」とは、「柔道整復師法（昭

和 45 年 4 月 14 日法律第 19 号）」の「柔道整復師」とします。 

３．第３４条（「入院」および「通院」の定義）、第３６条（「病院」および「診療所」の定義））お

よび別表第２「共済金請求に必要な提出書類」における「鍼灸師等」とは「あん摩マツサージ指

圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和 22 年 12 月 20 日法律第 217 号）」の「あん摩マツ

サージ指圧師、はり師またはきゆう師」とします。 

 

（生死不明の状態） 

第２２条 規約第２７条（生死不明の場合の共済金の支払い）第１項の「保障の対象となる者の生死

が不明な場合において、この会が死亡したものと認めたとき」とは、次の各号に該当するときと

します。 

（１）当該者が失踪宣告を受けたとき 

（２）当該者が航空機もしくは船舶の事故またはその他の危難（以下「危難」といいます。）に

遭い、その生死が、危難の去った後、次の期間を経過してもわからないとき。ただし、次の

それぞれの期間が経過する前であっても、この会が当該者が死亡したものと認めたときは、

当該共済金を支払うことができます。 

① 航空機の事故の場合    ３０日間 

② 船舶の事故の場合     ３ヶ月間 

③ ①および②以外の危難の場合 １年間 

２．前項により、共済金受取人が死亡保障共済金を受取る場合には、当該共済金受取人は、この会

に対して規約第２７条（生死不明の場合の共済金の支払い）第２項の規定に同意する念書を提出

しなければなりません。 

 

（無効に伴う共済掛金の返還等） 

第２３条 規約第３２条（契約の無効）第２項のこの会が返還する共済掛金の額は、無効に該当する

初の契約から無効が判明した時までに払い込まれた共済掛金の額とします。ただし、返還する

共済掛金の額は、無効が判明した時からさかのぼって３年間に払い込まれた共済掛金の額を限度
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とします。 

２．規約第３２条（契約の無効）第１項第２号により無効となる場合、契約者は、入学辞退する等

理由を記載した書類を提出しなければなりません。 

 

（「その他反社会的勢力」の定義） 

第２４条 規約第２１条（契約の継続）および第３６条（重大事由による契約の解除）における「そ

の他反社会的勢力」とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または

個人をいい、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団を含みます。 

 

（重大事由による共済契約の解除） 

第２５条 規約第３６条（重大事由による契約の解除）第 1項第５号の「存続を不適当と判断した場

合」とは、次の場合とします。 

（１）契約者、被共済者または共済金受取人が、過去に共済金または保険金（共済または保険の種

目を問いません。以下同じとします。）を取得する目的で共済金支払事由または保険事故を発

生させる行為を行った場合 

（２）契約者、被共済者または共済金受取人が、過去に共済金または保険金の請求行為について詐

欺行為を行った場合 

（３）その他、規約第３６条第１項および前２項の事由と同等の重大な事由があり、この会が実施

する事業目的等に照らし、著しく妥当性を欠くと認めた場合 

 

（掛金および解約等返戻金の端数処理） 

第２６条 規約第４条（共済期間）および第４０条（契約の解約・解除等の返戻金）の掛金および解

約等返戻金の算出において、１０円未満の端数が生じた場合は、１円単位を四捨五入し算出しま

す。 

 

（死亡保障共済金額の適用） 

第２７条 規約第４３条（死亡保障共済金）第１項第 1号または第３号に関する共済証書記載の死亡

保障共済金額は、死亡または自殺した時の契約の共済金額とします。 

２．前項にかかわらず、発病後に共済金額を増額する申込みがなされ、当該契約発効後にその病気

を原因として死亡した場合には、規約第４３条（死亡保障共済金）第１項第１号に関する共済証

書記載の死亡保障共済金額は、更新または更改前の契約の共済金額とします。ただし、更新また

は更改の契約の申込日から１年を経過した日以後に死亡した場合は、更新または更改の契約の共

済金額とします。 

３．第 1項にかかわらず、自殺を図った後死に至る前に共済金額を増額する申込みがなされ、当該

契約発効後に死亡した場合には、規約第４３条（死亡保障共済金）第１項第３号に関する共済証

書記載の死亡保障共済金額は、更新または更改前の契約の共済金額とします。ただし、更新また

54



 
 

