かしこい家計で楽しいくらしを応援する情報誌

2018年

2月2 回号

次回『びぃあらいぶ』は 3月2 回

組合員だから手に入るわが子の「お守り」

《たすけあい》ジュニア20コース
走り回って転んだり、遊んでいて物にぶつかったり、季節の変わり目に体調を崩したり… 子どもはケガや病気が意外と多いものです。
そんなときの金 銭的な助けとなるのがCO・OP共済の《たすけあい》ジュニア20コース。
今回はパルシステムの共済推進担当に、ジュニア20コースについてくわしく説明してもらいました。

こんにちは！

こ

んにちは、パルシステム東京の世田谷

1,000 円からと、家計にやさしい設計。ケガや

センター・共済担当の小林です。

病気の心配の絶えない子どもの「お守り」代わ

組合員へ共済について説明したり、疑

りとして多くの組合員に選ばれています。

問にお答えしたりしています。

僕自身も、子どものころ左ひじを骨折し、1

そもそも、CO・OP 共済《たすけあい》という

週間入院した経験があります。また、現在は 13

のは、掛金が手ごろで、病気やケガに対して役

歳になった息子も3 歳のときに階段から転落し

に立つ保障商品。また、生協の組合員とその

おでこを縫った経験があり、そのときは共済金

家族しか加入できない商品です。加入した組

に助けてもらいました。

合員が掛金を出しあい、そのなかから病気やケ

子どもって本当に、自転車で転んだり、風邪を

ガをしてしまった組合員へ共済金が支払われ

こじらせて入院してしまったりということがよく

る、組合員どうしの助け合いの気持ちが形にな

起こりませんか。僕自身がそれを実感していて、

っている商品だと感じています。

そういう場合の備えとして加入をおすすめして

なかでも「ジュニア 20コース」は掛 金が月々

います。

パルシステム東京
世田谷センター
共済担当・小林正樹

まずは
チェック！
うちの子に保障は必要？
チェックして確認してみましょう。
季節の変わり目に体調を崩しやすい
自転車通学をしている
運動系の部活動をしている
入園、入学などで生活に変化がある

最近「はいはい」ができるようになり、
動きが活発になってきた
通院中や薬の服用のため
保障の加入をあきらめている

1 つでも該当するものがあったら、
《たすけあい》ジュニア 20コースがお役に立てるかも。
次のページでは Q＆A 形式でより詳しくご説明します。

発行元：パルシステム共済生活協同組合連合会
管理部『びぃあらいぶ』編集委員会

子どもに保障商品なんて必要？

疑問に思うこと、
アレコレ教えてもらいました。
Q1
A1

どんなケガや病気が
保障対象なの？

Q2

ケガの場合は、
「急激性」
「偶然性」
「 外因性」のある

Q5 共済金の

請求手続きって
面倒そう…

A5

乳幼児医療費助成制度が
あるから、
子どもの
医療費保障は
必要ないんじゃない？

共済金の
請求方法は
3ステップ！
まずは、お電話ください。

※お支払いの可否は書類提出後の判断となります。ご契約の規定によりお支払いできない場合は、その理由を書面にてご案内いたします。

CO・OP 共済の共済金お支払い
手続きはコープ共済連が行います。

もの。たとえば「切った」
「ぶつけた」
「打った」
「捻った」
「転んだ」
「やけどした」
「ねんざした」などです。
病気の場合、保障の対象となるのは入院・手術※し
た場合のみです。

A2

※健康保険の適用対象となるもの、病院で「入院」と扱い、CO・OP 共済で「入院」と
規定されているもの。また、手術については、ケガ・病気ともCO・OP 共済で規定さ
れた「日帰り手術」から対象となります。
※事故（ケガ）通院共済金のお支払い対象となる不慮の事故（ケガ）は「急激性」
「偶
然性」
「外因性」の 3 つの要素を満たすことが前提となります。

