
平成 21 年 5 月 19 日 

全国中小企業共済協同組合連合会 

 

 

新型インフルエンザ（Ｈ1Ｎ1）に関する共済金のお支払い  

 

 

 

新型インフルエンザ（Ｈ1Ｎ1）に関する各種共済契約における共済金のお支払いについて以下

のとおりお知らせいたします。 

 

１. 生命傷害共済 

(1)  生命傷害共済および生命共済 

 

共済契約の種類 共済金の種類 共済金のお支払い 

生命傷害共済 

生命傷害共済新特約 

生命傷害共済セット特約 

生命傷害共済セット特約Ⅱ生命傷害共済 

生命傷害共済セット特約Ⅲ 

生命共済 

新生命共済Ａ型・Ｂ型 

死亡共済金 

高度障害共済金 

・お亡くなりになった場合、お

支払いの対象になります。 

・高度障害になった場合、お支

払いの対象になります。 

 

(2)  傷害共済 

傷害共済、新傷害共済および大型傷害共済はお支払いの対象になりません。 

 

２．所得補償共済 

  ７日以上の継続した就業不能の場合、お支払いの対象になります。 

 

３．医療総合保障共済 

(1)  医療共済 

入院した場合、お支払いの対象になります。また、葬祭費用担保特約条項をご契約いただ

いている場合は、当連合会または各都道府県組合（別添 照会先一覧）までお問い合わせく

ださい。 

 

(2)  がん共済 

共済金のお支払いの対象になりません。なお、葬祭費用担保特約条項をご契約いただいて

いる場合は、当連合会または各都道府県組合（別添 照会先一覧）までお問い合わせくださ

い。 

 



４．傷害総合保障共済 

(1) 傷害総合保障共済 

３０日以上の継続した入院、またはお亡くなりになった場合、お支払いの対象になります。 

 

(2) 交通事故傷害共済 

共済金のお支払いの対象になりません。 

 

５．自動車事故費用共済 

共済金のお支払いの対象になりません。 

 

６．休業補償共済 

共済金のお支払いの対象になりません。 

 

７．中小企業者総合賠償責任共済 

共済金のお支払いの対象になりません。 

 

８．労働災害補償共済 

共済金のお支払いの対象になりません。 

 

９．自動車共済 

共済金のお支払いの対象になりません。 

 

※ 上記（１～９）につきましては、基本的な種目の補償（保障）内容例に基づき記載しておりま

す。したがいまして、ご加入された個別の共済契約の補償（保障）内容と相違する場合がござい

ます。 

個別の共済契約の補償（保障）内容につきましては、各都道府県組合（別添 照会先一覧）ま

でお問い合わせください。 

 

〈 本件に関するお問い合わせ先 〉 

  当連合会フリーダイヤル  

0120-511077 （受付時間：平日 9：00～12：00、13：00～17：00 担当：杉田・池田・寺西）  

※ 携帯、ＰＨＳからもご利用いただけます。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 



別　添

組合名 郵便番号 事務所住所 電話番号

北海道中小企業共済協同組合 060-0001 札幌市中央区北一条西7丁目（プレスト1・7内） 011-231-1322

青森県中小企業共済協同組合 030-0801 青森市新町2丁目8番26号 017-777-8111

秋田県商工共済協同組合 010-0923 秋田市旭北錦町1番47号（秋田県商工会館7階内） 018-864-3320

岩手県中小企業共済協同組合 020-0884 盛岡市神明町5番5号 019-654-2551

宮城県中小企業共済協同組合 980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目14番2号 022-263-1265

