
64歳以下 65歳以上

Ａ型65歳未満 給付日額 給付限度日数 待機期間 保険料区分 入院 自宅療養 業務上 10,000円
病気入院 3,500円 200日 5年 特1種 5,500円 4,000円 業務以外 5,000円
負傷入院 3,500円 200日 3年 第1種 5,000円 3,500円
自宅療養 2,500円 100日 3年 第2種 4,000円 2,500円
Ｂ型65歳以上 給付日額 給付限度日数 待機期間 第3種 3,500円 2,000円
病気入院 1,500円 100日 5年 第4種 3,000円 1,500円
負傷入院 1,500円 100日 3年 第5種 3,500円 2,000円
自宅療養 1,500円 100日 3年 第6種 3,000円 1,500円

2,000円
4,000円
6,000円
9,000円

12,000円
配
偶
者

入院
1,000円

（※64歳以下）

64歳以下 65歳以上

子 5,000円
64歳以下 親 5,000円

1,000,000円　　　
2,000,000円以内
2,000,000円以内

配偶者 340,000円
子 170,000円
親 51,000円

持家 20,000円
借家・間借 10,000円

全壊・流出の場合
半壊の場合
床上浸水の場合
一部壊の場合

5,000円

火災の場合
損壊の場合
盗取・汚損・き損 最高3,000,000円
通貨(１万円以上） 現金最高200,000円
預貯金証書等 預貯金最高2,000,000円

1人につき 最高520,000円

（注1）65歳～69歳移行共済加入者

平成26年4月1日現在

給　付　金　一　覧

事　　由
セット共済 けんろう共済　 長建国保

本
　
　
　
　
　
　
人

入院

 
自宅療養

入院給付金

　休業30日以上
　休業90日以上
　休業120日以上

不慮の事故入院

組合慶弔
団体生命　＋　慶弔給付 組合員本人対象です 仕事中の負傷は労災です

休業補償共済金 傷病手当金（組合員本人） 傷病見舞金

・入院14日以上又は  自
宅療養30日以上

・業務上とは、組合活動
中

・仕事中の負傷には給付なし（労災給
付）
・自宅療養は骨折（骨に達する負傷）
のみ給付
・1日目から最高80日限度

配偶者入院見舞金（組合員の配偶者）
　1日あたり2,000円最高60日間（12万円）
　（長建国保の扶養に入っている配偶者）

非該当

　休業14日以上

不慮の事故入院 4,000円 2,000円 　　0円

交通事故入院 5,500円
 3,500円 1,500円

非該当

　通院 750円 　750円 　750円

　　・病気入院は対象外です。
　　・入院・最高180日間
　　・通院・実通院日数90日限度
　　・組合活動中にも上乗せ給付あり。 ・免責期間は4日間

・入院に引き続いての自宅療養は免責期間なし
・給付申請には医師の証明が必要
・労災事故の労務不能時にも給付されます。

傷病見舞金
　休業 7日以上

※左記、全組合員対象見舞金

　見舞金は日額給付ではありません。

4,510,000円　　　 2,510,000円 510,000円

  5,680,000円以内
1,680,000円以

内

非該当

葬祭費 香料

組合員 （2）65歳～69歳移行共済加入者

組合員　　　　　　　　20,000円 組合員　　　　　　　50,000円

業務上 105,000円

死亡・障害給付金

15,000円

不慮の事故死亡・障害 8,680,000円以内   4,680,000円以内

　680,000円以
内 配偶者 15,000円


交通事故死亡・障害 9,680,000円以内

本
　
人

死亡・重度障害

非該当

家
　
　
　
族

死亡・重度障
害

死亡弔慰金

配偶者

非該当

死亡弔慰金

病気死亡・重度障害

家族　　　　　　　　 50,000円
（長建国保の扶養に入っている家族）

病気死亡・重度障害 業務上とは、組合活動中
※子・親は同居に限る。

不慮の事故死亡・障害
交通事故死亡・障害

死亡弔慰金
親は本人・配偶者の両親

※同居問わず

業務外

結婚祝金　　　10,000円

銀婚
　　組合員本人

銀婚祝金　　　　　　　　　　　　　　　5,000円  （入籍25年以上の方、本年度はS60.7.1～対象） 非該当 非該当 非該当

結婚
　　組合員本人 結婚祝金　　　　　　　　　　　　　　　8,000円 結婚祝金　　　　　　　28,000円 非該当

出産祝金　　　　5,000円

子の就学
就学祝金　　　　　　　　　　　　　　　2,000円　(小・中・高・大) 就学祝金　3,000円（小・中のみ） その他の補助

出産
　　子供が生れた
時 出産祝金　　　　　　　　　　　　　　　3,000円 出産祝金　　　　　　　33,000円

出産育児一時金
・一児につき　　　　　　420,000円
※女性組合員本人及び扶養に入っている
方
・出産手当金（女性組合員・最高21日間）

見舞金

住宅災害 住宅災害見舞金　　　　　　　　　（家財のみ保障）
・組合健康診断
(加入者全員対象、2,000円で受診出来ま
す。その他、前立腺がん検診・石綿健診の
受診も出来ます。尚、特定健診・特定保健
指導も含まれます。)

・病院等で受けた人間ドック（30歳以上の
本人・家族）・脳ドック（40歳以上の本人の
み）の費用を補助します。（上限10,000円）

・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの予防接種費用を補助
　（加入者全員対象、上限3,000円）

・保養のための国内旅行（日本旅行・近畿
日本ﾂｰﾘｽﾄ）に補助がでます。（上限3,000
円）

災害による住宅の
　　　　　　 全焼、全壊、流出

火災・落雷・爆発等

自然災害

※対象資格の詳細については、組合までお問い合わ
せください。

盗難

同居親族の被災死亡

全焼・全壊の場合
半焼・半壊の場合
一部焼損等の場合

最高3,700,000円

風水害

最高2,160,000円
最高1,275,000円
最高　975,000円
最高　360,000円

地震 最高　670,000円

注1.）　（1）（2）の65歳～69歳移行共済加入者は、平成17年～19年の12月1日現在におい
　　　　　て64歳に該当され組合在籍2年以上の方が該当になります。

資格取得祝金

建設業に関する全ての作業主任者 3,000円

２級施工管理士、電気（電気通信工事担当者 等）

最高3,000,000円
最高3,000,000円

建築士、１級施工管理技士
技能士（特級・１級・２級・単一等級）

信州伝統大工・第一種電気工事士　等
10,000円


