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はじめに

2

共済の基礎学習を行う皆さんこんにちは！

この資料で学習する「共済」とは、

大学生協の学生組合員が出し合った掛金で運営し、

病気やケガなどをした学生に対して共済金を支払う制度です。

自分のためだけでなく、一緒に大学生活を送る学生どうしが

支えあうことから「学生どうしのたすけあいの制度」

と言われています。

これから詳しく学習していきましょう。

学生総合共済のマスコットキャラクター「タヌロー」



この学習資料では以下の内容を中心に学習します。
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学習の概要と流れ

1. 大学生協の事業

2. 大学生活の実態

3. 保障制度の概要

4. 大学生協の共済活動

5. 勉学援助制度
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１. 大学生活の事業
大学生協の中で共済がどのような位置づけかを確認します。

大学生協 REPORT



出資金を支払うことでみなさんは大学生協の「組合員」になります。

大学生協は出資金をもとに商品やサービスを組合員に提供し、

組合員はそれを利用します。

組合員は大学生協に意見や要望を伝えることで運営にも関わります。

つまり、大学生協は

組合員の 組合員による 組合員のための 組織 です。

出資利用運営
円
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大学生協はどんな組織？



食堂運営
食堂運営を通じて健康的な食生活を
サポート。より良い食生活のために
食育活動も行っています。

店舗運営
食料品/文具/教科書/PC/資格/旅行
など、大学生活に必要な物品やサー
ビスの提供を行っています。

共済事業
様々なリスクに備えて、健康で安全
な学生生活と学業の継続をサポート。

キャリア形成支援
大学入学から卒業、そして就職まで、
自己成長を育む取り組みをサポート。

社会とのかかわり
復興支援活動や環境活動など社会的
課題に取り組み、視野や知識を広げ
るきっかけづくりを行っています。

生協活動への参加
声カード/総代会/理事会/組織委員会
などで組合員の参加の場面をつくり、
意見や要望を運営に反映しています。
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大学生協はどんなことをしているの？

大学生協は、学生の学びと成長をサポートのために様々な事業/活動を行っており、

共済事業はそのひとつで、健康で安全な生活をサポートしています。
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 大学生協は

「組合員の 組合員による 組合員のための 組織」である。

 学生の学びと成長を支援する事業/活動のひとつとして

健康で安全な学生生活・学業継続のため「共済事業」

を行っている。

１．大学生協の事業 まとめ

大学生協に関わる皆で

共済事業に

取り組んでいけるといいね！



自生協の給付事例、
ANNUAL REPORT、大学生の病気・ケガ・事故を見ながら学習しよう 8

２. 大学生活の実態
大学生活の実態や病気・ケガ・事故を見ていきます



大学に入ると、アルバイトを始めたり、部活・サークル活動に一層精を
出したりするようになります。そして、交際の幅や遊びの幅も広がりま
す。長期休暇では国内旅行や海外旅行に行く人も増え、学年が上がるに
つれ海外留学やインターンシップも経験するようになります。また、親
元を離れ一人暮らしを始める人も多数います。

このように、環境が変化し、行動範囲も広がります。

※大学生協連HPより
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大学生活の１年間で

約16人に１人が

共済金の給付を受けています。
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１年間で学生が給付を受けた生命共済・火災共済の件数

2016年4月〜2017年3月の

１年間の給付件数は

４3,133件 です。

2018版学生総合共済募集パンフレットより



自然気胸(病気給付1位)

授業中急に息苦しくなった。
肺に穴があいていた。
入院13日・手術1回
給付金額:180,000円

足関節靭帯部分断裂
サッカーの部活中に相手と接触し転倒。
通院6日
給付金額:12,000円

統合失調症
忙しいゼミの討論会前に体
調を崩して休んでいたとき、
幻聴が聞こえてきてパニッ
クになり発症。
入院76日
給付金額:760,000円

病気入院の要因としては、消化器系と
呼吸器系の疾患が半数近くを占めています。

事故によるケガでは、自転車事故による高額
支払い事例も出てきています(大きな事故では
後遺障害が残ることもあります)。

また、大学生活の中でのいろいろな環境の
変化やストレスにより精神的な病気での入院
が増加しています。
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リスクその１：病気/ケガ/こころの病