は更改の契約の申込日から１年を経過した日以後に死亡した場合は、更新または更改の契約の共

済金額とします。 

４．規約第４３条（死亡保障共済金）第１項第２号に関する共済証書記載の死亡保障共済金額は、

不慮の事故により傷害が生じた時の契約の共済金額とします。 

 

（「犯罪行為」の定義） 

第２８条 規約第４４条（死亡保障共済金を支払わない場合）、第５０条（後遺障がい保障共済金を

支払わない場合）、第５４条（病気入院保障共済金を支払わない場合）、第５８条（事故入院保障

共済金を支払わない場合）、第７８条（父母扶養者死亡特約共済金を支払わない場合）および第

８５条（学業継続支援特約共済金を支払わない場合）における「犯罪行為」とは、刑法（明治 40

年 4 月 24 日法律第 45 号）の故意犯であることが、裁判により確定したものをいいます。 

 

（「私闘」の定義） 

第２９条 規約第４４条（死亡保障共済金を支払わない場合）、第５０条（後遺障がい保障共済金を

支払わない場合）、第５８条（事故入院保障共済金を支払わない場合）および第８５条（学業継

続支援特約共済金を支払わない場合）における「私闘」には、刑法（明治 40 年 4 月 24 日法律第

45 号）第３６条第１項で定める正当防衛は含まれないものとします。 

 

（後遺障がいの取扱い） 

第３０条 規約別表第１「後遺障がい等級別支払割合表」の「後遺障がい」とは、身体に残存する器

質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態を

いいます。また、この「後遺障がい」には、不慮の事故を直接の原因とする非器質性精神状態を

含みます。 

 

（病気重度後遺障がいと事故後遺障がいが重複した場合の共済金の支払い） 

第３１条 規約第４７条（病気重度後遺障がい保障共済金）第１項および第４８条（事故後遺障がい

保障共済金）第１項において、異なる事由により後遺障がいとなった場合は、それぞれの事由ご

とに共済金を支払います。 

 

（後遺障がい保障共済金額の適用） 

第３２条 規約第４７条（病気重度後遺障がい保障共済金）第１項の共済証書記載の後遺障がい保障

共済金額は、病気を原因として重度後遺障がいとなった時の契約の共済金額とします。 

２．前項にかかわらず、発病後に共済金額を増額する申込みがなされ、当該契約発効後にその病気

を原因として重度後遺障がいとなった場合には、規約第４７条（病気重度後遺障がい保障共済金）

第１項の共済証書記載の後遺障がい保障共済金額は、更新または更改前の契約の共済金額としま

す。ただし、更新または更改の契約の申込日から１年を経過した日以後に重度後遺障がいとなっ
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た場合は、更新または更改の契約の共済金額とします。 

３．規約第４８条（事故後遺障がい保障共済金）第１項の共済証書記載の後遺障がい保障共済金額

は、不慮の事故により傷害が生じた時の契約の共済金額とします。 

４．規約第４９条（学業復帰支援臨時費用保障共済金）第１項の共済証書記載の学業復帰支援臨時

費用保障共済金額は、復学し学業を継続した時の契約の共済金額とします。 

５．前項にかかわらず、発病後または不慮の事故による傷害発生後共済金額を増額する申込みがな

され、当該契約発効後に復学し学業を継続した場合には、次の契約の共済金額とします。 

（１）病気が原因となった場合は、更新または更改前の契約とします。ただし、更新または更改

の契約の申込日から１年を経過した日以後に復学し学業を継続した場合は、更新または更改

の契約とします。 

（２）不慮の事故による傷害が原因となった場合は、不慮の事故による傷害が生じた時の契約と

します。 

６．規約第４９条（学業復帰支援臨時費用保障共済金）第 1項の「復学」には、在学する第６条（被

共済者の範囲等）の学校または大学校を退学しその後当該または新たな学校または大学校に入学

する場合を含みません。 

７．規約第４９条（学業復帰支援臨時費用保障共済金）を基本契約から外して契約（継続した同条

を外した契約を含みます。以下この項においては「前契約」といいます。）をした場合で、前契

約の共済期間満了後に同条を含めて新たな契約をしたときは、その新たな契約（継続した同条を

含めた契約を含みます。以下この項において同じとします。）の規約第４９条第１項の適用にお

いては、前契約で支払う規約第４７条（病気重度後遺障がい保障共済金）または第４８条（事故

後遺障がい保障共済金）による重度後遺障がいに関する共済金の支払は、規約第４９条第１項第

１号または第２号の共済金を支払う場合とはみなしません。なお、規約第４９条第１項第１号ま

たは第２号の共済金を支払う契約から復学した時の契約まで同条を含めた契約が継続されるこ

とを要します。 

 

