
仲間の助け合いがあるから…

特別措置 「避難見舞金」 「死亡見舞金」 「火災共済契約の特別措置」

特別措置 支払い金額 支払い条件等

避難見舞金

死亡見舞金

火災共済契約
の特別措置

組合員１人につき１０万円

組合員本人

全壊

【１. 地震 ・ 津波】
組合員本人または同一生計の親族が、①地震 ・ 津波により警戒区域または避難勧
告区域に指定されている②２０１１年３月１１日を法適用日とする災害救助法の適用
地域 （東京都を除く） ―のいずれかで、 どちらも２０１１年３月１１日以降４月１０日
までの間、 ２週間以上継続して避難している場合

【２. 福島原発事故】
居住地が南相馬市、 浪江町、 双葉町、 大熊町、 富岡町、 楢葉町、 広野町、 葛
尾村、 川内村、 田村市 （都路町、 常葉町、 滝根町、 船引町）、 飯舘村 （蕨平、 長泥）、
いわき市 （久之浜町、 大久町、 川前町、 小川町、 四倉町） の組合員本人または
同一生計の親族で、 原発事故により２０１１年４月１日において継続して避難してい
る、 または屋内退避している場合。　　　　

●対象は、 電通共済生協に登録されている親および子どもです。

●総合共済の 「死亡見舞金」 に加算しお支払いします。

●住宅と家財の損害額の合計が２０万円を超える場合にお支払いします。

※地震 ・ 津波、 原発事故による重複支払いはありません。

（支払限度額
　２００万円）

組合員の配偶者

組合員の親

組合員の子

１０万円

３万円

１万円
１万円

半壊

一部壊・床上浸水

１口あたり
住宅 ・ 家財ともに

５０００円

２５００円

　５００円

１口あたり
住宅 ・ 家財ともに

１口あたり
住宅 ・ 家財ともに

対象となる共済制度 「総合共済」 「生命共済 〈ささえ愛〉」 「自然災害共済 〈おまかせ〉」

共済制度 支払い金額 支払い条件等
組合員本人 ●特別措置の 「死亡見舞金」 を加算しお支払いします。

　組合員本人３０万円＋１０万円 （特別措置）
　組合員の配偶者１０万円＋３万円 （特別措置）
　組合員の親３万円＋１万円 （特別措置）
　組合員の子２万円＋１万円 （特別措置） ／３万円＋１万円 （特別措置）

●住宅と家財の損害額の合計が２０万円を超える場合にお支払いします。

組合員の配偶者

組合員の親

組合員の子

３０万円
１０万円

２万 /３万円
３万円

総合共済

生 命 共 済

自然災害共済
大型タイプ３万円
標準タイプ２万円

●住宅の損害額が１００万円を超える場合には住宅契約 ・ 家財契約ともお支払いします。
●住宅の損害額が１００万円未満でも家財に１００万円を超える損害があった場合
　 には、 家財契約のみ 「一部壊」 としてお支払いします。

２万５０００円

死亡・重度障害 １００万円

地震 ・ 津波等による
住宅 ・ 家財の損害

付属建物等特別共済金 大型タイプ契約者のみ一世帯あたり３万円。 付属建物および付属工作物の損害額が
２０万円を超える場合にお支払いします。 （ただし、 住宅契約の加入口数が２０口以上）

傷害費用共済金 契約者または契約者と同一生計の親族の死亡および身体障害に対し、 契約口数１
口あたり最高１万円、 １事故１人につき最高６００万円。 １００万円を超える損害で地
震等共済金が支払われた場合に一定の条件のもとお支払いします。

全壊

半壊

一部壊・床上浸水

５万円

１万円

１口あたり

●組合員本人契約 ・ 配偶者契約 ・ 子ども契約があります。

全壊

半壊

一部壊

１口あたり
住宅 ・ 家財ともに

１口あたり
住宅 ・ 家財ともに

１口あたり
住宅 ・ 家財ともに

大型タイプ
１万５０００円
標準タイプ１万円
大型タイプ３０００円
標準タイプ２０００円

住
宅
災
害

死
亡

〈おまかせ〉

 〈ささえ愛〉

現職組合員用

（大型タイプのみ）

（地震等共済金が支払われる場合）

●組合員が居住している建物が対象です。

●借家は占有部分と家財の損害の合計が２０万円を超える場合に対象となります。

地震などのとき、 住宅の損害額が２０万円超１００万円以下の場合は、 １回の事故
につき一世帯当たり大型タイプ４万５０００円、 標準タイプ３万円をお支払いします。
（ただし、 住宅契約と家財契約の合計加入口数が２０口以上）

