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福祉共済活動

　JR総連としてスケールメリットを生かした、JR及び関連グ
ループで働く組合員のための福祉共済活動を行っています。

総合共済…………（組織内の慶弔共済）
JRセット共済……（全労済との提携共済）

団体生命共済
新総合医療共済
火災共済（自然災害共済）
交通災害共済

※総合共済・JRセット共済は、組合員が全員加入する共済です。
全労済　�　 マイカー共済

マイバイク共済
終身共済マインド

ドライバーズ共済会 ドライバーズ共済

賛助団体事業　鉄道ファミリー
自動車保険（団体割引35％）
がん保険・医療保険
JR積立年金（年利率1.25％）
各種保険
※サークル保険・ゴルファー保険・
　旅行保険・火災保険
健康食品部

目黒さつき会館　� 　 宿泊・会議場
（2015年度は改装中につき使用できません。）
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総　合　共　済

加入者の範囲
（1）�JR総連組合員、または準加盟組合員は、どなたでも加

入できます。
（2）�退職後も66歳の誕生日の月末まで、継続加入することが

できます。
掛　金
　共済掛金は、月額1, 0 0 0 円です。
加入手続き
加入申込書に必要事項を記入の上、分会担当者経由で申し込
んで下さい（社員の方は、24協定による賃金控除手続をし
て下さい）。
共済金の請求（申請）手続き
共済事由が発生した時は、すみやかに共済金の給付申請をし
て下さい。給付申請に必要な添付書類は、下の表の通りです。

給付申請に必要な添付書類　� ※詳しくは共済担当者まで

給 付 種 目 添　　付　　書　　類
死 亡 給 付 死産の場合は、医師の証明書
結 婚 給 付 内縁の場合のみ分会長による証明
出 生 給 付 なし
出 産 給 付 なし

退 職 給 付 60歳以前とグリーンスタッフの退職のみ分
会長による退職証明書

住宅災害給付 事故調査報告書、罹災証明書、2万円以上ま
たは1万円以上の領収書、被害状況写真

障 害 給 付 等級・病名記載の身体障害者手帳の写し、
または等級が証明できる書類

傷 病 給 付 事業主の発行する傷病休業証明書（原本）

ＯＢ傷病給付 事業主の発行する傷病休業証明書（原本）、または入
院期間を明記した医師の入院証明書・診断書等の写し

家族傷病給付
入院期間を明記した医師の入院証明書・診断
書、または入院期間が証明できる領収書等の
写し、義父母申請は給付対象者変更届添付

介護休職給付 休職期間が明記されている証明書の写し
進 学 給 付
銀婚式給付
ＯＢ退会給付
エルダー退会給付
グリーンスタッフ退会給付

加入者台帳への登録により自動給付される
ため申請手続きは省略します
※退会給付は条件があります
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共済金給付一覧表　� 2013 年 4 月現在

全日本鉄道労働組合総連合会（JR総連）総合共済加入時の個人情報は、総合共済諸
規則に基づく各種共済給付金支払いデータとして利用します。総合共済は、組合員
の個人情報について適切な管理をおこない、また外部への流出や紛失・改ざんなど
の危険に対しても安全対策をとります。なお、組合員の個人情報については、上記
の目的以外には使用しません。

共済種目 共済事由の区分 共済金の額（単位：円）

死　　亡

１. 本 人 死 亡
　（花輪代 20,000 円を含む）
２. 配偶者死亡
　（　　　　  〃　　　　  ）
３. 子どもの死亡
４. 子どもの死産
５. 親死亡
　（配偶者の親を含む・2 名まで）
６. 本人と生計を一にする兄弟姉妹
　（18歳未満又は重度障害者）の死亡

右記以外の契約者 61歳以上のOB契約者

720,000
370,000

100,000
30,000
50,000

50,000

400,000
200,000

50,000
30,000
30,000

30,000

住宅災害

（登録されて
いる住居が
災害にあっ
たとき）

★
持
家
の
場
合

１. 火災・消防破壊・消防冠水による災害
⑴全　焼（延面積70％以上）
・壊・冠水　 1,200,000
⑵半　焼（延面積25％以上）
・壊・冠水　　800,000
⑶一部焼（延面積10％以上）
・壊・冠水　　250,000
⑷一部焼（延面積10％未満）
・壊・冠水　　100,000
⑸衣類・家具のみの被害
100,000 円以上 50,000