給排水設備の水もれ
洗面台の排水管から水もれし、
洗面台と床の損害が出た。
＜家財＞給付金額:243,562円

調理中の火災
唐揚げを揚げていた天ぷら油が1分ほど
目を離した時に炎上し、キッチン・洗
面台・玄関ドア・電化製品・壁紙など
に被害が出た。
給付金額合計:1,275,210円

盗難
鍵をかけ忘れていた窓から侵入
され、封筒に入れていた現金を
盗まれた。
<現金保障>給付金額:50,000円

給排水設備等(洗濯機など)からの水もれを起こしてしまうことがあります。寒冷地
を中心に水道管の凍結破裂事故も多発しています。調理中の不注意による火災も発
生しています。また、鍵のかけ忘れや、窓壊しによる盗難も発生しています。
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リスクその２：水もれ/火災/盗難



自転車事故による賠償
自転車走行中、曲がり角で対向から来た自転車
と接触。相手が道路側に転倒し、そこを通りか
かったトラックの側面と自転車が接触してしま
い、相手がケガをし、自転車が損傷した。
支払保険金:4,475,151円（2015年度の事例）

器物破損
大学の研究室で一人で実験をしてい
る際、実験装置の手順を誤り故障
させてしまった。
支払保険金:170,316円
（2016年度の事例）

講義中や実習中、アルバイト中に物を壊してしまうこともあります。自転車事故
では自分がケガをするだけでなく相手にケガを負わせてしまうこともあります。
近年は自転車事故による保険金の支払いが増加高額化しています。

（保障は学生賠償責任保険になります）
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リスクその３：器物損壊/自転車事故による賠償



リスクその４：扶養者の死亡

扶養者死亡に伴う学資費用支払合計件数 499件
支払合計金額 2億630万円

（2016年4月～2017年3月）

病気や事故は自分だけでなく、扶養者の身にも起こる可能性があります。

扶養者の死亡により学費が払えなくなり大学を退学する例もあります。
（保障は扶養者死亡保障保険になります）

学生の中途退学の総数は、全学生数2,991,573人のうち
2.65%に当たる79,311人。うち経済的理由による者は、
20.4%に当たる16,181人。
※平成26年9月25日 文部科学省『学生の中途退学や休学等の状況について』より
※生命共済にも、父母扶養者死亡特約(病気・事故を問わず保障)と扶養者事故死亡特約
(事故による死亡のみ保障)があります。（AF型）

扶養者は契約申込者(学生)の生活費および学費を
負担されている方です。
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実際にどのような事例があるのか、
給付事例を見てみよう！

※自生協の給付事例が少ない場合は、
たすけあいアンケート集を活用しよう！
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 大学生活にはたくさんの学びや人との出会いがあり、
様々な経験をする機会がある。