地震等特別共済金

　「東日本大震災」で被災された組合員・ご家族の皆さん、避難を余儀なくされている皆さんに心よりお見舞い申
し上げます。
　電通共済生協では、「東日本大震災」に関わる保障について、共済金額を削減することなく支払うほか、「特別措置」
を含めた見舞金の支払いを行ないます。電通共済生協は、「職域共済」としての役割と責任、皆さんの信頼・安心
感に応えるため、関連事業団体および基本組織と連携を図りながら被災された組合員・ご家族の皆様の生活再建へ
の寄与に全役職員が総力を挙げて対応させていただきます。

電通共済生協は、共済金支払いに加えて「特別措置」による見舞金支払いを実施

（床上浸水）

（床上浸水）



ご不明な点は、 所属の分会また電通共済生協コールセンタにお問い合わせください。

【死亡が確認できる書類（添付書類）】
　●死亡の場合…死亡共済金請求時に必要な提出書類である「死亡診断書（死体検案書)」について、①「死亡記事(新聞名・
　　日付 )」　②「埋葬許可書」　③「市町村発行の死亡報告書」をもって代用（コピー可）できるものとします。
　●行方不明者の場合…行方不明時に必要な提出書類である「危難失踪通知書」等を公的機関（警察・市町村役場など）の
　　「遭難報告書」等をもって代用（コピー可）できるものとします。あわせて「念書」の提出が必要です。
　

共済金・見舞金の請求手続きについて

避難見舞金（特別措置）
地震 ・ 津波による被災もしくは、 原発事故で避難を余儀なくされた組合員 ・ 家族に対し、 組合員１人あたり１０万円を

お支払いします。　「避難見舞金」 は当面必要な費用として、 迅速にお支払いするために請求書の提出を省略しました。

対象となる組合員は、 所属の分会にお申し出 （手続き） ください。

死亡見舞金（特別措置 ）／総合共済／生命共済〈ささえ愛〉
組合員本人・配偶者・子どもの死亡

「共済金請求書 （死亡 ・障害）」 を記入し、 生命共済 〈ささえ愛〉 を契約している場合には死亡が確認できる書類 （下

記参照） を添付のうえ分会に提出してください。 生命共済 〈ささえ愛〉 の契約がない場合には、 添付書類は必要あ

りません。 「共済金請求書 （死亡 ・ 障害）」 の提出により、 「総合共済の死亡見舞金」 および 「死亡見舞金 （特別

措置）」、 生命共済 〈ささえ愛〉 を契約の場合には 「生命共済死亡共済金」 が支払われます。

親の死亡
「総合共済請求書」 を記入し、 分会に提出してください。 添付書類は必要ありません。

火災共済の特例措置／総合共済／自然災害共済〈おまかせ〉
自然災害共済 〈おまかせ〉 の契約がある方 （保障の対象となる方） と、契約がない方 （保障の対象とならない方） で、

手続き方法が異なります。

自然災害共済〈おまかせ〉の契約がある方
分会に罹災報告をしてください。

罹災報告受付け後、 全労済が現場調査を行ないます （全労済から直接、 組合員に調査等に関し連絡がいきます）。

現場調査後に 「共済金請求書 （住宅災害）」 を記入し分会に提出してください。

「自然災害共済 〈おまかせ〉 の地震等共済金」 と合わせ 「火災共済の特別措置」 「総合共済の住宅災害見舞金」

が支払われます。

※今回の震災は、 被害が甚大かつ広範囲であることから調査日までに時間を要することについてご了承願います。

自然災害共済〈おまかせ〉の契約がない方
全労済の現場調査は省略し、電通共済生協での書類審査となります。「共済金請求書 （住宅災害）」 を記入し、「自

治体の罹災証明書（全壊・半壊の場合）」「修理見積書」「被災箇所の写真」を添付のうえ、分会に提出してください。

「総合共済の住宅災害見舞金」 と火災共済を契約している場合には 「火災共済の特別措置」 が支払われます。

避　難

死　亡　

住宅災害

全労済の現場調査の前に建物の修理や損壊家財の廃棄をする場合は、 「修理見積書」 および 「被災箇所の写真」 を用
意してください。 写真は、 屋根の上など、 危険な場所や撮影困難な場合は、 業者が修理する時に撮影してもらうなどの
方法で対応してください。

請求手続き・罹災報告は、分会にお申し出ください。

※自治体の罹災証明書 （全壊 ・半壊） を取得されている方は現場調査を省略する場合があります。