２. 火災以外の原因による災害
⑴全　壊（延面積70％以上）
・流・滅失　　500,000
⑵半　壊（延面積40％以上）
・流・滅失　　300,000
⑶一部損壊（延面積20%以上）
・流・滅失　　 70,000
⑷床下浸水で地盤面から30㎝
を超えたとき　 20,000
⑸被害額20,000円を超えたとき
　　　　　　　 10,000
⑹自然災害で被害額が10,000円
を超えたとき　 5,000

★
借
家
の
場
合
（
家
財
の
み
）

３. 左記１および２の給付を
　  受けない家財のみの災害
⑴全　壊　　 200,000
⑵半　壊　　 120,000
⑶一部損壊 30,000
⑷被害額20,000円を
　超えたとき 10,000
⑸自然災害で被害額が
　10,000 円を超えたとき
　　　　　　　 5,000

４. 単身赴任者が赴任先で
　　被災した場合は、左記の
　 ２の⑸⑹を適用する。

障　　害
（本人の障害）

１.　一　　級
２.　二　　級
３.　三　　級
４.　四　　級

650,000
400,000
200,000
50,000

※総合共済
　での等級
　です。

傷　　病

契約者本人が傷病により休業したとき
　⑴ 30日以上休業したとき
　⑵14日以上30日未満休業したとき
　　（⑴と併給せず）

30日につき
25,000
10,000
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共済種目 共済事由の区分 共済金の額（単位：円）

ＯＢ傷病

１. ＯＢ契約者が１年以上入院または休業したとき
２.　  〃  　180日以上　　〃
３.　  〃  　150日以上　　〃
４.　  〃  　120日以上　　〃
５.　  〃  　 90日以上　　〃
６.　  〃  　 60日以上　　〃
７.　  〃  　 30日以上　　〃
８.　  〃  　 14日以上　　〃

（初回）100,000
〃 　70,000
〃 　60,000
〃 　50,000
〃 　40,000
〃 　20,000
〃 　10,000

※入院の場合、
診断書代原
本に付3,000
円を加算し
ます。

家族傷病

１. 家族が180日以上連続して入院したとき
２.　〃　150 日以上　　〃
３.　〃　120 日以上　　〃
４.　〃　 90 日以上　　〃
５.　〃　 60 日以上　　〃
６.　〃　 30 日以上　　〃
７. 介護保険を使用して90日以上入院（入所）したとき

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
30,000

※いずれも、
診断書代
原本に付
3 , 0 0 0 円
を加算し
ます。

結　　婚 結婚したとき 30,000

出　　生 子どもが生まれたとき 30,000

出　　産 出産したとき 50,000

進　　学
本人の子が中学に進学したとき

（子の生年月日で自動給付）
5,000

銀 婚 式
銀婚式を迎えたとき

（結婚年月で自動給付）
20,000

介護休職
30日以上介護休職した場合

（要介護者 1 人につき 1 回）
50,000 

退　　職

⑴加入期間が 1 年以上あり退職した場合
⑵再雇用契約者（08年5月以降）は再

雇用契約満了のとき
⑶傷病により退職した場合は慰謝金
（退職給付と併給）

加入年数により
　 2,000〜40,000以内
　　 30,000

退　　会

有期雇用契約者が雇用契約満了まで、
またはOB契約者が60歳となってから
66歳の誕生日の月末退会まで 1 回も
給付を受けていない場合

　　 10,000

　（退会時または退職給付
　　　　申請時に自動給付）

有期雇用契約者のうち、60歳未満で
1 年以上掛金を納入し、採用後 5 年
以内の雇用契約により退会するとき
まで10,000円を超える給付を 1 回も
受けていない場合

①加入期間中に給付が
ない場合

　（納入掛金÷2）−（退職給付）＝給付金
②加入期間中に 1 万円以

内の給付がある場合
　（納入掛金÷ 2）−（給付金＋退職給付）＝給付金
　上記金額がマイナスの場合は、退会給付

はありません。

※有期雇用契約者とは、グリーンスタッフと、エルダー社員です。
※定年退職後、再雇用組合員となった方も上記と同じ給付内容となります。
※家族傷病は、配偶者、18歳未満または重度障害者の子、実父母が対象です。
※共済金の請求は、共済事由の発生した日から3年以内におこなわなけ
ればなりません。

