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ご相談、お尋ねは警生協支部担当者へ（お問合せ先は裏表紙参照）

お申込みの前に、下記について必ずご確認ください。
■ 生命・傷病共済、新火災共済、新長期生命80及び終身生命共済は、ご自身の意向に合致した商品ですか。
■ 生命・傷病共済、新長期生命80及び終身生命共済において、配偶者を保障の対象とされる方は、必ず配偶者の同意を得てお申し込みください。
■ 新火災共済において、共済契約者と被共済者が異なる場合は契約内容を共済契約者から被共済者へご説明ください。
■ この「きずな」には各共済の事業規約等の概要が記載されています。事業規約等は警生協のWebサイトに掲載してありますので、確認することができます。契約
の際は、事業規約等が適用されることをご了承の上、お申し込みください。 　https://www.keiseikyo.or.jp

大切な家族を守る！

生命・傷病
共済

大切な家を守る！

新火災
共済

退職後の死亡保障

終身生命
共済

退職後の入院保障

新長期
生命80

警生協の共済の利用で、着実な資産形成を！
「人生100年時代」に備え、特集

警生協の四共済募集

家計の節約にとても大切なご案内です。是非、ご家庭に持ち帰り、配偶者の方と一緒にご覧ください。

フリーダイヤル

0120-983-110警生協　相談窓口

警生協からの
お願い

■ お問合せ先　都道府県警察等（厚生担当課）の警生協支部担当者の連絡先 ■
【現職組合員の方】

【退職組合員・承継組合員の方】

□ 警察庁（警察大学校、科学警察研究所、警察共済組合本部等を含みます。）を退職された方は、 警生協事務局支部へご連絡ください。

皇宮警察本部 03-3231-3115（2787）
北海道警察本部 011-251-0110（2788・2830）
函館方面本部 0138-31-0110（2767）
旭川方面本部 0166-35-0110（2764）
釧路方面本部 0154-25-0110（2765）
北見方面本部 0157-24-0110（2765）
東北管区警察局 022-208-7547 直通
青森県警察本部 017-723-9933直通（2792・2794）
岩手県警察本部 019-653-0110（2825・2765）
宮城県警察本部 022-213-4741直通（2797）
秋田県警察本部 018-863-1111（2786・2787）
山形県警察本部 023-626-0110（2791）
福島県警察本部 024-503-0690 直通（2823）
警視庁 03-3581-4321（702-68614） 

（2634）

（2823）

関東管区警察局 048-600-6000（2646）
茨城県警察本部 029-301-0110（2792）
栃木県警察本部 028-627-2755直通
群馬県警察本部 027-243-0110（2807）
埼玉県警察本部 048-832-0110（2789）
千葉県警察本部 043-201-0110（2795・2796）

新潟県警察本部 025-285-0110（2794）
山梨県警察本部 055-225-2636直通（6865）
長野県警察本部 026-233-0110（2778）
静岡県警察本部 054-271-0110（2793・2795）
中部管区警察局 052-951-6000（2634）
富山県警察本部 076-441-2211（2777・2779）
石川県警察本部 076-225-0808直通（2793・2795）
福井県警察本部 0776-22-2014直通（2774・2798）

（2782）岐阜県警察本部 058-273-7555 直通
愛知県警察本部 052-951-1611（2833・2834）
三重県警察本部 059-222-0110（2776）
近畿管区警察局 06-6944-1234（2643）
滋賀県警察本部 077-510-5335直通（2795・2796）
京都府警察本部 075-451-9111（2785・2786）
大阪府警察本部 06-6949-0557直通（27741・27742）
兵庫県警察本部 078-341-7441（2817）
奈良県警察本部 0742-23-0110（2816）
和歌山県警察本部 073-423-0110（2816）
中国四国管区警察局 082-228-6411（2637）
鳥取県警察本部 0857-23-0110（2778）
島根県警察本部 0852-26-0110（2766・2791）

（2774）

（2821）

岡山県警察本部 086-234-0110（2841）
広島県警察本部 082-228-0110（2784）
山口県警察本部 083-933-0110（2766）
四国警察支局 087-821-3111（2643）
徳島県警察本部 088-657-5885直通
香川県警察本部 087-833-0110（2775）
愛媛県警察本部 089-915-0272直通
高知県警察本部 088-826-0110（2779）
九州管区警察局 092-622-5000（2654）
福岡県警察本部 092-633-6177直通（2775・2776）
佐賀県警察本部 0952-24-1111（2783）
長崎県警察本部 095-820-0110（2785）
熊本県警察本部 096-381-0110（2786）
大分県警察本部 097-536-2131（2773・2774）
宮崎県警察本部 0985-31-8208直通（2778・2779）
鹿児島県警察本部 099-206-0110（2767）
沖縄県警察本部 098-862-0110（2774・2770）
警察庁 03-3581-0141（2776）
警生協事務局支部 03-5213-8377直通

