「しんきん健康サポートプラン」チラシ見本

① ベーシックプラン販促用

表４色×裏１色

② ベーシックプラン利用案内

表裏とも１色

③ ワイドプラン販促用

表４色×裏１色

④ ワイドプラン利用案内

表裏とも１色

見 本
しんきん健 康サポートプラン

①

当金庫で年金をお受け取りの方および
ご家族の方の生活をバックアップするための
各種サービスが無料でご利用いただけます。
ご利用方法等、詳しいことは
窓口でおたずねください。

しんきん
健康ダイヤル
無料

電話相談サービス
健康・介護相談

ご自宅のお電話で右記の
サービスがご利用いただけます。

（詳しくは裏面をご覧ください）

交通事故
見舞金制度

年金相談

税務相談

法律相談

電話による情報提供サービス
全国の医療機関情報

介護情報

当金庫と共栄火災海上保険株式会社との間で
保険契約を締結しています。

交通事故傷害保険（死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約付帯）

当サポートプランにおけるサービスは、共栄火災海上保険株式会社および同社の業務提携先から提供いたします。
サービスの内容についての責任は当金庫では一切負いかねますのでご了承ください。

○○○○信用金庫

しんきん健康ダイヤルの
①裏
サービス内容
電話相談サービス
①健康・介護相談 ２４時間３６５日
健康・介護に関し、専門スタッフ（看護師・ケアマネジャー）が毎
日の健康づくりや、病気の症状などについての相談をお受けいた
します。

②年金相談
毎週火・水・木曜日 １０時〜１７時（祝日・年末年始を除く）
公的な年金に関し、社会保険労務士が電話相談をお受けいたします。

③税務相談
毎週水曜日 １０時〜１７時（祝日・年末年始を除く）
税金に関し、税理士が電話相談をお受けいたします。

電話による情報提供サービス
①全国の医療機関情報
ご希望の地域の病院・診療所を
検索し、情報を提供いたします。
（提携施設はございません。）
病院・診療所や専門病院・人間
ドックなど。

②介護情報
ご希望の地域の介護事業所など
を検索し、情報を提供いたしま
す。
（提携施設はございません。）

④法律相談
毎週水曜日 １０時〜１７時（祝日・年末年始を除く）
法律に関し、弁護士が電話相談をお受けいたします。
なお、②〜④の年金・税務・法律相談は、当日１０時より先着順
で予約受付を行っています。予約の状況によっては、お断りする
ことがありますので、お早めにお電話をお願いします。

こんなときにご利用ください。
通話料、利用料とも無料です！
○1か月に1〜2回胸が苦しく
なることがあるのですが、
何科の病院に行けばよいで
しょうか？
○最近母の認知症の症状から、
物忘れがひどく、日に何度
も食事の用意をさせようと
します。どのように接すれ
ばよいでしょうか？

○脳ドックを受診したいと思
います。自宅近くの病院を
探してください。
○『老齢基礎年金』って何ですか？
○生命保険金を受け取る場合
にはどのような税金がかか
りますか？
○ 子供が離婚協議中です。孫
の親権はどうなりますか？
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見 本
しんきん健康サポートプランのご案内
当金庫で年金をお受取りの方およびご家族の方の生活を
バックアップするための各種サービスが無料でご利用いただけます。
ご利用方法は、次のとおりです。

②

しんきん健康ダイヤルの内容
電話相談サービス

電話による情報提供サービス

①健康・介護相談 ２４時間３６５日

①全国の医療機関情報

健 康・介 護に関し、専 門スタッフ（ 看 護 師・ケアマネジャー）が毎日の 健 康
づくりや、病 気の症状などについての相 談をお受けいたします。

ご希望の地域の病院・診療所を検
索し、情報を提供いたします。
（提携
施設はございません。）病院・診療
所や専門病院・人間ドックなど。

②年金相談

毎週火・水・木曜日 １０時〜１７時（祝日・年末年始を除く）
公的な年金に関し、社会保険労務士が電話相談をお受けいたします。

③税務相談

毎週水曜日 １０時〜１７時（祝日・年末年始を除く）
税金に関し、税理士が電話相談をお受けいたします。

②介護情報
ご希望の地域の介護事業所などを
検索し、情報を提供いたします。
（提
携施設はございません。）

④法律相談 毎週水曜日 １０時〜１７時（祝日・年末年始を除く）
法律に関し、弁護士が電話相談をお受けいたします。
なお、②〜④の年金・税務・法律相談は、当日１０時より先着順で予約受付を行っていま
す。予約の状況によっては、お断りすることがありますので、お早めにお電話をお願いします。