★は2013年4月1日より実施
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ＪＲセット共済
　全労済とJR総連が提携した、全国統一の各種共済制度です。

（詳細は、全労済「ＪＲセット共済」パンフレット、契約のしおりを
ご参照ください。）

1．団体生命共済
　　①全員一律加入制度（月掛金・５００円）

組合員全員が必ず加入する制度です。※健康告知は不要です。
【主な保障内容例】
病気等による死亡の場合……100万円
不慮の事故等の場合…………200万円
入院 1日あたり………………1,000円

（病気・ケガによる入院、1日目〜180日を限度の入院保障）
（注）新規加入時に出資金100円が必要になります。

　　②任意加入制度　※健康告知が必要です。
全員一律加入制度の上積みとして加入できる遺族（死亡）
保険制度です。

【追加加入額と月掛金】病気等による死亡共済金
組合員本人…300万円（900円）〜2,900万円（7,600円）
配偶者………100万円（900円）〜1,000万円（3,000円）
子ども………100万円（170円）〜 600万円（1,020円）

（不慮の事故による入院。事故日から180日以内に開始した１
日以上の入院。1日目から最高180日）

2．新総合医療共済　
　　①定期医療プラン総合タイプ

5日以上連続して入院した場合、1日目から１回の入院
で最高180日保障。
３つのコースがあります。（月払掛金、入院日額ともに
3,000円、4,000円、5,000円）

　　②終身医療プラン「ベーシックタイプ」
病気や不慮の事故等による入院・手術に保障を絞ったタ
イプ。掛金は生涯変わりません。
１日以上入院したとき、1日目から１回の入院で最高
180日（通算1,000日）の保障。

　　③終身医療プラン「総合タイプ」
病気や不慮の事故等に幅広く保障を備えるタイプ。掛金
は生涯変わりません。
１日以上入院したとき、１日目から１回の入院で最高
180日（通算1,000日）の保障。

3．交通災害共済
交通機関にかかわる事故や道路上での不慮の事故で被害に
あったときの保障。
年齢にかかわらず生計を一にする家族全員が加入できます。

【月掛金と死亡保障内容】
5口60円（100万円）〜 25口300円（500万円）
　（5口単位で加入できます）
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4．住まいる共済（新火災共済・新自然災害共済）
火災・風水害・地震など、住宅や家財を保障します。
最高補償額：火災6,000万円、風水害4,200万円、
　　　　　　地震1,800万円。
また、賃貸住宅にお住まいの方には、家主への賠償保障を
付帯することができます。

【月掛金　（補償額100万円あたり）  標準タイプ】
【火災共済】
◆基本契約
　木造構造　　　　　　　　　60円
　鉄骨・耐火構造　　　　　　35円
　マンション構造　　　　　　30円
　風水害保障なしタイプ　　　25円
◆借家人賠償責任特約 
　木造構造　　　　　　　　　40円
　鉄骨・耐火構造　　　　　　20円  
　マンション構造　　　　　　15円  
※火災共済には下記の特約を付加できます。
①個人賠償責任共済

月掛金200円。
事故により賠償を負った場合の保障。

②類焼損害特約
月掛金200円。
自宅が火元の火災で隣家の住宅や家財の損害を保障。

③盗難保障特約
月掛金100円。
火災共済のみの加入でも盗難による家財を保障。

【自然災害共済】　
◆標準タイプ
　木造構造　　　　　　　　　95円�����　
　鉄骨・耐火構造　　　　　　60円�����　　
　マンション構造　　　　　　55円�������　
　風水害保障なしタイプ　　　50円�������　
◆大型タイプ
　木造構造　　　　　　　　　140円�����　
　鉄骨・耐火構造　　　　　　 90円�����　　
　マンション構造　　　　　　 80円�������　
　風水害保障なしタイプ　　　 70円�������　