 その反面、病気やケガ、事故に遭う可能性もある。

 長期間の入院・通院による、多額の治療費を
支払うケースもある。

 他人の話のように聞こえるけれど、
実は多くの人がこのようなリスクに遭遇している。

２．大学生活の実態 まとめ

大学生活の病気・ケガ、事故が

これまでより身近に感じられたかな？



学生総合共済募集パンフレットを見ながら学習しよう！17

３. 大学生協の保障制度概要
大学生活の実態やリスクに対して、

大学生協が運営している学生総合共済と２つの保険を見ていきます。



1970年代 4人に1人の学生が半年間に入通院の経験

1980年 保険の共同購入を開始

1981年

学生総合共済
の開始
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共済のおこり

自分の出したお金が自分に返ってこなくても、仲間のために使われて
良かったと思える共済にしてくれまいか。

福武 直 先生（大学生協連 元会長理事）
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共済のおこり

「学生みんなが健康で安全に大学生活をおくることができる

ように」「もしものときは、経済的にも精神的にも支援がで

きるように」「給付を受けた人も、受けなかった人も、共済

の活動を通じて“たすけあいのこころ”を実感し社会に巣立っ

てほしい」「人の気持ちを思いやれる人間になってほしい」

こんな全国の学生組合員や保護者、生協の役職員の想いが

形となり、学生総合共済が1981年にスタートし、

今日まで続いています。



学生総合共済

全国の大学生協の学生組合員が
出し合った掛金で運営されます。

共済の仕組み



学生総合共済

病気やケガをした人に、
共済金が支払われます。

共済の仕組み



学生総合共済

共済の仕組み

現在、約72.2万人の
加入者がたすけあいの輪に

加わっています。
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たすけあいの輪：給付を受けた人の声

≫ 「たすけあいアンケート」や「語り継ぐたすけあいの想い」もご覧ください。

▼ 体育の授業中に他の学生とぶつかり膝の骨挫傷・骨内出血（１年生）

▼ 実習中に電動ドリルに巻き込まれ、指を骨折（４年生）
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たすけあいの輪：給付を受けた人の声

▼ アルバイト中にスライサーで指を切断（２年生）

▼ 自転車で通学中にタクシーと接触し転倒、右鎖骨を骨折（２年生）

≫ 「たすけあいアンケート」や「語り継ぐたすけあいの想い」もご覧ください。



生命共済 火災共済
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学生総合共済とは？

学生総合共済には「生命共済」と「火災共済」の２つの共済があります。



 いつ、どこで起きても保障！

 通院でも入院でも安心できる保障！

（通院はケガの場合のみ）

病気・ケガによる入院、手術、
後遺障害、本人死亡、ケガによる

通院などを保障！

『生命共済』とは

-学生本人のケガや病気に備える！-



 自宅や持家から通学する場合は契約
することができない。

下宿先での火災・風水害・盗難等
による家財の損害保障、火災や

水もれを原因とする
借家人賠償責任保障！

※2年生からキャンパス移動で一人暮らしを始める人
大学に慣れてから一人暮らしを始める人もいます。

※火災共済は国内のみの保障です。

『火災共済』とは

-一人暮らしの危険に備える！-



学生総合共済だけではカバーできないリスクに備えるために
あわせて２つの保険をおすすめしています。

学生賠償責任保険 扶養者死亡保障保険
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あわせておすすめする保険



『学生賠償責任保険』とは

-他人への賠償責任に備える!-

 最高１事故２億円まで保障！(16H)

 示談交渉サービス付き！(国内のみ)



示談交渉サービスとは？

「相手にケガをさせてしまった！」

→ 損害賠償について交渉が必要
示談交渉を加入者に代わって保険会社がやってくれる！

※被害者の承諾が必要。国内のみ。名誉き損事故などを除く。

自転車事故を起こしてしまった…

代わりに交渉するよ！

加入者

保険会社

被害者

『学生賠償責任保険』とは
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 扶養者が病気や事故で亡くなった後に発生し、

負担された学資費用を保障する保険！

学費が
払えない！

教科書が
買えない！！

『扶養者死亡保障保険』とは

-扶養者のもしもに備える!-
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 大学生協は、万が一の時でも

学業継続できるための保障制度を４つ提案している。

 本人のケガや病気に備える生命共済や、

一人暮らしの危険に備える火災共済は

学生組合員が出し合った掛金で運営されている。

 それを補う形で

学生賠償責任保険、扶養者死亡保障保険を提案している。

※「学業継続費用保険」もありますが、都合上割愛いたします。

詳しくはANNUAL REPORTをご参照ください。

３．大学生協の保障制度概要 まとめ
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４. 大学生協の共済活動
大学生協が取り組んでいる共済活動を見ていきます。



加入 給付

報告 予防

大学生協では学生総合共済が学生にとってより良いものに

なるように、加入・給付・報告・予防に関する活動を

「共済活動の４本柱」と位置付け、取り組んでいます。

共済活動のテーマ



共済活動の４本柱：加入

 万が一の時にたすけられない学生を一人でも減らすために

加入を呼びかけています。

 受け継がれてきた共済制度を維持・改善するために、
新入生の過半数の15万人の新規加入を達成しました。

 共済に加入していることを知らせて、
いざという時に、
給付申請できるように促しています。

こんな取り組みがあります！

・新入生向け
サポートセンターでの案内
・新入生歓迎企画での
加入チェックカードの配布 購買における共済加入確認の取り組み

(中京大学生協名古屋キャンパス)