しんきん
健康
ダイヤル

ローゴをサ（ポ）
ート

☆通 話 料 無 料

に電話します。
年金受給口座をお持ちの信用金庫名を告げたあとご相談ください。
●●●応対の手順●●●
ハイ、
しんきん健康ダイヤルです。

しんきん健康サポートプランの会員です。

無料
●ご本人およびご家族の方
がご利用でき、通話料
も利用料も無料です。
●プライバシーは厳守され
る仕組みになっていま
すので安心してご利用
できます。

どちらの信用金庫に口座をお持ちですか？

○○信用金庫です。
もしくは相談員が出ましたら「○○信用金庫で年金を受取っています。」と伝えてく
ださい。
ありがとうございます。どのようなご相談ですか？

こんなときにご相談ください
健康相談○ 1 か月に 1 〜 2 回胸が苦しくなることがある
のですが、何科の病院に行けばよいでしょうか？
介護相談 最近母の認知症の症状から、物忘れがひどく、
日に何度も食事の用意をさせようとします。
どのように接すればよいでしょうか？

年金相談 『老齢基礎年金』って何ですか？
税務相談 生命保険金を受け取る場合にはどのような
税金がかかりますか？
法律相談 子供が離婚協議中です。孫の親権はどうな
りますか？

情報提供 脳ドックを受診したいと思います。自宅近
くの病院を探してください。
＊当サポートプランにおけるサービスは、共栄火災海上保険株式会社および同社の業務提携先から提供いたします。
サービスの内容についての責任は当金庫では一切負いかねますのでご了承ください。
なお、年金 受給口座を他の金融機関に移された場合には、サービスのご利用はできません。

○○信用金庫

交通事故見舞金制度

②裏

●年金受給者の方が不慮の交通事故や乗物の火災等によりケガをされ、死亡された場合または身体に後遺
障害が生じた場合に見舞金（保険金）が共栄火災海上保険株式会社から支払われます。
（見舞金の詳細については、下段をご覧ください。）
●もし事故が起きたら、すみやかに当金庫窓口までお知らせください。
共栄火災海上保険株式会社への事故通知についてご説明します。

（共栄火災海上保険株式会社への事故通知が遅れますと、見舞金（保険金）が削減して支払われる場合があ
りますのでご注意ください。）
●見舞金制度についてのご照会は、当金庫までご連絡ください。
「しんきん健康ダイヤル」ではお答えできま
せん。

交通事故見舞金制度の内容
見舞金（保険金）をお支払いする場合
日本国内または日本国外で、次の事故によるケガがもとで、
事故の日からその日を含めて１
８０日以内に死亡または身体に後遺障害が生じた場合
●乗物（自動車・自転車・電車・バス・航空機・船舶など）との衝突・接触などの事故
●乗物に乗ったり運転している場合、あるいは駅の構内（改札口の内側）における急激かつ偶然な外来の事故
●乗物の火災

見舞金（保険金）をお支払いできない主な場合
●顧客の故 意または重 大な過 失によるケガ
●顧客の自殺・けんか・犯 罪 行 為によるケガ
●自動車等の無資格、酒気帯び運転によるケガ
※

●むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見 のないもの
※医学的他覚所見とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
●職務としての荷役作業、乗物の修理・点検・整備・清掃作業に直接起因する事故によるケガ

など

当金庫と共栄火災海上保険株式会社との間で保険契約を締結しています。保険料は当金庫で負担していますので、お客様のご
負担はありません。
また、本制度は、年金受給 者の方全員を対象としておりますが、
お客様のご都合により、交通事故見舞金制度へのご加入を希望
されない場合は、当金庫までご連絡ください。
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当 金 庫 にて年 金 受 給 口 座 をご利 用 のみ なさまへ
見 本

新・しんきん健康サポートプラン
③
当 金 庫で 年 金をお 受け取りの 方 および
ご家 族 の 方 の 生 活をバックアップするための
各 種サービスが 無 料でご利 用いただけます。
ご利 用 方 法 等 、詳しいことは
窓 口でおたず ねください 。

