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参加には事前申込みが
必要です

（申込みはメールor LINEで）
info@fusyokuro.gr.jp

2020年４月15日第2101号　（第三種郵便物認可）

労働組合だからこそできる
お得な助け合い

　働き始めると、生命保険の勧誘がたくさんあります。勧められるまま加
入する人もたくさんいるのではないでしょうか。労働組合は「もうけ」を
追求する必要がないので、必要なときに必要な助け合いができる共済制度
があります。民間保険に比べ、掛け金も安いうえ、毎年自由にプランを見
直せて家族も加入できるので、ライフプランに合わせて選べます。

３月号の解答と当選者

ニユウガクシキ（入学式）

当
選
者

彼塚　陽子（富田林子ども家庭センター）
木路　成文（修徳学院）
藤原　亮介（魅力づくり推進課）
村森　夕莉（茨木保健所）
辻　　強志（寝屋川市保健所）

退職後はシニア共済に移行して80歳まで安心
セット共済に１年以上加入していれば健康告知に該当してもシニア共済に移行できます

詳しくはセット共済リーフレットをご覧ください

帝王切開での
出産にも
給付金

病気入院11日
病気通院1日
手術見舞金1件
診断書料補助1通

妊婦健診で低置胎盤と診断され、帝王切開
することに。1人目が自然分娩だっただけに、
予想外でとても不安になりました。育休に入る
と育児休業給付金を受け取るまでの２か月
間は無収入になるため、セット共済からの給
付金は生活費としてとても助かりました。

（事務職・女性37歳）

セット7型加入

4,490円
月掛金

日帰り手術でも
ＯＫでした！

手術見舞金 １件 60,000円
診断書補助 １件 5,000円

以前加入していた民間生命保険の
一部を解約してセット共済１型に入り
ました。大腸ポリープが発見され、予
期せぬ出費になりましたが、セット共
済で手術見舞金（大腸ポリープ切除
も対象）が給付され、喜んでいます。

 （技術職・男性35歳）

セット1型加入

11,360円
月掛金

バイク
自損事故で
通院でも給付が！

交通事故通院41日
ケガ不慮事故通院４1日
診断書補助 １件

原付バイクで走行中、バランスを崩して転
倒し、胸を強打して通院しました。自損事故
だったので、給付されると思っていなかった
のですが、組合に問い合わせたら請求でき
ると聞いて手続きしました。交通事故通院で
思いがけない給付金をいただき、本当に助
かりました ）歳34性女・職務事（ 。

セット10型加入

1,070円
月掛金

セット共済病気やケガ
交通事故には

●病気・ケガとも
　日帰り入院も支払対象
●病気・ケガを問わず
　通院のみも対象
　　※医師による安静加療の指示が必要

●安心の手術見舞金付

●がん入院に増額保障
●病気・ケガとも
　後遺障害14級まで対応
●診断書料5,000円を補助
　　　　※１共済期間２件 10,000円を限度

たとえば

122,500円
給付合計金額

65,000円
給付合計金額

107,500円
給付合計金額

40歳以下なら
        アンダー

サポートＵ40で
これだけおトク！

セット1型
月額1,500円
（年間18,000円）

セット8型
月額300円
（年間3,600円）

セット10型
月額60円
（年間720円）

セット型は
豊富な15種類

子どもは18歳までは
「子どものセット型」
19歳以上は

「大人のセット型」に

火災共済火災や落雷
風水害等には

月掛金 500円で１,０００万円の保障！
掛　金 木造１口５円（年60円）

耐火１口２.５円（年30円）

保障額 最高10万円

〈支払例〉
修理費165,000円

（耐火構造）
建物2,000万円
家財　 500万円  加入
月掛金は625円

（5万円以上の損害が対象）

泥棒の侵入でドアや家具を
壊された

〈支払例〉
被害額100万円以下の場合

風水害見舞金と
臨時費用15％で
115,000円

（木造）
建物1,330万円
家財1,000万円  加入
月掛金は1,165円

台風で屋根が一部破損した

250円
1,000万円

耐火 家財の保障 400万円
家財の保障

600万円
建物の保障

木造500円

月掛金 構造 持家にお住まい借家にお住まい

保障額は居住面積・家族の人数により設定できます。最高限度は建物4,000万円、家財2,000万円まで。

自治労連共済の「火災共済」は
地震見舞金が基本契約になっ
ており、別途掛金はいただきま
せん。東日本大震災では、被災
された加入者の方々に平均
100万円の見舞金をお届けし、
助け合いの制度として大きな
力を発揮しました（民間地震保
険の支給平均は約160万円）。

