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ライフステージ別
県民共済の保障の選び方

入院保障2型 総合保障2型

   総合保障2型

家族が増えたり、マイホームを購入したりしたら、保障の見直しを。
必要な時に必要な額だけ備えておけば、掛金も抑えられます

結婚を機に保障の準備。
入院から死亡までバランス良く

こどもが独立したら死亡保障を抑えて。
今後に備えて貯蓄に回しましょう

独　身 結　婚 セカンドライフ子育て

ライフ
ステージの

変化

必要な
備え

独身 結婚 セカンドライフ子育て

入院保障2型

医療保障を重視、
死亡保障は小さく

入院や手術に手厚く対応
先進医療もカバー

月掛金2,000円 2,000円×2人
月掛金合計 4,000円

こども

こども

こども1型

こども1型

父2,000円+2,000円＝4,000円、母2,000円、子ども1,000円×2人
月掛金合計 8,000円

夫4,000円、妻2,000円
 月掛金合計 6,000円

熟年4型

 熟年入院2型

日帰り入院から死亡保障まで
しっかりカバー

父

母

夫

妻

入院保障2型

まずはライフステージで必要な保障をチェック

手頃な掛金で入院時の
負担をサポート

さまざまなリスクに
バランスよく備える

入院・手術・先進医療を
手厚く保障

手厚い医療保障と
死亡保障でバランスよく

たとえば… たとえば… たとえば… たとえば…
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STEP

1

病気になったとき・ケガをしたときの備え

家族の生活費・万が一のときの備え

子どもの教育費

特約をプラスして、さらに充実の保障を。
先進医療や三大疾病等に対応した特約コースもあります。

くわしくは県民共済まで問い合わせを。

+
※上記は支払いの一例。同様な事例の場合でも、加入コース、事故の状況、治療内容等により支払い金額が異なります　※18歳以降の基本コースについては、年齢区分に応じて保障内容が変わります
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自転車で転倒  1日通院
通院1日当たり2,000円×1日
●支払い共済金 2,000円

RSウイルスに感染  4日間入院
入院1日当たり5,000円×4日
●支払い共済金 20,000円

学校の窓ガラスを
誤って割ってしまった
修理代（損害賠償額）20,000円-免責（自己負担分） 
1,000円＝19,000円 
※1事故当たりの支払限度 1 型：100万円、2型：200万円。
通算支払限度額を超えるまでは何度でも使えます（1型：300
万円、2型：600万円）

●支払い共済金 19,000円

こども1型
支払いの一例

◆月掛金…4,000円
◆主な保障内容（65歳～70歳の保障額）
・病気入院…5,000円／1日当たり
　　           ※入院1日目から
・交通事故死亡…400万円
・不慮の事故死亡(交通事故を除く)…400万円
・病気死亡…200万円

①入院１日目からしっかり保障
②最長85歳まで自動更新
③掛金据え置きで保障を改善

POINT

熟年4型

わが子の
毎日に安心をプラス。
子どもの〝もしも〟
を幅広くカバーして

くれます。

毎日に安心をプラス。
子どもの〝もしも〟
を幅広くカバーして

◆月掛金…1,000円
◆主な保障内容（0歳～17歳の保障額）
・病気入院…1日当たり／5,000円
・ケガの通院…1日当たり／2,000円
・第三者への損害賠償
　1事故当たりの支払限度100万円
※ただし賠償責任額のうち1,000円は自己負担となります

・その他…契約者の死亡、交通事故、
　　　　　　不慮の事故、病気

こども1型

POINT
① 入院もケガによる通院も
   1日目から保障
② 手術や先進医療の
　保障も付いて安心
③第三者への損害賠償にも対応
④ 契約者が亡くなった場合にも保障

STEP

2 ◆月掛金…2,000円
◆主な保障内容（18歳～60歳の保障額）
・病気入院…1日当たり／10,000円　
・手術…25,000円・50,000円・  
 100,000円 ※同組合の定める手術
・先進医療…1万円～150万円
　　　　　※同組合の基準による