し ん き ん 健 康 ダイヤル 無 料
ご自宅のお電話から下記のサービスをご利用いただけます。
（詳しくは裏面をご覧ください）

電話相談サービス

健康・介護相談

年金相談

税務相談

法律相談

電話による情報提供サービス

全国の医療機関情報

見

舞

介護情報

金

制

度

交通事故見舞金制度
交通事故や乗物の火災等による死亡または後遺障害の補償
交通事故や乗物の火災等により介護状態となった場合の補償

犯罪被害事故見舞金制度
高齢者の方が巻き込まれやすい犯罪被害事故に対する見舞金

当サポートプランにおけるサービスは、共栄火災海上保険株式会社および同社の業務提携先から提供いたします。
サービスの内容についての責任は当金庫では一切負いかねますのでご了承ください。

○○○○信用金庫

しんきん健康ダイヤルのサービス内容
③裏
こ ん なときに
ご 利 用 くだ さ い
通 話 料・利 用 料
とも に
無
料

電話相談サービス
健康・介護相談
２４時間３６５日
健康・介護に関し、専門スタッフ
（看護師・ケアマネジャー）が毎日
の健康づくりや、病気の症状などについての相談をお受けいたし
ます。

年金相談
毎週火・水・木曜日 １０時〜１７時（祝日・年末年始を除く）
公的な年金に関し、
社会保険労務士が電話相談をお受けいたします。

1か月に1〜2回胸が苦しくなる
ことがあるのですが 、何科の病
院に行けばよいでしょうか？

税務相談
毎週水曜日 １０時〜１７時（祝日・年末年始を除く）
税金に関し、税理士が電話相談をお受けいたします。

最近母の認知症の症状から、物
忘れがひどく、日に何度も食事の
用意をさせようとします。どのよ
うに接すればよいでしょうか？

脳ドックを受診したいと思います。
自宅近くの病院を探してください。

『老齢基礎年金』って何ですか？

生命保険金を受け取る場合には
どのような税金がかかりますか？

子供が離婚協議中です。孫の親
権はどうなりますか？

法律相談
毎週水曜日 １０時〜１７時（祝日・年末年始を除く）
法律に関し、弁護士が電話相談をお受けいたします。
なお、年金・税務・法律相談は、
当日１０時より先着順で予約受付
を行っています。予約の状況によっては、お断りすることがありま
すので、
お早めにお電話をお願いします。

電話による情報提供サービス
全国の医療機関情報
ご希望の地域の病院・診療所を検索し、情報を提供いたします。
（提携施設はございません。）病院・診療所や専門病院・人間ドッ
クなど。

介護情報
ご希望の地域の介護事業所などを検索し、情報を提供いたしま
す。
（提携施設はございません。）
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見 本

④

電話相談サービス

電話による情報提供サービス

健康・介 護 相 談

全国の医療機関情報

2 4時間 3 65日
健康・介護に関し、専門スタッフ
（看護師・ケアマネジャー）が毎
日の健康づくりや、病気の症状などについての相談をお受けい
たします 。

ご希望の地域の病院・診療所を検索し、情報を提供いたし
ます。
（提携施設はございません。）病院・診療所や専門病院・
人間ドックなど。

介護情報

年金 相 談

毎週火・水・木曜日 10時〜17時（祝日・年末年始を除く） ご希望の地域の介護事業所などを検索し、情報を提供いた

公的な年金に関し、社会保険労務士が電話相談をお受けいたします。 します。
（提携施設はございません。）

税務相談

毎週水曜日 10時〜17時（祝日・年末年始を除く）
税金に関し、税理士が電話相談をお受けいたします。

・ご本人およびご家族の方がご利用でき、通話料も利用料も無料です。

法律相談

・プライバシーは厳守される仕組みになっていますので、安心してご利
用いただけます。

毎週水曜日 10時〜17時（祝日・年末年始を除く）
法律に関し、弁護士が電話相談をお受けいたします。
なお、年金・税務・法律相談は、当日10時より先着順で予
約受付を行っています。予約の状況によっては、
お断りする
ことがありますので、
お早めにお電話をお願いします。

相談

ご利用方法について
まずは、下記の無料ダイヤルにお電話ください。

健康相談 1か月に1〜2回胸が苦しくなることがあるのです
が、何科の病院に行けばよいでしょうか？

「しんきん健康サポートプランの会員です」

日
介護相談 最近母の認知症の症状から、物忘れがひどく、
に何度も食事の用意をさせようとします。どのように接す
ればよいでしょうか？
情報提供 脳ドックを受診したいと思います。自宅近くの病
院を探してください。

「○○信用金庫です」
もしくは、相談員が出ましたら「○○信用金庫で
年金を受取っています。」と伝えてください。

年金相談 『老齢基礎年金』って何ですか？
税務相談 生命保険金を受け取る場合にはどのような税金
がかかりますか？
法律相談 子供が離婚協議中です。孫の親権はどうなりますか？

