
・このパンフレットは「団体長期障害所得補償保険」、「団体総合生活補償保険」の概要を説明したものです。ご加入にあたっては

必ず「重要事項のご説明 契約概要ご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくはご契約のしおり（普通保険

約款・特約）をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代

理店または引受保険会社にお問合わせください。

・ご加入の際は、加入申込票の各項目（生年月日・年令・性別・他の保険契約等の有無など）について正しくご記入ください。

・事故が起こった場合は、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受

保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

・この保険は長野県庁生活協同組合を保険契約者とし、その組合員を加入者および被保険者とする団体長期障害所得補償保険、団体

総合生活補償保険の団体契約です。

・団体長期障害所得補償保険、団体総合生活補償保険のご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者（長野県庁

生活協同組合）に交付されます。

・他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として加入申込票に記入していただきます。正しく記入し

ていただけなかった場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。

・健康状態告知書質問事項の回答内容や加入申込票記載事項（年令・他保険加入状況・保険金請求歴等）等により、ご契約のお引受

けをお断りしたり引受条件を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

・親介護一時金支払特約の保険金をお支払いした場合は、ご継続時に必ず補償内容の見直しが必要となりますので、ご注意ください。

・健康状態告知について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や、回答内容が事実と異

なっている場合には、保険期間の開始時（注）から１年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険期間の開始

時（注）から１年を経過していても回答がなかった事実、または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が保険期間の開始

時（注）から１年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。

（注）継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。

・保険期間の開始時（注１）より前に介護対象者に要介護状態の原因となった事由（注２）が発生していた介護による休業に対して

は、保険金はお支払いできません（※）。

※介護対象者の要介護状態が介護による休業補償初年度契約の保険期間の開始時より後に発生した場合で、介護対象者に要介護状

態の原因となった事由が発生した時が介護による休業を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して３６５日以前であると

きは、その介護対象者の要介護状態の原因となった事由は、保険期間の開始時以降に発生したものとして保険金お支払いの対象と

なります。

（注１）継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。

（注２）公的介護保険制度を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が生じた場合を含みます。

・ご加入内容の変更または継続しない旨のお申し出のない限り、ご継続時の被保険者ご本人の年令が満59才までまたは、ご継続時の

親介護一時金支払特約の特約被保険者もしくは親の介護による休業補償特約の介護対象者の年令が満89才まで保険契約の満了す

る日と同一内容（※）で継続加入のお取扱いをいたします。この場合、継続後の保険料は、継続日現在の保険料率および被保険者、

特約被保険者もしくは介護対象者の年令によって計算されます。

・傷害死亡保険金受取人は法定相続人となります。傷害死亡保険金受取人を指定される場合は、ご加入内容の変更となり、改めてお

手続きが必要です。この場合、被保険者の同意確認のために書類の提出をお願いすることがあります。

（ご注意） 保険金請求事故が多発した場合などについて、ご継続を中止させていただくことがあります。

・申込人と被保険者（補償の対象となる方）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いい

たします。

・親の介護による休業補償特約について、介護対象者が死亡した場合は、継続時に必ず補償内容の見直しが必要となりますので、ご

注意ください。

・親介護一時金支払特約、親の介護による休業補償特約は、特約被保険者（親）となる方に被保険者ご本人が代理して回答する旨を

了解いただき、被保険者ご本人が特約被保険者（親）の健康状態を回答してください。

また、親の介護による休業補償特約は、被保険者ご本人が介護対象者（親）の健康状態を確認し回答してください。

・この保険契約は2社による共同保険契約であり、各引受保険会社は引受割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。

引受幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務を行っ

ております。（団体長期障害所得補償保険の部分のみ）

●ご相談・お問合わせ先

長野支店 企業営業課
〒380-8570 長野市中御所岡田53-7
電話：026-226-2624
日本生命保険相互会社(非幹事分担割合5％) 団体長期障害所得補償保険の部分のみ