共済活動の４本柱：給付

 給付がきちんと行われて初めて「共済があってよかった」と

言えます。給付申請忘れを１件でも減らすための取り組みが

各大学生協で行われています。

 また、自大学の給付実態を知ることで、制度・業務改善への

反映をしたり、日常の取り組みに活かすことができます。

体育会への給付申請忘れ防止の呼びかけ
(北海道大学生協)

こんな取り組みがあります！

・長期休暇明けの給付申請
忘れ防止の呼びかけ
・給付状況の共有と分析を
行う給付事例学習会



共済活動の４本柱：報告

 給付状況を組合員に報告することで「たすけあいの実感」に

繋がるほか、給付を受けた事例を通じた注意喚起にもなり、

同じことで困る人を減らすことにつながります。

 大学にも給付状況を報告することで、

健康で安全な大学生活を一緒に
考えることができます。

共済ボード(十文字学園生協)

こんな取り組みがあります！

・理事会や総代会での報告
・給付状況を伝える

「共済ボード」の更新



共済活動の４本柱：予防

 そもそも病気やケガをしない・事故に遭わないことが一番です。

 近年は「自転車事故」「飲酒事故防止」「こころの病」に

対する予防活動が注目されています。

 また予防活動は、地域や大学の方と協力して取り組むこともでき、

活動の幅が広がります。

飲酒事故防止
（新入生へのアルコールパッチテスト）
（京都府立医科大学・府立大学生協）

こんな取り組みがあります！

・食生活相談会
・飲酒体験ゴーグル
・ケガ予防のストレッチ講座



共済活動の４本柱の関わり合い

4つの活動はそれぞれが相互に関わり合い成り立っています

 学内のすべての人が加入していても、ケガや病気で困っている人

(給付対象になる人)の半分にしか給付できなかったら残念…

⇒加入活動だけでなく給付活動も大切

 どんなケガや病気があったのか報告することが注意喚起となり予防

にもつながるし、同じケガや病気を経験した人の給付にもつながる

⇒報告活動・給付活動・予防活動のつながり

 給付活動で得た情報(給付の実態や学生生活のリスク)や報告活動・

予防活動をやっている実績が加入の際の説明に活きる

⇒4本柱全ての関わり



共済活動の４本柱の関わり合い

4本柱のバランスが

組合員の学業継続に繋がります！



４．大学生協の共済活動 まとめ

 大学生協は４本柱の共済活動に取り組んでいて、

それぞれが相互に関わっている。
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みんなは自大学でどんな共済活動に
取り組んでいますか？



