


●生協理事長のご挨拶
生協と学生総合共済等各種保障制度に加入して、
実り多い学生生活を！
新入生の皆さん、合格おめでとうございます。心よりお祝いを申し上げます。
中京大学生協は今年、創立33周年を迎えます。非営利団体である生協は、

学生、教職員の出資と信頼に支えられ、皆さんの学生生活になくてはならな
い存在に発展してきました。多くの先輩が生協の運営に参加され、学生の成長の場にもなっています。
新入生の皆さんも生協と学生総合共済等各種保障制度にご加入いただき、店舗利用や事業運営の参加を
通して、実り多い学生生活を過ごされることを期待します。

中京大学生活協同組合
理事長 岡本 祥浩
（総合政策学部教授）

中京大生の
90%が組合員

中京大学

●中京大学生活協同組合について
中京大学生協は中京大学から福利厚生事業の委託を受け、

学生・院生・教職員一人ひとりが出資し、運営し、利用する組織であり、大学生活を豊かにしていく為の、
営利を目的としない組織です。
中京大学生協の店鋪、サービスをご利用いただく為には、生協に加入していただく（出資）必要があります。

生協出資金については、6 口（30,000 円）をお預けいただくようにお願いしています。また、この出資金
は卒業等生協脱退時にお返しいたします。
生協は、名古屋・豊田の両キャンパスで、書籍（教科書）、購買、自動車学校受付、住まい探し、食堂、

共済の各事業を行っています (※名古屋キャンパスでは食堂の運営は行っていません )。生協にご加入いた
だく事で、文具購入・教科書購入・自動車教習所等がお得に利用できます。入学から卒業まで皆さんのキャ
ンパスライフを応援します。

❷ ❸

4年間の学生生活を支える生協のお店

入学準備のスタートは
中京大学生協への加入から

●名古屋キャンパス
教科書や専門書などの書籍やパソコン関連商品など幅広い品揃
えで総合的に大学内の学びを支えます。
自動車学校や各種スクールの受付も行っています。
春の教科書販売もこちらで行います。

お弁当、おにぎり、パン、ドリンクなど、学内の食を支えるコ
ンビニ店です。店舗内のキッチンでつくられる温かい丼弁当や
ホットスナック類が人気です。食品類のほか、生協・共済カウ
ンターでは生協の加入、脱退手続や共済の給付申請、加入受付
を行っています。

定食メニューをはじめ、ラーメン、和麺などの麺類や、丼メ
ニューも充実した大学生の食生活を支えるフードコートタイプ
の食堂です。「北海道フェア」などのご当地フェアや季節限定
のメニューなどを毎年開催しています。

名称

創立

組合員数

出資金

事業高

中京大学生活協同組合

平成元年 2月 22日

13,661 名
（2022 年 2月末現在）
３憶 3,104 万円

（2022 年 2月末現在）

7憶 4,310万円
（2021 年度）

●中京大学生協がおすすめする保障やサービスについて

生協
加入

ご自身の
保障

他人に
対する
賠償

学内で
使える

電子マネー

困りごと
解決

扶養者のもしもに備える上記の基本プラン

詳しくは同封のパンフレットお読みください ⇒

●豊田キャンパス

●購買・書籍 プラザ・リーブル

●学内コンビニ・生協窓口 プラザ・ヴィー

●購買・書籍・生協窓口 プラザ・ドゥ

●食堂 フードコート・リスタ

専門書から文庫、雑誌などの書籍類。文具、パソコンなどの
勉学関連商品。お弁当、おにぎり、パンなどの食品類など大
学生活に必要な様々な商品を扱う総合店舗です。サービスカ
ウンターでは自動車学校の申し込みも受付けています。



大学生協の学生総合共済は､学業継続への影響が大きな長期入院（精神疾患による入院等を含む）、地震･津波や
危険なスポーツによるケガの保障もあります。
また、治療実費を保障するのではなく、入院等の事実に基づいた定額での保障となっています。これは独自の実

態調査により、医療費＋αの現実的に必要な金額を念頭に置いているからです。
掛金は１ヵ月あたり1,200円となっており､少ない掛金で充実した保障を実現できています。他の制度と掛金のみ

を単純に比較するのではなく、ぜひ保障内容や付帯サービス、支払実績等含めて総合的に判断していただきたいと
考えています。「すべての学生の卒業までの学業継続」を第一に考えた【学生総合共済】を中京大学生協は自信を
持っておすすめします。