(取扱代理店)
長野県庁生活協同組合
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
電話：026-233-4071
FAX：026-234-1028

（2020年10月承認）（承認番号A20-102661）

（引受保険会社）

ご加入にあたってのご注意

ケガや病気で仕事ができない間、
最長65才まで補償を継続して
受けることができます。

加入資格
2020年12月1日において満15才以上満59才以下の長野県庁生活協同組合の組合員が加入できます。これらの対象にはならないパートタ
イマー、アルバイト、季節・周期的労働者の方と、欠勤等があっても収入が減少しない方は加入できません。

◆お申込方法
加入申込票に必要事項を記入、署名いただいたうえ、11月20日(金)までに生協まで提出ください。
前年同一補償内容で継続加入する方は自動継続扱いとなりますので、加入申込票の提出は不要です。
脱退の場合は加入申込票の「継続しない」欄に○をし、ご署名のうえ、ご提出ください。

◆加入申込票提出先 : 長野県庁生活協同組合 事務局 担当 竹内

◆保険期間(ご契約期間） : ２０２０年１２月１日午後４時より２０２１年１２月１日午後４時まで

◆保険料払込方法 : ２０２１年２月の給与より控除開始。（月払）

２０２０年１１月２０日(金)
申込締切日

親の介護による休業補償制度

病気やケガにより長期間仕事ができ

なくなった場合、最長60才まで収入

補償する制度です。
※収入補償制度のみでも加入できます。

※精神障害による休職も補償します。

親の介護による

休業補償制度
親が所定の要介護状態になり、

その介護のために休業した場合

に所定の補償額を受け取ること

ができます。

親介護一時金

支払特約
親が所定の要介護状態になっ

た場合に、所定の一時金を受

け取ることができます。
※収入補償制度に加入することによりオプションと

して選択できます。

【ご加入パターン】 ※下記以外のパターンでのご加入はできません。

①収入補償制度のみ ②収入補償制度+親介護一時金支払特約⇒①②は加入申込票Ａのみ提出ください。

③収入補償制度+親の介護による休業補償制度 ④収入補償制度+親介護一時金支払特約+親の介護による

休業補償制度⇒③④は加入申込票ＡとＢを提出ください。

収入補償制度

長野県庁生活協同組合の組合員の皆さまへ

収入補償制度 （団体長期障害所得補償保険・親介護一時金支払特約）

（団体総合生活補償保険（傷害補償MS&AD型）・親の介護による休業補償特約）
のご案内



長野県庁生活協同組合「収入補償制度」と「親の介護による介護休業補償制度」について

病気やケガで仕事ができなくなったら・・・
今の生活をつづけられますか？

傷病による長期療養時の収入補償制度（基本補償）
団体長期障害所得補償保険（GLTD） 親介護一時金支払特約（オプション）

もし 収入補償制度に加入すると・・・
こう変わります！

病気やケガによる休職が長期化し、90日を超えても職場に復帰できない場合に、ご加入
の口数に応じた保険金を、最長60才まで受け取れます。

病気やケガで休職する場合、有給休暇期間や傷病手当

金支給期間は、ある程度の収入が補償されます。

しかし、療養が長引いて長期にわたり働けなくなったらどう

なるでしょう。不幸にして退職せざるを得ず、収入が途絶

えてしまうこともあります。

また、所定の重度障害に該当した場合の障害年金などの

社会保障給付は、生活水準を維持するためには決して十

分な金額とはいえません。

毎日の生活費の備えは
大丈夫ですか？

いざというときの貯蓄は
ありますか？

購入したマイホームの
ローンは返済できますか？

お子様の授業料や進学
費用等の教育費は大丈
夫ですか？
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1)

傷病休職
基本給の8割

傷病手当金(※2)
標準報酬日額の

2/3

最長3年間

傷病により
失う収入収

入)