（病気入院保障共済金額および事故入院保障共済金額の適用） 

第３３条 規約第５３条（病気入院保障共済金）第１項の共済証書記載の病気入院保障共済金額は、

入院開始時の契約の共済金額とします。 

２．前項にかかわらず、次の各号の事由発生後に共済金額を増額する申込みがなされ、当該契約発

効後にその事由を原因とする入院を開始した場合には、規約第５３条（病気入院保障共済金）第

１項の共済証書記載の病気入院保障共済金額は、更新または更改前の契約の共済金額とします。

ただし、その事由が第１号の場合は更新または更改の契約の申込日から１年を経過した日以後に、

その事由が第２号または第３号の場合は更新または更改の契約の共済期間開始日から1年を経過

した日以後に、入院を開始したときは、更新または更改の契約の共済金額とします。 

（１）病気 

（２）不慮の事故による傷害 
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（３）不慮の事故以外の外因による傷害 

３．規約第５７条（事故入院保障共済金）第１項の共済証書記載の事故入院保障共済金額は、不慮

の事故により傷害が生じた時の契約の共済金額とします。 

４．第 1項および前項にかかわらず、規約第５３条（病気入院保障共済金）第１項または第５７条

（事故入院保障共済金）第 1項の入院の期間中に共済金額を減額する契約が発効した場合につい

ては、その発効日以降の入院期間に適用する共済証書記載の病気入院保障共済金額または事故入

院保障共済金額は、減額となった契約の共済金額とします。 

 

（「入院」および「通院」の定義） 

第３４条 規約第２条(事業)、第５３条（病気入院保障共済金）、第５４条（病気入院保障共済金を

支払わない場合）、第５７条（事故入院保障共済金）、第５８条（事故入院保障共済金を支払わな

い場合）、第６１条（手術保障共済金）、第６５条（事故通院保障共済金）および第７３条（特定

傷害固定具保障共済金）ならびにこの細則の第１０条（告知事項）、第３３条（病気入院保障共

済金額および事故入院保障共済金額の適用）、第３６条（「病院」および「診療所」の定義）およ

び別表第２「共済金請求に必要な提出書類」における「入院」とは、医師による治療が必要であ

り、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治

療に専念することをいいます。 

２．規約第２条(事業)、第６１条（手術保障共済金）、第６５条（事故通院保障共済金）、第６９条

（こころの早期対応保障共済金）および第７３条（特定傷害固定具保障共済金）ならびにこの細

則の第３６条（「病院」および「診療所」の定義）、第４４条（事故通院保障共済金額の適用）お

よび別表第２「共済金請求に必要な提出書類」における「通院」とは、医師による治療が必要で

あるため、病院もしくは診療所に通うことまたは往診により、医師の治療を受けることをいいま

す。 

３．前２項にかかわらず、規約第５７条（事故入院保障共済金）、第６５条（事故通院保障共済金）

および第７３条（特定傷害固定具保障共済金）については、骨折、脱臼、打撲および捻挫の場合

に限り、柔道整復師による施術を医師の治療に準ずるものとし、次の各号の通りとします。 

（１）第１項については、施術に関する医師の同意がある場合に限り、「医師」を「柔道整復師」

と読み替えます 

（２）第２項については、「医師」を「柔道整復師」と読み替えます。 

４．第２項にかかわらず、規約第６５条（事故通院保障共済金）および第７３条（特定傷害固定具

保障共済金）については、医師により医療上の必要性を認められ事前に指示された場合に限り、

鍼灸師等による施術を医師の治療に準ずるものとし、「医師」を「鍼灸師等」と読み替えます。 

 

（「公的医療保険制度」の定義） 

第３５条 規約第２条（事業）、第５３条（病気入院保障共済金）、第５７条（事故入院保障共済金）、

第６１条（手術保障共済金）、第６５条（事故通院保障共済金）第６９条（こころの早期対応保
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障共済金）および第７３条（特定傷害固定具保障共済金）における「公的医療保険制度」とは、

次のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。ただし、この会が特に認めた場合はこ

の限りではありません。 

（１）健康保険法（大正 11 年 4 月 22 日法律第 70 号） 

（２）国民健康保険法（昭和 33 年 12 月 27 日法律第 192 号） 

（３）国家公務員共済組合法（昭和 33 年 5 月 1日法律第 128 号） 

（４）地方公務員等共済組合法（昭和 37 年 9 月 8日法律 152 号） 

（５）私立学校教職員共済法（昭和 28 年 8 月 21 日法律第 245 号） 

（６）船員組合法（昭和 22 年 9 月 1日法律第 100 号） 

（７）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年 8 月 17 日法律第 80 号）） 

 

（「病院」および「診療所」の定義） 

第３６条 規約第２６条（共済金の支払い）、第５３条（病気入院保障共済金）、第５７条（事故入院

保障共済金）、第６１条（手術保障共済金）、第６５条（事故通院保障共済金）、第６９条（ここ

ろの早期対応保障共済金）および第７３条（特定傷害固定具保障共済金）ならびにこの細則の第

３４条（「入院」および「通院」の定義）および別表第２「共済金請求に必要な提出書類」にお

ける「病院」および「診療所」とは、それぞれ医療法（昭和 23 年 7 月 30 日法律第 205 号）に定

める病院および患者の収容施設をもつ診療所とします。ただし、通院または手術に関しては、患

者を入院させるための施設を有しないものを含みます。 

２．第３４条（「入院」および「通院」の定義）第３項または第４項に該当する場合には、柔道整

復師および鍼灸師等の施術所は、「病院」または「診療所」に準ずるものとします。 

３．日本国外にある医療施設は、第１項の場合と同等とこの会が認めた場合には、「病院」または

「診療所」に準ずるものとします。 

 

（「法令に定める資格を有さない運転等」） 

第３７条 規約第４４条（死亡保障共済金を支払わない場合）、第５０条（後遺障がい保障共済金を

支払わない場合）および第５８条（事故入院保障共済金を支払わない場合）における「法令に定

める資格を有さない運転等」とは、自動車・原動機付自転車、船舶、飛行機ほかその乗用具を運

転・操縦するにあたって、法令に定める資格を取得・保有する必要のある乗用具の運転、操縦を

いいます。 

 

（「薬物依存」の定義） 

第３８条 規約第４４条（死亡保障共済金を支払わない場合）、第５０条（後遺障がい保障共済金を

支払わない場合）および第５８条（事故入院保障共済金を支払わない場合）における「薬物依存」

とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要ＩＣＤ－１０（2003

年版）」の分類（Ｆ１１からＦ１９）によります。 
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（「 高速度違反」の取扱い） 

第３９条 規約第４４条（死亡保障共済金を支払わない場合）、第５０条（後遺障がい保障共済金を

支払わない場合）および第５８条（事故入院保障共済金を支払わない場合）における「 高速度

違反」とは、３０ｋｍ／ｈ以上の速度超過とします。 

 

（「運転中の信号無視」の取扱い） 

第４０条 規約第４４条（死亡保障共済金を支払わない場合）、第５０条（後遺障がい保障共済金を

支払わない場合）および第５８条（事故入院保障共済金を支払わない場合）における「運転中の

信号無視」とは、赤信号無視またはこれと同程度の場合とします。 

 

（「医学的他覚所見」の定義） 

第４１条 規約第５４条（病気入院保障共済金を支払わない場合）および第５８条（事故入院保障共

済金を支払わない場合）における「医学的他覚所見」とは、患者自身の自覚（疼痛等）にかかわ

らず、医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるものをいい、この

会が認めたものとします。 

（手術の取扱い） 

第４２条 規約第６１条（手術保障共済金）第１項の「治療を直接の目的」とする手術とは、傷病の

治療のための手術をいい、「美容整形上の手術」、「疾病を直接の原因としない不妊手術」、「視力

矯正のための手術」、「診断・検査のための手術」などは、「治療を直接の目的」とする手術には

該当しません。 

２．規約第６１条（手術保障共済金）および第６９条（こころの早期対応保障共済金）の「医科診

療報酬点数表」とは、手術等の診療行為を受けた時点において、厚生労働省告示で規定されてい

る医科診療報酬点数表をいいます。 

３．規約第６１条（手術保障共済金）の「歯科診療報酬点数表」とは、手術等の診療行為を受けた

時点において、厚生労働省告示で規定されている歯科診療報酬点数表をいいます。 

４．規約第６１条（手術保障共済金）第２項第２号の場合、その一連の照射が行われた 初の日を

手術を受けた日とみなし同条第 1項を適用します。 

５．規約第６１条（手術保障共済金）第５項の場合、1 回の手術とみなされる複数の手術のうちの

初の手術が行われた日を手術を受けた日とみなし同条第 1項を適用します。 

 