①入院は1日当たり
　10,000円の保障
② 手頃な掛金で手術や
　先進医療もしっかり保障
③年齢が上がっても掛金は
　上がりません
④掛金据え置きで保障を改善

POINT
入院保障2型

◆月掛金…2,000円
◆主な保障内容（18歳～60歳の保障額）
・病気入院…4,500円／1日当たり
・交通事故死亡…1,000万円
・不慮の事故死亡…800万円
　（交通事故を除く）
・病気死亡…400万円

①入院は1日目から保障
② 手頃な掛金で死亡も
　入院も保障
③年齢が上がっても掛金は
　上がりません
④掛金据え置きで保障を改善

総合保障2型
POINT

◆月掛金…2,000円
◆主な保障内容（65歳～70歳の保障額）
・病気入院…5,000円／1日当たり
　　           ※入院1日目から
・手術…10,000円・20,000円・
　40,000円 ※同組合の定める手術
・先進医療…1万円～75万円
                  ※同組合の基準による

①入院１日目から保障。
　さらに手術、先進医療にも対応
②最長85歳まで自動更新
③掛金据え置きで保障を改善

POINT

熟年入院2型入院や事故の
後遺障害、死亡なども

保障する「総合保障型」、手術・
先進医療等もカバーする「入院
保障型」を組み合わせて大きな
安心に。いざというとき、
共済金が迅速に支払われる
のは心強いですね。帝王切開での出産　7日間入院・手術

●加入コース　入院保障2型＋医療1型特約　
●月掛金　合計3,000円
入院保障2型：入院共済金 入院1日当たり10,000円×7日＝70,000円
　　　　　　 手術共済金100,000円
医療1型特約：手術共済金200,000円、入院一時金20,000円
※加入（コース変更）後1年以内の帝王切開については、手術共済金の対象となりません

●支払い共済金 390,000円

急性肺炎で入院　15日間入院
●加入コース　総合保障2型　　
●月掛金　2,000円
総合保障2型：入院共済金 入院1日当たり4,500円×15日＝67,500円
●支払い共済金 67,500円

交通事故で入・通院 5日間入院、14日通院
●加入コース　総合保障2型＋医療1型特約 
●月掛金　合計3,000円
総合保障2型：入院共済金 入院1日当たり5,000円×5日＝25,000円

　通院共済金 通院1日当たり1,500円×14日＝21,000円
　医療1型特約：入院一時金20,000円
●支払い共済金 66,000円　

ほっ

●加入コース　総合保障2型＋医療1型特約　
●月掛金 合計3,000円
　医療1型特約：手術共済金100,000円
●支払い共済金 100,000円

大腸ポリープで手術　日帰り（通院）手術

※月掛金4,000円で
「総合保障２型＋入院保障２型」もあります

※掛金と保障額が2倍の
　「総合保障4型」もあります ※掛金と保障額が半分の

　「熟年2型」もあります

※月掛金4,000円で
　「熟年２型＋熟年入院２型」もあります

※掛金と保障額が2倍の
「こども2型」もあります

初めての県民共済初めての県民共済
早わかり早わかりQQ&&AA

　「県民共済という名前は聞いたことあるけど、くわしく知らない」
「掛金が安くていいよ、と人から勧められたけれど、ほんとかしら」―。

　そんな方のために、県民共済の〝気になる〟に、
熊本県民共済生活協同組合に答えてもらいました。

　どれを選んだらいいのか分からないという方。県民共済にお電話いただ
くか、ホームページの入力フォームからお手続きください。地域を担当して
いる「地域サービス員」が自宅や職場まで資料のお届け・説明に伺います。
分かりやすい説明で、皆様に合う保障がきっと見つかります。

現在28万人以上が加入。
熊本県民の７人に１人（※）
が加入しています

　令和3年12月末の熊本県民共済の生命共済のご加入
者は計28万3,457人。熊本県の人口の７人に１人（※）
の方にご加入いただいている計算になります。
※熊本県の令和3年12月1日時点の人口（熊本県庁HP参照）より算出