※2015年８月１日改定。
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ＪＲ総連ドライバーズ共済会
加入者の範囲
ドライバーズ共済会は、JR総連組合員で動力車乗務員及び
限定免許者、バス乗務員、業務上自動車を運転する者、その
他特に運営委員会が認めた者が加入できます。（退職後にエ
ルダー社員になった者も加入できます。）
JR総連を脱退またはドライバーズ共済会を脱会した場合は、
救済の適用は受けられません。

会　　費
会費は年額1,800円（当年4/1から翌年3/31まで年度一括納
入）です。（新規運転士養成が年度途中から入会し、その年
度末までの期間が3ヵ月に満たない場合は900円に減免しま
す。）

加入手続き
⑴加入希望者は「ドライバーズ共済会会員原票」（分会用）
に必要事項を記入し、会費を添えて分会共済担当者に申込
んで下さい。
⑵分会共済担当者は「ドライバーズ共済会会員名簿」に所定
の事項を記入して、書類は東労組本部ドライバーズ共済会
事務局へ送付し、会費はJR総連ドライバーズ共済会へ送
金して下さい。

救済金等の請求（申請）手続き
救援事由が発生した時は、「事務取扱いの手続き」を参照し、
申請に必要な添付書類と共に東労組ドライバーズ共済会事務
局へ速やかに給付申請をして下さい。

ドライバーズ共済救済一覧表
救　済　項　目 救　済　金

救
　
　
　
援

①検束ならびに収監された時
②罰金を支払った時

③乗務中疾病
④懲戒処分による減額
⑤懲戒処分を受け期末手当減額
⑤�－2　昇給欠格　
⑥解雇
⑦業務上を理由に長期乗務停止

⑧その他

①1日5千円相当の差し入れ料
②罰金の額（通勤途上は1万
円を上限、適用条件あり）
③減額分
④減額分
⑤減額分
⑤�－2　1号俸（1年を限度）
⑥退職金の額
⑦15日以上を1単位とし5
千円
⑧運営委員会が決定

見
　
舞
　
金

①業務上死亡
②業務上以外死亡
③業務上負傷で退職
④業務上負傷で1ヵ月以上入院
⑤業務上負傷で2週間以上休業

①20万円（含む花輪代）
②05万円
③10万円
④05万円
⑤02万円

記念品 退職・転職による脱会 記念品



26

【提出する書類】
こんな時に提出 書　類　名

加入の時 加入申込書

資格の変更や故意脱退など 異動・訂正報告書

住所・氏名・家族構成など
登録内容の変更訂正 異動・訂正報告書

共済事由が発生したとき 共済給付申請書兼
証明書

掛金を手集めで送金する場合 共済掛金納入通知書

【日常発生する事柄に対する手続きならびに提出書類】

発生した事柄 手続きならびに
必要な提出書類

本人死亡・配偶者死亡 共済給付申請書兼証明書
本人死亡の場合退職給付の申請書

親が死亡した場合
（4名の内2名が対象） 共済給付申請書兼証明書

子供が出生後まもなく
死亡した場合

共済給付申請書兼証明書
および医師の証明書

本人が病気または負傷し
休業（入院）した場合

（連続して14日以上休業）

共済給付申請書兼
証明書および傷病
休 業 証 明 書（ 事 業
主発行のもの）

＊総合共済コンパクトマニュアル＊
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＊総合共済コンパクトマニュアル＊

ＯＢが病気または負傷した
休業（入院）した場合

（連続して14日以上休業）

共済給付申請書兼
証明書

〈入院の場合〉
病名･入院期間を
明記した領収証

〈休業の場合〉
事業主の発行する

「傷病休業証明書」

家族が病気または負傷し
休業（入院）した場合

（30日以上入院）
（注）2年以内に申請、配偶者の
　　　親含む・2名限度

共済給付申請書兼
証明書および領収
書のコピー可

子供が生まれたとき
（出産：契約者による）

共済給付申請書兼
証明書

結婚したとき 共済給付申請書兼
証明書

銀婚式・中学進学された場合 自動給付

退職した時（会社を退職したとき）
（エルダー加入者：エルダー退職時申請）

共済給付申請書兼
証明書
病気または負傷などでや
むをえず退職する場合分
会長の証明書（退職
給付金プラス３万円）

※2016年１月現在、給付申請は３年以内に行ってください。
※銀婚式は婚姻年月、中学進学は子の生年月日の登録がない場
合は自働給付となりません。別途、申請が必要です。