その他にも
消防作業による
冠水・破壊、落雷、
他人の戸室から
の水漏れ、破裂・
爆発、車両の突
入、航空機の墜落
などによる損害
が生じたときも
給付の対象にな
ります。

たとえば

こん なときも

掛金なしで
地震見舞金も

●掛金は全国一律
　どこよりも安い
●特約なしでワイドな保障
●70％で全焼認定
　（民間の全焼認定は80％）

●風水害、地震見舞金付
●他の保険や共済に加入していても
　契約にもとづいた共済金を給付
●「借家人賠償特約」を付帯

落雷でパソコンが
壊れた！
（耐火構造）
家財 500万円  加入
月掛金は125円

〈支払例〉
修理費

186,300円

詳しくは火災共済リーフレットをご覧ください

やっぱり
たすけあいの
共済だネ

（10万円超の損害が対象）

個人賠償責任共済日常生活の
賠償事故には

補償期間

年間掛金 1,200円が ➡ 新入組合員さんは ！
「アッ！」という日常生活の事故を最高２億円まで補償（日本国内のみ）

●年間掛金1,200円で
　同居の家族全員を補償

●示談代行付で安心
●裁判の争訟費用も補償
●応急手当･護送費用も補償

たとえば

こん なときも

詳しくは個人賠償責任共済のチラシをご覧ください

◆自転車走行中、一旦停止を怠り
　自動車に衝突した。
　過失相当分を
　お支払い。

３２０,４６８円
補償額

愛犬が他人に
かみついた

水もれにより
階下に損害を与えた

◆自転車で走行中、
　歩行者に衝突、転倒しケガ。
　治療費、慰謝料等を
　お支払い。

補償額
442,570円

ゴルフで打ったボールが
他のコースの人に当たり

ケガを負わせた

子どもが
キャッチボールで
投げたボールが
車の窓ガラスを割った

無料

８月８日（土）10時30分　14時30分
　　９日（日）10時30分　14時30分
　　15日（土）10時30分　16日（日）10時30分

４月25日　13時チェックイン、13時30分開始、
　　　　　14時30分チェックアウト、15時終了

組合員特別価格　Ｓ席 おとな 5,700円（一般価格6,500円）
　　　　　　　　　　 こども 4,700円（一般価格5,500円）

電話 06-6941-3079　fax 06-6941-4541　メール info@fusyokuro.gr.jp

ディズニー・オン・アイス2020大阪公演
JAPAN TOUR 35th ANNIVERSARY

組合員限定 鑑賞券の斡旋

※料金は全て消費税込　※大人（中学生以上）、こども（３歳～小学生以下）
※２歳以下のお子様は保護者１名につき１名まで膝上無料、ただしお席の必要な方は有料

公演日程

大阪城ホール公演場所

５月11日（月）18時　※組合員１人につき６枚以内申込締切

メール・ファクスで申込書を提出のうえ、申込み後、必ず電話で確認してください受付方法

◦�オンライン交流会はビデオ会議ツールZoomを使用し
て行います。参加希望者には、当日順次、接続確認を
します。Zoomはパソコン、タブレット、スマホで参
加できます。（スマホ・タブレットの場合は、あらか
じめアプリのダウンロード（無料）が必要です）

◦�音声を聞き発する環境が必要です（イヤホン・マイク
推奨）。通信料がかかります。結構、電池も減るので
充電環境もあったほうが安心です。

◦�セキュリティ強化のため、ミーティングにパスワード
を設定します。

内容： 仕事に役立つワンポイント講座
グループ交流（オンライン上でグループにわかれて交流します）

新規採用職員・青年組合員オンライン交流会

LINE

参加費
無料

再生紙を使用しています。

「もうけ」を
追求しない