A 手頃な掛金で、入院も死亡も
しっかり保障。0歳から
85歳まで保障が続きます

A 剰余金は毎年加入者に還元A

A
募集・集金経費や宣伝・広告費を抑えるなど、
低コストの仕組みのためです

熊本県に居住、勤務している方で、
0歳～満69歳の健康な方なら
         どなたでも加入いただけます

　月掛金2,000円以上のコースは、85歳まで自動継続で
す。掛金が変わらずに保障を受けることができます。また、
掛金据え置きで保障額のアップや保障項目の新設もされ
てきました。したがって長く安心できる保障だと言えます。

県民共済は、45都道府県
のネットワーク事業なの
で、転勤などで居住地・勤
務地が変わった場合も、転
居先の都道府県民共済に
管理を移す手続きをするこ
とにより、加入者の保障を
引き継ぐことができます。

　県民共済の情報をご家庭にお届けし、納得いただいた方
に自発的にお申し込みいただく低コストの仕組みにより、
〝手頃な掛金で手厚い保障〟を実現しています。また、営業
店舗を持たず、掛金は口座振替で集金経費を節約するなど
で掛金負担を軽くしています。

どのくらいの人が加入しているの？ どんなコース・保障があるの？ 掛金が戻ってくるって本当？

保障の種類が多くて、どれがいいか…。分かりやすく教えてもらえないの？

加入は誰でもできる？

A

掛金が安いのはなぜ？

A「地域サービス員」を呼んでください。
分かりやすく説明いたします！

　日帰り入院から死亡までバランスよく保障する「総合保障型」
「熟年型」。入院への手厚い保障を重視した「入院保障型」「熟
年入院型」。年齢や希望される保障内容に応じて、多彩なライン
アップをご用意しています。さらに手厚くするために、先進医
療・在宅療養・疾病障害などを保障する「医療1型特約」や、「新
三大疾病特約」「新がん特約」を付けることができます。さらに、
大切な住宅や家財を守る「新型火災共済」もご用意しています。

　令和2年度の年間受入掛金に対する
「支払い共済金」と「割戻金」の割合は約
81%。これは掛金がいかに加入者の役に
立ったかを示す数字（※）です。

※ 令和2年度収支／都道府県民共済
グループすべての共済事業

加入者への還元率 約 81%

支払い共済金
49.9%

準備金など
6.3%

事業費
12.6%

割戻金
31.2%

加入者への還元約81%

　「割戻金（わりもどしきん）」とは、毎年3月の決算で剰余金が生じたとき、3月
31日現在で共済に加入されている方を対象にお戻ししているものです。前年4
月保障分から当年3月保障分までの1年間に払い込まれた掛金に割戻率を乗じ
て算出し、例年８月の第一営業日に掛金振替指定口座にお戻ししています。
「割戻金」は、共済金を受け取った方も３月31日の時点で加入されていれ
ば、払込掛金に対して同じ率で還元いたします。

・こども型…払込掛金の30.44％
・総合保障型、入院保障型、医療特約…払込掛金の25.40％
・熟年型、熟年入院型、熟年医療特約…払込掛金の29.13％

熊本県民共済の割戻率実績（令和2年度）

A「こども1型」は1,000円。
「総合保障型・入院保障型」の
基本掛金は2,000円

保障も
しっかり

　お子さまの万が一を保障する「こども１型」は
月掛金1,000円、18歳～65歳を保障する「総合保障型・
入院保障型」の基本掛金は月掛金2,000円。掛金負担は
できるだけ小さく、どなたでも無理なく保障を備えられ
るように、創業以来変わらない掛金です。

月々の掛金はいくらから？

熊本県では、8割以上の人が
「地域サービス員」を通して加入。
説明の分かりやすさや、自分の家
族のことのように一緒になって考
えてくれる安心感が決め手に
なっているようです。

※地域サービス員は加入の審査・承諾はできません
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