通話料無料
ご案内

0120 - 6 5 0 - 3 1 0 に電話
当サポートプランにおけるサービスは、共栄火災海上保険株式会社および同社の業務提携先から提供いたします。
サービスの内容についての責任は当金庫では一切負いかねますのでご了承ください。
なお、年金受給口座を他の金融機関に移された場合には、サービスのご利用はできません。

○○信用金庫

④裏

もしも事故が起きた場合には、すみやかに当金庫窓口までお知らせください。

交通事故傷害保険（死亡保険金および後遺障害保 年金受給者の方が、第三者による加害行為によって
険金のみの支払特約、介護保険金支払特約付帯） ケガをされ、死亡された場合または入院された場合
年金受給者の方が交通事故や乗物の火災等によりケ に見舞金が支払われます。
ガをされ、死亡された場合または身体に後遺障害が生
じた場合もしくはその結果特定の介護状態になられ
た場合に、見舞金（保険金）が支払われます。
当金庫窓口から、共栄火災海上保険株式会社への事故通知についてご説明します。
（共栄火災海上保険株式会社への事故通知が遅れますと、保険金等が削減して支払われる場合がありますので、ご注意ください。）

交通事故見舞金制度
●見舞金（保険金）をお支払いする場合
・年金受給者の方が下記の事故により、事故の日からその日を
含めて180日以内に死亡または身体に後遺障害が生じた場
合に見舞金（保険金）が支払われます。
・運行中の乗物（自動車、
自転車、電車、バス、航空機、船舶
との衝突、接触等の事
などをいいます。以下同様とします。）
故によるケガ
・運行中の乗物に乗っている間の急激かつ偶然な外来の事
故によるケガ
・乗客として駅の改札口を入ってから出るまでの駅構内にお
ける急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
・乗物の火災によるケガ
・年金受給者の方が上記の事故により、事故の日からその日を
含めて180日以内に後遺障害が生じた場合で、
かつ、医師の
※
診断により特定の要介護状態 と認められる場合に、事故の
日から181日目以降の後遺障害による要介護状態である期間
に対して、介護保険金が支払われます。
※終日就床しており、かつ、歩行の際、
および、食事、排せつ、入浴、衣服の
着脱いずれかの行為の際に、補助用具を用いても常に他人の介護が必
要な状態をいいます。

●見舞金（保険金）をお支払いできない主な場合
・顧客の故意または重大な過失によるケガ
・顧客の自殺・けんか・犯罪行為によるケガ
・自動車等の無資格、酒気帯び運転によるケガ
・むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、
それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ

・職務としての荷役作業、乗物の修理・点検・整備・清掃作業
に直接起因する事故によるケガ
など

犯罪被害事故見舞金制度
●見舞金をお支払いする場合
年金受給者の方が、第三者の故意による加害行為によって傷
害を被られた場合に、
当金庫の見舞金規定により犯罪被害見舞
金が支払われます。ただし、
その傷害が第三者の加害行為によ
って生じたものであることを警察署に届け出た場合に限ります。
犯罪被害事故見舞金の種類は次のとおりです。
・死亡見舞金…加害行為を受けた日からその日を含めて90日
以内に死亡された場合に、死亡見舞金が支払われます。
・入院見舞金…加害行為の結果、病院に入院した治療日数
の合計が10日以上（10日目の入院の日が加害行為を受けら
れた日からその日を含めて90日以内の場合に限ります。）の
場合に入院見舞金が支払われます。
（医療機関発行の診断
書を要します。）
●見舞金をお支払いできない主な場合
・顧客の故意による事故
・顧客の犯罪行為または闘争行為による事故
・むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、
※
それを裏付けるに足りる医学的他覚所見 のないもの
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・顧客の脳疾患、疾病または心神喪失
・戦争、外国の武力行為、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ
の他これらに類似の事変または暴動
など
※医学的他覚所見とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査
等により認められる異常所見をいいます。

※見舞金制度についてのご照会は、当金庫までご連絡ください。
「しんきん健康ダイヤル」ではお答えできません。
当金庫と共栄火災海上保険株式会社との間で保険契約を締結しています。保険料は当金庫で負担しています
のでお客様のご負担はありません。また、本制度は年金受給者の方全員を対象としておりますが、
お客様のご都合により、交通事故見舞金制度へのご加入を希望されない場合は、当金庫までご連絡ください。
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