たしかに、自治体の各種助成制度のお
かげで病院での健康保険診療の自己
負担は「0 円」という方も多いでしょう。
でも、実際に入院や通院をした場合、

A6

共済金請求のお手続きには、共済金請求書に加えて、
生協所定の診断書等が原則として必要です。

Q6 共済金の請求には書類が
いっぱい必要なの？

下記の条件をいずれも満たす場合は、診断書の代わりに領収書等で
ご請求いただけます。ご不明な点はお問い合わせください。

入院中の食費や差額ベッド代、また通

■３年以内であれば
請求できます。

院の交通費など、診療費以外の出費も
けっこうかかるものです。

請求に必要な書類を揃えて
いただければ、共 済 事由発
生から3年以内は請求がで
きます。

さらに、長期の入院や通院の付き添い

Q3

A3

で保護者の方が仕事を休むと、家計の

乳幼児医療費助成制度で
病院での支払いは
なかったから、
共済金も出ないでしょ？

収入が減る場合も。単純に医療費だけ

■死亡共済金受取人、
指定代理請求人の
指定

で考えないで、その他の費用も含めた
備えについて考えておきたいですよね。

Q4

そう思っている組合員は多いのですが、ケースによっ
ては乳幼児医療証明書などで共済金のご請求が可
能な場合があります。

引越しでパルシステムを
やめたら、
共済も解約になるの？

病院に共済金の請求をしたい旨を伝えて、通院の証
明書を発行してもらい、その証明書や診察券のコピーと乳幼児医療
証明書で共済金のご請求ができる場合があります。

A4

※2017 年 5月現在の基準です。

※入院の開始日が、現在ご加入の保障の申込日から2年＊を超えている場合は、この条件がさらに緩和され、
「共済金の請求額が10万円以下
もしくは請求する入院日数が20日以下」となります。
＊更改や更新、移行などで告知を問わない場合は、前契約の申込日から起算して2年を超えている場合となります。
●ご契約内容やご請求内容（例えば《たすけあい》先進医療特約に関する請求がある場合）によっては、上記条件を満たしていても診断書が
必要となることがあります。
●上記にかかわらず、入院、事故（ケガ）通院途中での請求の場合は診断書が必要となります。
●領収書には、
「入院期間」
「通院日」
「被共済者名」
「医療機関名」が必要です。
●通院日以外も医師の指示による固定具を常時装着中ならば、
『通院していない日×0.5』が通院日数に加算される場合があります。
ご請求いただいてからの判断となりますので、詳しくはお問い合わせください。

ている共済はそのまま継続できます。加入する生協
はパルシステムでなくても大丈夫。
（できればパルシ

また、配達をお休みしたい場合でも、パルシステムに籍を残していれ
ば共済の保障はそのまま継続できます。

《たすけあい》ジュニア 20

さいごに

コースは契約期間が 1
で保障が続きます。
ことはありませんが、子どもは

気になることを

ケガが多いのも事実。じつは 2015 年 3 月

入院したときの治療費以外の出費ってどれくらい？
DATA 2

長期の入院に対するお支払い実績

年の自動更新。20 歳ま
「万が一」は無いにこした

DATA 1

〈2017年5月現在の基準です〉

引越し先で生協に加入してもらえれば、いま加入し

ステムを選んでいただきたいですが…）

データで
チェック！

契約者は、加入時、もしくは
契約の途中でも死亡共済金
の受取人を指定することが
できます。また、契約者が将
来、重度認知症などで判断
能力が十分でない状態とな
り、共済金請求ができなくな
る場合に備えて、あらかじめ
「 指 定 代 理 請 求 人 」を指 定
することもできます。

21 日〜 2016 年 3 月20 日までの《たすけあ
い》共済金支払いデータによると、ジュニ

2016 年度《たすけあい》ジュニア 20 コース

支払い日数が 100 日を超える入院に対する共済金のお支払実績
支払件数

49 件

お支払いした共済金の合計

45,598,100 円

（2016 年度 パルシステム共済連 共済金支払データより）

ア 20コースで共済金をお支払いするケー
スの約 74.5% がケガ通院なんです。

病室ごとの差額ベッド代（1日当たり平均徴収額）

入院時の食事の負担額

7,828 円
2 人部屋 3,108 円
3 人部屋 2,863 円
4 人部屋 2,414 円

入院中の食事代は
全国一律の金額に定められています。

が長期間入院をした場合です。お支払い

平成30年3月まで
1食につき

360 円

に毎年、子どもの長期入院に対する共済

長期入院に対応していただける保障で大変ありがたかった

平成30年4月から
1食につき

460 円

金をお支払いしています。
万が一のときに子どもの治療に専念できる

です。 月掛金1000円だからまあ いいかくらいの気持ちで加

1 人部屋

全部屋タイプ
合計平均

6,155 円

※平成 27 年 7 月1日現在
参考／中央社会保険医療協議会（厚生労働省）

※条件により軽減措置を受けられる世帯があります
参考／全国健康保険協会

また、家計に大きな負担が出るのは子ども
実績にあるように、パルシステムでも実際

よう、CO・OP 共済《たすけあい》で備えて

感謝の声が届きました

入した保障でしたが、万一のことはおこるんだと実感しました。

もらえればと思います。
※組合員からいただいたお話を掲載しています。実際のお支払いは共済金請求書ご提出後の判断となります。