時間軸(定年まで))就業障害発生

※1 傷病休暇期間は自治体、傷病により異なります。
※2 傷病手当金の支給開始日はご加入の標準報酬月額等により異なります。受給期間は最長2年間です。

健

康

時

の

収

入

(

給
与

賞
与
等)

傷
病
休
暇
期
間

傷病休職
基本給の8割

傷病手当金
標準報酬日額の

2/3

収
入)

最長60才まで就業障害発生 最長3年間

受け取れる

保険金 受け取れる

保険金

受け取れる

保険金
最高10口 月額30万円まで
(加入口数を加入申込時に選択できます)

免責期間

90日

退職

●「精神障害補償特約」「天災危険補償特約」「妊娠に伴う身体障害補償特約(女性のみ)」を付帯しています。
●精神障害による就業障害の場合、てん補期間は最長24か月が限度となります。
●てん補期間は60才に達した日の属する事業年度の末日まで。ただし、免責期間の終了日の翌日から60才に達した日の属する
事業年度の末日までの期間が３年に満たない被保険者については、てん補期間を３年とします。

例えば 35才/男性/5口加入の場合

月額保険料2,485円

3万円 5口 15万円

あなたとご家族が1か月生活するのにどれく
らい収入が必要か、それに合わせて口数を
ご選択ください。

× ＝

加入対象者：2020年12月1日時点で満59才以下の組合員

加入セット名 Ｍ Ｆ

年令/性別 男性(M) 女性(F)

15～24才 307円 234円

25～29才 323円 326円

30～34才 388円 432円

35～39才 497円 611円

40～44才 681円 793円

45～49才 903円 1,031円

50～54才 1,027円 1,106円

55～59才 973円 947円

収入補償制度(基本プラン）

月額保険料表＜1口＝保険金月額3万円＞

毎月15万円
受取れます！

40才代以降の職員等の「親の介護による離職」が社会問題になりつつあ

り、厚生労働省も「仕事と介護の両立支援」に力を入れ始めています。

親の介護により休職する場合、有給休暇期間や介護給付金支給期間は

自身の病気やケガによる休職よりも非常に短くなっています。

介護問題に直面した方の多くは、介護に対する準備不足や休業せざるを

得なくなることへの強い不安を抱え込んでしまいます。
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時間軸(定年まで))介護の発生

※ 介護休業給付金の受給期間は最長3か月間です。補償額は標準報酬日額によります。

介護の発生

もし 親の介護で仕事ができなくなったら・・・
今の生活をつづけられますか？

傷
病
休
暇
期
間

親の介護による介護休業補償制度（オプション）
団体総合生活補償保険（傷害補償（ＭＳ＆ＡＤ型））
親の介護による休業補償特約セット

※年令は、2020年12月1日時点の満年齢です。
※最高10口まで加入できます。｢加入口数×3万円×12」が
年収の50％以内になるように加入口数を設定してください。

※①収入補償保険（基本プラン）のみの加入もできます。

2

100万円

45～49才 20円

50～54才 40円

55～59才 100円

60～64才 220円

65～69才 510円

70～74才 1,170円

75～79才 2,600円

80～84才 6,580円

85～89才 13,560円
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親介護一時金額

〔免責期間(フランチャイズ期間)：30日〕

加入セット名

介護休職補償制度に加入する
と・・・こう変わります！

親の介護による休業補償制度
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免責期間93日（介護による休業補償保険金）

親
介
護
一
時
金

免責期間（フランチャイズ期間）30日（親介護一時金）

介護による
休業補償
保険金

介護休業
給付金
約67％

親介護一時金支払特約（オプション）

親が要介護2※以上になり、その状態が要介護状態開始日からその日を含めて30日を超えて継続した
場合に、保険金(一時金)をお支払いします！！

親が要介護2※以上になり、その介護による休業を開始した日を含めて93日を超えて継続した場合に、
保険金をお支払いします。（てん補期間は1年間・傷害死亡・後遺障害保険金額100万円がセットされま
す）