（手術保障共済金額の適用） 

第４３条 規約第６１条（手術保障共済金）第１項の共済証書記載の手術保障共済金額は、手術を受

けた時の契約の共済金額とします。 ただし、規約第６１条第７項により共済期間中の手術とみ

なされる手術の場合は、規約第５３条（病気入院保障共済金）第１２項の満了した共済期間にか

かる契約の共済金額とします。 
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２．前項にかかわらず、次の各号の事由発生後に共済金額を増額する申込みがなされ、当該契約発

効後にその事由の治療を直接の目的とする手術を受けた場合には、規約第６１条（手術保障共済

金）第１項第１号に関する共済証書記載の手術保障共済金額は、更新または更改前の契約の共済

金額とします。ただし、その事由が第１号の場合は更新または更改の契約の申込日から１年を経

過した日以後に、その事由が第２号または第３号の場合は更新または更改後の契約の共済期間開

始日から 1年を経過した日以後にその手術を受けた場合は、更新または更改の契約の共済金額と

します。 

（１）病気 

（２）不慮の事故による傷害 

（３）不慮の事故以外の外因による傷害 

３．第１項にかかわらず、規約第６１条（手術保障共済金）第１項第２号または第３号に関する共

済金額については、不慮の事故により傷害が生じた後に共済金額を増額する申込みがなされ、当

該契約発効後にその傷害の治療を直接の目的とする手術を受けた場合には、同条第１項第２号お

よび第３号に関する共済証書記載の手術保障共済金額は、不慮の事故により傷害が生じた時の契

約の共済金額とします。 

 

（事故通院保障共済金額の適用） 

第４４条 規約第６５条（事故通院保障共済金）第１項の共済証書記載の事故通院保障共済金額は、

不慮の事故により傷害が生じた時の契約の共済金額とします。 

２．前項にかかわらず、規約第６５条（事故通院保障共済金）第１項の通院の期間中に共済金額を

減額する契約が発効した場合については、その発効日以降の通院期間における事故通院保障共済

金額は、減額となった契約の共済金額とします。 

 

（こころの早期対応保障共済金額の適用等） 

第４５条 規約第６９条（こころの早期対応保障共済金）第１項の共済証書記載のこころの早期対応

保障共済金額は、初めて精神疾患の診療を受けた時の契約の共済金額とします。 

２．規約第７０条（こころの早期対応保障共済金を支払わない場合）により準用する規約第５４条

（病気入院保障共済金を支払わない場合）の規定は、同条第 1項とします。 

 

（特定傷害固定具保障共済金額の適用） 

第４６条 規約第７３条（特定傷害固定具保障共済金）第１項の共済証書記載の特定傷害固定具保障

共済金額は、不慮の事故により同条第１項第１号の傷害が生じた時の契約の共済金額とします。 

 

（父母扶養者死亡特約共済金額、学業継続支援特約共済金額の適用） 

第４７条 規約第７７条（父母扶養者死亡特約共済金）および第８３条（扶養者病気死亡・自殺学業

継続支援特約共済金）の各共済証書記載の共済金額は、それぞれ死亡または自殺した時の契約の
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共済金額とします。 