山形県中小企業共済協同組合 990-8580 山形市城南町1丁目1番1号 023-647-2380

福島県中小企業共済協同組合 960-8053 福島市三河南町1-20　コラッセふくしま9階 024-526-1027

茨城県中小企業共済協同組合 310-0801 水戸市桜川2丁目2番35号（茨城県産業会館8階） 029-224-0610

群馬県商工共済協同組合 371-0841 前橋市石倉町4丁目9番10号 027-254-5711

埼玉県中小企業共済協同組合 330-0854 さいたま市大宮区桜木町1丁目7番5号（大宮ソニックシティビル10階） 048-644-4281

埼玉県商工共済協同組合 330-8669 さいたま市大宮区桜木町1丁目7番5号（大宮ソニックシティビル７階） 048-641-9203

千葉県中小企業共済協同組合 260-0026 千葉市中央区千葉港4番2号（千葉県中小企業会館2階） 043-246-1011

東京都中小企業共済協同組合 104-0061 東京都中央区銀座2丁目10番18号（東京都中小企業会館2階） 03-3542-0271

神奈川県中小企業共済協同組合 231-0003 横浜市中区北仲通3丁目33番地の2（共済ビル別館） 045-201-2727

長野県中小企業共済協同組合 380-0936 長野市大字中御所字岡田131番10（長野県中小企業指導センター2階） 026-228-1174

山梨県中小企業共済協同組合 400-0031 甲府市丸の内1丁目10番5号（山梨県社会福祉会館2階） 055-235-7564

新潟県中小企業共済協同組合 951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目47番地１ 025-267-1221

静岡県商工共済協同組合 420-0853 静岡市葵区追手町44-1（静岡県産業経済会館内） 054-254-9161

愛知県商工共済協同組合 460-0008 名古屋市中区栄3丁目32番26号（安藤ビル7階） 052-251-6281

岐阜県共済協同組合 500-8358 岐阜市六条南2丁目11番1号（岐阜産業会館4階） 058-272-3555

三重県中小企業共済協同組合 514-0004 津市栄町1丁目891番地 059-228-7128

富山県中小企業共済協同組合 930-0002 富山市新富町2丁目4番22号 076-441-5541

石川県中小企業共済協同組合 920-8203 金沢市鞍月2丁目20番地（石川県地場産業振興センター新館3階） 076-268-7300

福井県中小企業共済協同組合 910-0854 福井市御幸1丁目1番1号（ＦＭ会館2階） 0776-22-6000

滋賀県共済協同組合 520-0806 大津市打出浜2番1号　コラボしが21　5階 077-511-1380

京都共済協同組合 604-0932 京都市中京区寺町通二条下る妙満寺前町450番地 075-256-0521

京都府共済協同組合 615-0042 京都市右京区西院東中水町17番地（京都府中小企業会館内） 075-314-7135

大阪府中小企業共済協同組合 541-0054 大阪市中央区南本町4丁目3番6号（大阪府商工会館3階） 06-6252-5481

兵庫県共済協同組合 650-0004 神戸市中央区中山手通7丁目28番33号（兵庫県立産業会館内） 078-361-8080

奈良県中小企業共済協同組合 630-8213 奈良市登大路町38番地の1（奈良県中小企業会館内） 0742-24-0082

和歌山県中小企業共済協同組合 640-8227 和歌山市西汀丁26番地（県経済センター内） 073-431-3288

島根県中小企業共済協同組合 690-0886 松江市母衣町55番4 0852-21-0249

岡山県商工共済協同組合 700-0817 岡山市弓之町4-19-301 086-222-6648

広島県中小企業共済協同組合 730-0048 広島市中区竹屋町4番17号 082-244-7455

山口県中小企業共済協同組合 753-0074 山口市中央4丁目5番16号（商工会館3階） 083-925-6370

香川県中小企業共済協同組合 760-0066 高松市福岡町2丁目2番2-501号（香川県産業会館5階） 087-851-3208

愛媛県中小企業共済協同組合 790-0001 松山市一番町4丁目1番2（愛媛県中小企業会館3階） 089-945-1313

高知県中小企業共済協同組合 781-5101 高知市布師田3992-2（高知県中小企業会館内） 088-845-2221

福岡県中小企業共済協同組合 812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15 092-622-8071

佐賀県中小企業共済協同組合 840-8691 佐賀市松原1丁目2番35号（佐賀商工会館5階） 0952-24-6984

長崎県中小企業共済協同組合 850-0031 長崎市桜町4番1号（長崎商工会館8階） 095-822-9695

大分県中小企業共済協同組合 870-0026 大分市金池町3丁目1番64号（大分県中小企業会館内） 097-537-7122

熊本県中小企業共済協同組合 860-0801 熊本市安政町3番13号（熊本県商工会館2階） 096-325-3411

宮崎県中小企業共済協同組合 880-0013 宮崎市松橋2丁目4番31号（宮崎県中小企業会館4階） 0985-24-1424

鹿児島県中小企業共済協同組合 892-0821 鹿児島市名山町9番1号（県産業会館5階） 099-225-4218

全国自動車共済協同組合連合会 162-0844 東京都新宿区市谷八幡町14（市ヶ谷中央ビル８Ｆ） 03-3267-1911

全国中小企業共済協同組合連合会 103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-11-2（日本橋中央ビル5階） 03-3667-5111
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