＜出典：生命保険文化センター平成２７年度
「生命保険に関する全国実態調査」より＞

有
給
休
暇

退職

3カ月

12カ月

「親の介護」について
考えたことはありますか？

認定者数は年々増加しています。

■ 要支援・要介護認定者数

●2000年：約218万人

●2017年：約633万人
約2.9倍！

親が要介護２以上の認定を受け、親の介護により休職した
場合に所定の保険金を受け取ることができます。

K
100万円

全年令共通　120円

10万円

45～49才 20円

50～54才 30円

55～59才 80円

60～64才 180円

65～69才 420円

70～74才 950円

75～79才 2,120円

80～84才 5,500円

85～89才 11,150円
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介護による休業補償保険金（月額）

〔てん補期間：12カ月、免責期間：93日〕

加入セット名

傷害死亡・後遺障害保険料

傷害死亡・後遺障害保険金額

親の介護による休業補償制度

【親介護一時金支払特約・親の介護による休業補償特約共通】
●プランは、親介護の特約被保険者（介護対象者）となる
方(被保険者ご本人およびその配偶者の親）の2020年12月1日時点の満年令での保険料となります。
●上記は、特約被保険者（介護対象者）お一人あたりの保険料です。
●親介護一時金支払特約について、引受保険会社が保険金をお支払いした場合、また親の介護による休業補償特約につ
いて、介護対象者が死亡した場合は、継続時に必ず補償内容の見直しが必要となりますので、ご注意ください。
●お選びいただいたプランの保険金額が特約被保険者全員に共通して適用されます。
※「要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)、要介護3以上から要介護2
以上への補償範囲拡大に関する特約(介護による休業補償特約用)のセットにより補償範囲が要介護２以上へ拡大されます。

月額保険料表

月額保険料表 オプション補償

オプション補償

親介護一時金支払特約

●親介護一時金支払特約は収入補償制度に特約と
してセットすることができます。

※収入補償制度が主契約となりますので、親介護一時金支払特約のみ
の契約はできません。ご注意ください。

※記載の保険料は、団体割引5％（被保険者数が20名以上100名未満の場合の割引率）が適用されています。



サービスのご案内

健康・医療・
介護
ご相談

メンタル
ご相談

各種手続き
ご相談

健康・医療・介護のご相談
健康や医療に関するご相談、介護に関するお悩みに、看護師等の専門スタッフが電話でアドバイスします。

セルフ健康診断サポート
最寄りの人間ドック施設などをご紹介します。電話またはＷｅｂ（健康・介護チャンネル）でご利用いただけます。（注）各種検診・
サービスの費用は、ご利用いただく方の自己負担になります。

病院情報のご提供
全国約１６万件のデータベースより、いつでもどこでもお探しの全国各地の病院等の情報をご提供します。
（注）このサービスは情報提供のみで、紹介状の発行等は行いません。

税務・フィナンシャルサポート
医療費控除など、日常生活の税務に関するさまざまなご相談に、税理士による電話相談をご利用いただけます（予約制）。
（注）一般的なご質問については、専門スタッフがお応えする場合があります。

公的給付申請サポート
障害年金などの公的給付の申請について専門スタッフが電話でアドバイスします。

福祉情報のご提供
お住まいの地域の福祉情報を介護福祉士等の専門スタッフが電話でご案内します。

メンタルＩＴサポート
Ｗｅｂで提供する健康・介護チャンネルでストレスのセルフチェックやメールによるメンタル相談等が可能です。メールによるご相談
は精神科医等がお応えします。
（注１）治療に関するご相談はお受けできません。
（注２）メールでのご回答は、通常３～４営業日程度要しますが、ご相談内容によってはそれ以上の日数を要する場合があります。