共済の仕組み・保障制度・活動

総まとめ
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「学生が健康で安全に大学生活を送り、

卒業まで学業継続できるように」

という想いで続いている制度！



自分のためだけにお金を払うのではなく

自分を含めた共済加入者全員の

たすけあいのためにお金を出し合う

円



24時間365日国内・海外

保障される
※火災共済は国内のみの保障

※ 海外に行く際は、海外旅行保険にも加入することをおすすめします。



学生の生活実態に合わせた

保障内容



学内で

申請手続きや相談が可能！



大学生協全体で、
組合員（加入者）の学業継続を

支える様々な活動に取り組んでいる



大学生協の共済は、この２つが大切

保障制度
もしもの時に備えた保障制度で、
経済的・精神的にも支えられる

組合員による取り組み
組合員どうしでたすけあいながら、
健康で安全な大学生活を目指して、

取り組みを行っている



ＥＸ．共済の制度改定について！
〜19年度より新しい共済に生まれ変わります〜

新共済制度のパンフレットを用意しましょう



なぜ、制度が変わるのか？

今回の改定は「たすけあい制度」のもと、
「学生のための保障とは」「大学生協が
提供する保障制度はどうあるべきか」
という点から2年間議論をしてきました。

まさに組合員の声と参加でつくってきた
新しい大学生協の共済・保険です。



1981年 学生総合共済の開始

1985年 事故通院などの保障実現

1995年 学生生活無料健康
相談テレホンを開始

2003年 盗難保障付火災共済開始

2019年 新共済スタート
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制度改定の歴史

1981年の保障制度
（入院保障）

7日以上の入院につき、

病気：日額750円

事故：日額1000円

2018年の保障制度

（入院保障）

入院1日目から200日まで、

病気：日額10000円

事故：日額10000円



大きく変わるポイント①

○給付できる学生を少しでも増やすために、
事故通院1日目からの保障を実現！

背景・理由
会員生協からの要望が1番多く、
給付できる学生を1人でも多く増やすことを優先しました

改定案
掛金を大きく値上げせずに、事故通院を1日目から保障。
このことにより、年間13000人以上にたすけあいの共済金が
広がることを見込んでいます。



○事故原因に左右されずに保障するために、
火災保障を学生賠償責任保険の特約に改定！

背景・理由
火災共済に加入し、学賠に加入していない学生は多く、
水もれ事故で階下の人の家財は保障できなかったケースが
生じていました。

改定案
火災共済と学生賠償責任保険を１つの保険にして、
オールリスク対応をプラスする事で、保障範囲が
広がりました。

大きく変わるポイント②

※オールリスク対応はパンフレットＰ９を参照



○現代社会の問題に対応するために、
「こころの病の早期対応」などの保障を実現

背景・理由
現代は様々な社会問題が起きており、学生が遭うリスクが
多様化しています。こころの病は入院まで重篤化すると、
なかなか学業に復帰できない問題があります。

改定案
・「こころの病」の重篤化を防ぐために、
「こころの早期対応保障」を新設

・ストーカー被害のリスクを防ぐために、鍵交換・携帯電話の
番号変更などの費用に充てられるお見舞金制度も新設されました

※ストーカー被害予防見舞金制度は、共済とは別の制度です。

大きく変わるポイント③



ＥＸ．共済の制度改定について

・制度改定は、生協職員、学生、教職員の方々と
「学生のためにどのような保障が必要か」を
論議しながら作ってきています。

・学生の実態に合わせ、
成長し続けるのが共済の良さでもあります。
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もうひとつのたすけあい