２．前項にかかわらず、発病後に共済金額を増額する申込みがなされ、当該契約発効後にその病気

を原因として死亡した場合には、規約第８３条（扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金）

における共済証書記載の共済金額は、更新または更改前の契約の共済金額とします。ただし、更

新または更改の契約の申込日から１年を経過した後に死亡した場合は、更新または更改の契約の

共済金額とします。 

３．第 1項にかかわらず、自殺を図った後死に至る前に共済金額を増額する申込みがなされ、当該

契約発効後に死亡した場合には、規約第８３条（扶養者病気死亡・自殺学業継続支援特約共済金）

の共済証書記載の共済金額は、更新または更改前の契約の共済金額とします。ただし、更新また

は更改の契約の申込日から１年を経過した日以後に死亡した場合は、更新または更改の契約の共

済金額とします。 

４．規約第８１条（扶養者事故死亡学業継続支援特約共済金）および第８２条（扶養者事故重度後

遺障がい学業継続支援特約共済金）の各共済証書記載の共済金額は、不慮の事故により傷害が生

じた時の契約の共済金額とします。 

５．新規契約の申込日以前に発病した病気に、この申込日後に発病した病気が加わったことにより

扶養者が共済期間中に死亡した場合で、この申込日以前に発病した病気がその死亡に与える影響

が軽微であるとき（この申込日以前に発病した病気のみでは、医学的には死亡を生じさせるよう

な原因には通常はならないと判断される場合をいいます。）は、規約第８３条（扶養者病気死亡・

自殺学業継続支援特約共済金）第１項の適用において、申込日後に発生した病気を原因とする死

亡とみなします。 

（異議申立てに関する審査委員会の組織） 

第４８条 規約第８７条（異議申立ておよび審査委員会）の審査委員会の委員および運営は、異議申

立ておよび審査委員会規則に規定するとおりとします。 

２．審査委員会の裁定結果について、契約関係者より異議が出された場合、第三者の中立的裁定を

共済相談所（日本共済協会）の「紛争解決支援業務」を紹介します。 

 

（適用時期） 

第４９条 規約第２８条（時効）の規定は、２０１０年４月１日以降発生した事由に適用します。 

 

（改廃） 

第５０条 この細則の変更および廃止は、理事会の承認をもって行います。 
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付則 

（２０１０年８月３０日制定） 

（施行期日） 

１．この細則は２０１０年（平成２２年）１０月１日から適用します。なお、適用日以前に成立した

共済契約についても同様とします。 

 

付則 

（２０１４年（平成２６年）７月１１日細則一部改正） 

（施行期日） 

１．この細則の一部改正（２０１４年（平成２６年）７月１１日理事会）は２０１４年（平成２６年）

７月２８日から施行し、２０１５年（平成２７年）４月１日以降に発効する共済契約に適用しま

す。なお、２０１５年（平成２７年）４月１日より前までに発効した共済契約については、その

共済期間の満了にいたるまで従前の例によります。 

 

付則 

（２０１５年（平成２７年）９月１１日細則一部改正） 

（施行期日） 

１．この細則の一部改正（２０１５年（平成２７年）９月１１日理事会）は、２０１６年（平成２

８年）１月１日から適用します。なお、適用日以前に成立した共済契約についても同様とします。 

 

付則 

（２０１６年（平成２８年）７月８日細則一部改正） 

（施行期日） 

１．この細則の一部改正（２０１６年（平成２８年）７月８日理事会）は２０１６年（平成２８年）

７月２１日から施行し、２０１７年（平成２９年）４月１日以降に発効する共済契約に適用しま

す。なお、２０１７年（平成２９年）４月１日より前までに発効した共済契約については、その

共済期間の満了にいたるまで従前の例によります。 

 

付則 

（２０１８年（平成３０年）７月１３日細則一部改正） 

（施行期日） 

１．この細則の一部改正（２０１８年（平成３０年）７月１３日理事会の決議）は２０１８年（平

成３０年）７月１３日から施行し（以下「新細則」といいます。）、２０１９年（平成３１年）４

月１日以降に発効する共済契約に適用します。なお、２０１９年（平成３１年）４月１日より前

までに発効した共済契約（以下「現行契約」といいます。）については、その共済期間の満了に

いたるまで従前の例によります。 
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２．２０１８年（平成３０年）５月２９日に厚生労働大臣に一部改正の認可を受けた規約（以下「新