メンタル相談サポート
会社には相談しづらい“こころの悩み”に看護師等の専門スタッフが電話でアドバイスします。なお、ご希望により、臨床心理士等に
よる電話相談もご利用いただけます（予約制：平日10時～17時）。
（注）治療に関するご相談はお受けできません。

※サービスをご利用いただける方は被保険者（補償の対象となる方）となります。
※保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。また、緊急の場合やご相談内容によってはサービスをご利用できない場合があり
ます。

※サービス内容によりご利用日・ご利用時間が異なります。
※サービスは、保険期間終了後はご利用いただけません。
※サービスは、事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
※サービスは、あいおいニッセイ同和損保が委託している提携サービス会社がご提供します。
※上記はサービスの概要を記載したものです。サービス内容の詳細およびご利用方法については、ご加入後に加入者証と共に交付する「団体長
期障害所得補償保険サービスガイド」でご確認ください。

「収入補償制度」に加入された被保険者（補償の対象となる方）は、以下のサービスをご利用いただけます。

医療カウンセリングサービス
■セカンドオピニオンのご相談 ■面談専門医のご紹介 ■“がん” 粒子線治療のご相談

健康安心サポート
■健康検診サービス（人間ドック施設のご紹介／ PET 検診施設のご紹介／在宅検診のご紹介）

■健康・医療ご相談（健康・医療のご相談／病院情報のご提供／夜間休日医療機関情報のご提供）

■介護安心サービス（介護安心相談／介護に関する業者・施設情報のご提供）／認知症TESTER（テスター）

■メンタルご相談（メンタルヘルスのご相談） ■暮らしのトラブル（法律）・税務ご相談（法律のご相談／税務のご相談）

「親の介護による休業補償制度」をセットされた被保険者（補償の対象となる方）は、以下のサービスをご利用いただけます。

（2020年10月承認）（承認番号A20-102661）

※サービスをご利用いただける方は被保険者（補償の対象となる方）となります。
※保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。また、緊急の場合やご相談内容によってはサービスをご利用できない場合があり
ます。

※サービス内容によりご利用日・ご利用時間が異なります。
※サービスは、保険期間終了後はご利用いただけません。
※サービスは、事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
※サービスは、あいおいニッセイ同和損保が委託している提携サービス会社がご提供します。
※上記はサービスの概要を記載したものです。サービス内容の詳細およびご利用方法については、ご加入後に加入者証また「団体総合生活補償
保険サービスガイド」でご確認ください。

生活安心サポート
■健康・医療ご相談（健康・医療のご相談／病院情報のご提供／夜間休日医療機関情報のご提供）

■ホームヘルパーサポート（ホームヘルパー業者のご紹介）

■暮らしのトラブル（法律）・税務のご相談（法律のご相談／税務のご相談）
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もし突然、親が倒れて寝たきりになったら…親の介護について考えたことはありますか?

収入補償制度には『親介護一時金補償』の
セットが可能です！

長野県庁生活協同組合の組合員の皆さまへ

親の介護は誰にでも起こりうる問題です

親の介護は、事前準備が困難です。あいおいニッセイ同和損保では、GLTDのオプション特約として、親の介護
に備えることができる「親介護一時金支払特約」をご用意しました。この機会に親の介護への備えについて考え
てみませんか？

※「公的介護保険制度」では、要介護認定された場合に、介護サービス（自己負担額１割または２割）を受けることできます。

親の介護問題は他人事ではありません。
「親介護一時金支払特約」へのご加入で、介護の初期費用や介護時に役立つサービスなど
の介護への備えを用意できます。ご加入をぜひご検討ください。（詳細は裏面をご覧ください）