学生総合共済は、学内の生協窓口で相談・給付申請
手続きができ、学生生活をサポートします。

ケガによる通院は１日目から90
日分（固定具保障を含む）を保障し
ます。病気もケガも入院1日目から
360日分まで保障します。

国内・海外を問わず24時間保障で
す。アルバイト中や留学中の病気
やケガも保障します。

こころの病（精神疾患）での入院も保
障します。また、24時間365日相談で
きる学生生活無料相談テレホンも利
用できます。

新規契約の申込み以前の発病で
も、1年経過後は発病日を問わず、
保障対象です。
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◆学生総合共済

学生総合共済の給付実績（中京大学）

給付件数 672件
給付金額 44,082,000円

2021年4月～2022年3月

1位 親知らず抜歯（入院）
2位 自然気胸
3位 神経の病気

事例による給付の割合

中京大生に多い病気

1位 スポーツ事故
2位 自転車・原付の交通事故
3位 日常生活中の事故

中京大生に多いケガ

中京大生のたすけあいアンケートより

こころの
早期対応 17件
¥170,000

事故通院・手術
・固定具使用
 488件
¥20,822,000

病気入院・手術
153件
¥9,470,000

◆学生総合共済 おすすめする５つのポイント
意外に多い大学生の事故や病気。だからおすすめしています。

（年払い）14,400円 ※１ヵ月あたり1,200円

大学に入学すると、日常生活でも行動範囲がぐんと広がります。社会人にな
る一歩手前の大学生活は自分の行動には自分で責任をもつことが求められま
す。自分の健康や安全もこれまでのように親まかせにしないで､自分で気を
つけることが大事。でも、もし病気になって入院したら？もしケガをしてし
まったら？もし扶養者が亡くなってしまったら？そんなときのために大学生
活をまもるための保障が必要です。
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大学生活は高校までとは違います！
◆学生総合共済・各種保険等へのご加入をおすすめします

1年間の給付件数672件というのは、
加入者の10.2%にあたり、約10人に1人が
1年で給付を受けていることになります。

19 号館１階

■バスケットの部活中の左膝前十字靱帯損傷のケガ
＜２年生＞入院 13 日 通院 5日 手術 1回 給付金額 190,000 円
・加入後すぐのケガでしたが、結果的に 13日間の入院と手術で高額な治療費になりました。
共済の共済金があったおかけで助かりました（母）

■鼠径ヘルニア
＜４年生＞入院 7日 手術 1回 給付金額 120,000円
・突然やってきた病気で自分自身も驚きました。万が一のために加入していた共済のおかけで助かりま
した。加入者の皆さんに感謝しています。ありがとう。

（給付実績・給付事例は、2021年度までの保障内容を含みます。
２０２3年度は保障内容が異なります。詳しくは「CO・OP学生
総合共済」パンフレットをご覧ください。）

中京大学生協は大学生活の実態に合わせた
【学生総合共済】への加入をおすすめします！

共済金は相手からの賠償金の有無や他の保険
からの支払いがあっても減額せずに全額給付
します。
※入院や事故通院では医療費以外にも雑費な
どの経費が掛かります。共済は定額保障です。

生協窓口
病気、ケガなどによる給付の相談、実際の給付の申請手続きを生協の店舗内の
専用窓口で受付けています。

いつでも安心サポート！

●名古屋キャンパス
３号館G階

プラザ・ヴィー内

●豊田キャンパス
19号館 1階
プラザ・ドゥ内

・本人死亡 3件
¥3,000,000

・父母扶養者死亡
\1,600,000

・扶養者事故死亡
\5,000,000

合計
672件

¥44,082,000

学生総合共済の加入者は卒業後も
健康状態に関わらず新社会人コー
スへの継続加入が可能です。

プラス１

プラス１

❹ ❺
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◆各種保険の制度概要とサービス

中京大生の学資費用はどれくらい？
約110 万円～約 140万円

最大で年間 125万円程度
の学資費用負担に備える
として 5口加入がおすすめ
です。約2万円～約 5万円

※年間授業料、教科書代は学部によって変化があります。

扶養者が病気やケガで死亡したり、ケガで重度後遺障害を負って学生本人が
扶養者に扶養されなくなった場合の学資費用をサポート

「通学定期台・一人暮らしの賃借料」
も対象です。

学資費用の
保障とは

オールリスク

実験・実習中に発生した加害事故に
よる賠償金や、医療実習中に発生し
た事故による院内感染の予防措置・
治療の

●一人暮らし特約（除く父母か駆
けつけ費用保障）は国内のみの保
障です。
●「賃貸借契約」が必要ですが、
入居前でも加入できます。
●一人暮らし特約のみの加入はで
きません。

父母駆けつけ費用保障
３日以上入院した場合などに親族
が現地に駆けつけるために支出し
た交通費・宿泊費等を保障します。

借家人賠償責任保障は水もれ等に
よる。借用住宅への賠償事故を保
障します。（示談交渉サービス付）
１事故最高 1,000 万円まで

保障します