規約」といいます。）附則第２項により、２０１９年（平成３０年）３月３１日以前に発効する

契約に適用される規約（以下「旧規約」といいます。）第２１条（契約の継続）により現行契約

を継続した場合に限り、継続した契約に旧規約と２０１９年（平成３１年）３月３１日以前に発

効する契約に適用される細則（その細則の第５条（被共済者の範囲）第 3 項を含みません。以下

「旧細則」といいます。）を適用します。 

３．旧規約の適用を受ける契約から新規約の適用を受ける契約に移行する契約（以下「移行契約」

といいます。）のうち、新規約附則第３項第２号の契約（以下「更改移行契約」といいます。）

に新規約附則第５項を適用する場合、新規約第２１条（契約の継続）第３項の更新契約に適用さ

れる新規約第２３条（継続掛金の口座振替等）の規定を適用します。この場合、この細則の第１

５条（継続掛金の口座振替の取扱い）第１１項および第１２項は適用されません。 

４．新規約附則第６項の「月中」とは、月の初日の翌日から月末までをいいます。 

５．２０１９年４月１日に発効する移行契約には、第２７条（死亡保障共済金額の適用）第２項お

よび第３項、第３２条（後遺障がい保障共済金額の適用）第２項、第３３条（病気入院保障共済

金額および事故入院保障共済金額の適用）第２項ならびに第４３条（手術保障共済金額の適用）

第２項は適用しません。 
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別表第２

１．共済金

＊１）上

この

＊２）上

復学
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２．規約第

れかが共
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  （１）
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の会 所定の様式
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の届出をして

校が発行する

を証明する書

第９条（共済

共済金を請求

求人が請求す

第８条（共

書類（診断書

求に必要な

たって提出する

ち、「診断書（後

式によるもので

「復学の届出

いない場合は

これらの書類

類を含みます

済金受取人の代

求する場合は、

する場合は、第

共済金受取人の

書等） 

な提出書類）

る書類は、こ

後遺障がい）」、

で、これらの診

」には、これ

、「授業料納付

が提出された

。 

代理人）第１

、上記書類に

第 1 号から第

の代理人の取

 

この会が定め

、「診断書（入

診断書または申

れと同趣旨の被

付書控」および

たことまたはこ

１項の指定代

に加えて次の

第３号の書類

取扱い）第２

る共済金請求

入院・手術・治

申告書の原本の

被共済者が在籍

び「復学に関す

の保障の共済

理請求人およ

書類を提出し

の提出で足り

項の「共済金

求書類と次の

治療等）」および

の提出が必要で

籍する学校への

する申告書」と

済金請求時に当

よび同条第６

しなければな

りるものとし

金を請求でき

の書類とします

び各種申告書

です。 

の提出書類を含

とします。また

当該学校に在学

６項の代理請求

なりません。

します。 

きない事情」

す。 

 
については、

含みます。 

た、在籍す 

学している 

求人のいず

なお、指定

を示す 
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  （２）共済金受取人に成年後見人等が登記されていないことの証明書 

  （３）共済金受取人と指定代理請求人または代理請求人との続柄等が確認できる書類（住民票等） 

  （４）規約第９条（共済金受取人の代理人）第６項の「指定代理請求人に共済金等を請求できない 

特別な事情」を示す書類（診断書等） 

  （５）代理請求人の印鑑証明書 

  （６）この会の所定の念書 

３．第３４条（「入院」および「通院」の定義）第３項に該当する場合には、共済金の種類ごとに、次のと

おりとします。 

  （１）事故入院保障共済金を請求する場合には、柔道整復師の施術証明書および施術に関する医師の

同意書をもって、診断書（入院・手術・治療等証明書）に代えることができます。 

  （２）事故通院保障共済金または特定傷害固定具保障共済金を請求する場合には、柔道整復師の施術

証明書をもって、診断書（入院・手術・治療等証明書）に代えることができます。 

４．事故通院保障共済金を請求する場合で、第３４条（「入院」および「通院」の定義）第４項に該当する

ときには、鍼灸師等の施術証明書および施術に関する医師の指示書をもって、「診断書（入院・手術・

治療等証明書）」に代えることができます。 

５．被共済者が自動車、原動機付自転車を運転している時に発生した事故に関して、死亡保障共済金、事

故後遺障がい保障共済 金、事故入院保障共済金、手術保障共済金、事故通院保障共済金または特定傷

害固定具保障共済金を請求する場合は、第 1 項に規定する書類に加えて、被共済者の当該運転の自動車

または原動機付自転車についての運転免許証（写し）の提出が必要となります。 

６．第１項の「不慮の事故であることを証明する書類」とは、次のとおりとします。 

  （１）交通事故によって傷害を受けた場合は、自動車安全運転センター各都道府県事務所またはこれ

に代わるべき第三者の発行する証明書 

  （2）その他前号に準ずる不慮の事故を証明する書類 

７．この会は、前６項にかかわらず、書類の一部の省略を認め、または所定以外の書類の提出を求める場

合があります。 
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