５．勉学援助制度
大学生協は扶養者を亡くした学生の学業サポートとして、

「勉学援助制度」を運営しています。

※学生総合共済・保険とは別の制度です。



扶養者事故死亡特約(事故による死亡のみ保障)や

父母扶養者死亡特約(病気・事故・自殺を問わず死亡の保障)による給付

生命共済（AF型）

「勉学援助制度」のなりたち

扶養者を亡くした学生組合員の学業継続のための保障は…？

「学生総合共済やあわせておすすめする保険ではカバーできない

部分を補い、学業継続のため、もっと多くの組合員を援助したい」

勉学援助制度の創立1992年



「勉学援助制度」とは

▼ 扶養者を亡くした学生組合員のための緊急奨学金制度

・大学生協の学生組合員が応募できる

・現在の援助金額は10万円/人

・2017年度は206名に2,046万円を給付

・1992年に開始以来、

応募総数12,702名の中、

3,713名に5億7,660万円を給付

※ 応募条件があります



給付を受けた学生の声 part.1

≫ 学生総合共済のHPで援助を受けた学生の声を見ることができます。

突然自分を支えてくれていた人が居なくなる事は、耐え難い辛さがありま

す。私のように将来だけでなく現在も不安を感じている学生に心優しく手

を差し伸べてくださることにとても感謝しています。それだけで元気をも

らえ頑張れます。 〈三重大学 学生〉

父は癌と診断されてわずか2週間で亡くなりました。急なことで、これから学費の面

で厳しくなるだろうと思っていた時、勉学援助金のお話をいただきました。この給付

金のおかげで何とか次学期分の学費はまかなえそうです。皆さんの協力で学校に

通い続けることができることを本当に感謝します。このご恩を忘れず、これからも勉

学に励みます。 〈同志社大学 学生〉



給付を受けた学生の声 part.2

≫ 学生総合共済のHPで援助を受けた学生の声を見ることができます。

私の家はあまり裕福とは云えない状況でも家族は勉強のためならと大学に

行かせてくれました。しかし父が亡くなり今まで以上に苦しくなり大学に

行けなくなるかもしれないとも考えました。そんな時この制度のおかげで

希望がもてました。私と同じ様な境遇の学生はきっと不安だと思います。

でも諦めないでください。助けてくれる人、支えてくれる人は周りにも、

そして全国にもたくさんいます。同じ様な境遇で困っている学生にとって

とてもありがたい制度だと思います。 〈九州工業大学 学生〉



共済・保険 … 掛金等で運用する制度

勉学援助制度 … 組合員・卒業生・大学関係者等

からの寄付が財源である

勉学援助制度の財源

（援助を受けて）感謝しております。このような制度は必要となる状況に

ならないと必要性に気づくことができませんが、このような制度は絶対に

必要だと思うので、絶対になくさないでください。〈関西学院大学 学生〉

もっと多くの人に勉学援助制度を知らせてほしい。 〈鹿児島大学 学生〉



様々な大学生協が勉学援助制度のたすけあいを

広める活動に取り組んでいます！

勉学援助制度の推進活動 part.1

卒業生の組合員脱退

出資金返還時の寄付願い

（熊本大学）

給付型奨学金の創設を求める

缶バッジと勉学援助制度への

カンパ（名古屋工業大学）



様々な大学生協が勉学援助制度のたすけあいを

広める活動に取り組んでいます！

勉学援助制度の推進活動 part.2

寄付金額をツイッターや

HPにて報告

（弘前大学）



○組合員からの寄付で運営している、
もう１つのたすけあい制度です

○現在、寄付金は足りていません。

より多くの組合員をたすけるために、
活動に取り組んでいきましょう。

勉学援助制度のまとめ



お知らせ

学生総合共済HP・自転車事故防止活動・飲酒事故防止活動

学生生活無料健康相談テレホン・共済月間
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大学生協の学生総合共済HP

学生総合共済の詳しい紹介やよくいただく質問、予防のための活動など

様々な情報が掲載されています！



自転車事故の現実（学生総合共済HPより）

自転車走行中に起きやすい事故について、様々な場面を紹介しています。

事故防止の啓発に活用できる動画もあります。



イッキ飲みは死をまねく

（学生総合共済HPより）

大学生になり、二十歳になると、飲

酒をする機会もでてきます。危ない

飲み方を自他ともにすることなく、

正しいお酒との付き合い方をするこ

とが大切です。アルコールの影響に

ついて詳しく掲載されています。

冊子「お酒と楽しくつきあおう」

マンガやイラストで危険な飲酒や

その影響をわかりやすく解説しています。



学生生活無料健康相談テレホン

学生総合共済に加入している学生とその保護者が24時間365日

利用することのできる相談テレホンです。専門の相談員に相談できます。

からだの健康相談 こころの健康相談

健康状態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。

（１回15分程度）

人間関係や進路に関わる問題など、

臨床心理士などのカウンセラーが、

じっくり悩みを受け止めます。

（１回30分以内）

学生総合共済のHP「学生生活無料健康相談テレホン」に詳細や相談事例が掲載されています。



18年度全国共済月間について



2018年度全国共済月間

全国共済月間のお知らせ

全国の大学生協で一斉に共済活動に取り組む期間です！

期間：2018年 6月1日-11月30日

（6-9月を準備期間・9-11月を実施期間とする）

場所：全国の大学生協

対象：すべての組合員

▼全国共済月間方針

①４本柱を意識した日常活動を通して組合員が健康や安全を見返す機会を広げる

②学生総合共済の認知度向上や、給付申請忘れゼロに向けた取り組みを行う

③共済活動を行う意義を会員生協全体で認識し、一体となって活動を行う

会員生協の学生・職員みんなで
組合員の健康や安全について考え・見直し・実践する

全国共済セミナーでの学びを
実践するチャンスでもあります★

セミナーでも月間のお知らせをします！



2018年度全国共済月間

ちなみに昨年は…（ごく一例です）

セミナーでも月間のお知らせをします！

←ツールを使って

窓口をわかりやすく（岐阜大）

自転車無料点検等から→

組合員に安全な生活を

呼びかけ（京都大）



学習お疲れ様でした！