＜参考＞親が65才未満の場合、介護費用が全額自己負担になることがあります！

約341万人

約153万人

18年間で2.2倍に！

・認定者数は増加の一途で
平成30年度には約341万人に！
・今後も増えていくことが
予想されます！！

・要介護認定率は60才代後半から
増加し、80才代後半では約4人に１人
が要介護２※以上の認定
・親の介護問題は他人事では
ありません！

※ 要介護２とは、自力での立ち上がりや
歩行が困難等で、１日に１回は何らか
の介護サービスが必要な状態です。

＜出典：厚生労働省「平成30年度 介護保険事業状況報告（全国計)」 および政府統計の総合窓口「人口推計（平成31年
3月）」をもとに引受保険会社作成＞

要介護２※以上の認定者数

80才代後半の約4人に1人！
年令層別要介護2※以上の要介護認定率

約4人に1人

24.2%
12.0%

5.5%

2.7%1.4%

＜出典：厚生労働省「平成30年度 介護保険事業状況報告（全国計）」 より＞

（万人）

・40才以上65才未満の人が「公的介護保険制度※」の介護サービスを受けることができるのは、以下の場合となります。

末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病（特定疾病）により要介護認定された場合

・交通事故等のケガが原因で要介護認定されても、介護サービスにかかる費用は全額自己負担になります。

（注）公的介護保険の高額介護サービス費制度が適用されるケースについては、自己負担の上限額が適用されることがあります。

＜団体長期障害所得補償保険＞



GLTD 「親介護一時金支払特約」の補償

「健康・医療・介護のご相談」

健康・医療・介護のご相談（注）

健康や医療に関するご相談、介護に関するお悩みに
看護師等の専門スタッフが電話でアドバイスします。

突然の介護で不安を抱え込んで
しまう方も多いです。事前に情報
収集したり、悩みを相談できる先
を確保できると安心です。

引受保険会社 取扱代理店

■このチラシは団体長期障害所得補償保険の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「収入補償制度・介護休職補償制度のご案内」パンフレットおよび
「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につき
ましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

長野支店 企業営業課 電話：026-226-2624
〒380-8570 長野市中御所岡田53-7
日本生命保険相互会社（非幹事分担割合５％）

長野県庁生活協同組合
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
電話：026-233-4071 FAX：026-234-1028

2020年10月承認(B20-102589)

＜出典：生命保険文化センター 平成３０年度 「生命保険に関する全国実態調査」より＞

介護の初期段階にまとまった資金が必要となります。

（注）「健康・医療・介護のご相談」は、GLTDのサービスである「就労支援トータルサービス」の一部です。
「就労支援トータルサービス」の詳細は、パンフレットをご覧ください。

初期段階でかかる自己負担額

親介護一時金により住宅改修費・福祉用具の購入費等、介護の初
期段階でかかる費用に備えることができます。

被保険者ご本人の親またはその配偶者の親のうち、加入時に指定した方が要介護状態※と
なり、その要介護状態が要介護状態開始日からその日を含めて３０日（フランチャイズ期
間）を超えて継続した場合に、保険金をお支払いします。
※公的介護保険制度の「要介護２」以上の認定を受けた状態（公的介護保険制度の給付対象外となる場合は特約に定める
基準による状態）をいいます（要介護３以上から要介護２以上への補償範囲拡大に関する特約（介護一時金支払特約
用）セット）。

親介護一時金支払特約の概要

GLTDに加入された被保険者（補償の対象となる方）は、介護のご相談ができるサービスを
ご利用いただけます。

「親介護一時金支払特約」は、親が要介護状態となった際に一時金をお支払いする特約です。

・福祉用具の購入費※

・住宅改修費※

・介護者の交通費、宿泊費（遠方の場合） など

【初期段階で必要となる費用例】

※公的介護保険制度により自己負担額は１割または２割

（注）お支払いできる保険金等の詳細は、「収入補償制度・介護休職補償制度のご案内」パンフレットをご覧ください。

（注）公的介護保険の高額介護サービス費制度が適用されるケースについては、自己負担の上限額が適用されることがあります。

※上記以外に個別の事情によりその他の費用が必要となります。

介護初期段階にかかる
自己負担額は

平均６９万円