カッコ内の番号は内線番号です。

皇宮警察本部 03-3231-3115（2787）
北海道警察本部 011-251-0110（2832）
函館方面本部 0138-31-0110（2767）
旭川方面本部 0166-35-0110（2764）
釧路方面本部 0154-25-0110（2765）
北見方面本部 0157-24-0110（2765）
東北管区警察局 022-208-7547直通
青森県警察本部 017-723-9933直通
岩手県警察本部 019-653-0110（2825・2765）
宮城県警察本部 022-213-4741直通
秋田県警察本部 018-863-1111（2786・2787）
山形県警察本部 023-626-0110（2791）
福島県警察本部 024-503-0690 直通
警視庁 03-5220-1185 直通
関東管区警察局 048-600-6000（2646）
茨城県警察本部 029-301-0110（2792）
栃木県警察本部 028-627-2755直通
群馬県警察本部 027-243-0110（2807）
埼玉県警察本部 048-824-4682直通
千葉県警察本部 043-201-0110（2795・2796）
神奈川県警察本部 045-211-1212（2776）

新潟県警察本部 025-285-0110（2793）
山梨県警察本部 055-225-2636直通
長野県警察本部 026-233-0110（2778）
静岡県警察本部 054-271-0110（2793・2795）
中部管区警察局 052-951-6000（2634）
富山県警察本部 076-441-2211（2777・2779）
石川県警察本部 076-225-0808直通
福井県警察本部 0776-22-2014直通
岐阜県警察本部 058-273-7555 直通
愛知県警察本部 052-951-1578直通（2833）
三重県警察本部 059-222-0110（2783）
近畿管区警察局 06-6944-1234（2643）
滋賀県警察本部 077-510-5335直通
京都府警察本部 075-451-9111（2785・2786）
大阪府警察本部 06-6949-0557直通（27741・27742）
兵庫県警察本部 078-341-7441（2816）
奈良県警察本部 0742-23-0110（2816）
和歌山県警察本部 073-423-0110（2816）
中国四国管区警察局 082-228-6411（2637）
鳥取県警察本部 0857-23-0110（2764）
島根県警察本部 0852-26-0110（2766・2791）

岡山県警察本部 086-234-0110（2840）
広島県警察本部 082-228-0110（2813）
山口県警察本部 083-933-0110（2766）
四国警察支局 087-821-3111（2643）
徳島県警察本部 088-657-5885直通
香川県警察本部 087-833-0110（2772）
愛媛県警察本部 089-915-0272直通
高知県警察本部 088-826-0110（2779）
九州管区警察局 092-622-5000（2654）
福岡県警察本部 092-633-6177直通
佐賀県警察本部 0952-40-8625直通
長崎県警察本部 095-823-6777直通
熊本県警察本部 096-349-8085直通
大分県警察本部 097-533-0216直通
宮崎県警察本部 0985-31-8208直通
鹿児島県警察本部 099-206-0110（2779）
沖縄県警察本部 098-862-0110（2774・2770）
警生協事務局支部 03-5213-8377直通

カッコ内の番号は内線番号です。

神奈川県警察本部 045-211-1212（2773・2774）

　警生協は、警察職員の生活の向上のために設立した非営利の職域生協です。少しでも低廉な掛金で新火災共済をご利用いただ
けるよう事務経費（人件費、広告宣伝費等）をギリギリまでしぼり、災害時等に現地調査員を投入せず、共済金のご請求時の審査
は、主として書面で行っておりますことをご理解くださいますようお願いいたします。　　　　 　　▶請求手続の詳細は26頁参照

重 要

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00
土日･祝日･年末年始は休み

警生協のホームページも併せてご覧ください。
ID、パスワードは警生協からの各種通知をご覧になるか、
警生協担当者にお問合せください。

警察職員生活協同組合
〒102-8607 東京都千代田区三番町６番８警察共済ビル
発行：令和2年10月 編集：警察職員生活協同組合 警察職員生活協同組合

警生協

パンフレット兼ご契約のしおり・規約等
地震・盗難・物置・車庫の補償も自動付帯

新火災共済

お申込みの前に、ご自身の意向に合致した商品か当パンフレットでご確認ください。
裏面の 　　　「警生協からのお願い」についても必ずお読みください。重 要

家を買ったら。
家を守るなら。

警察職員のための

共済・保険の
入り方　

保障の見直し、重要ポイントはこちら！

「人生１００年時代」に備え、着実な資産形成を！

どうする？
あなたの死亡・医療保障

子供の
誕生

子供の
進学

子供の
独立

結婚

住宅購入

ガイド
Book令和3年度

警生協 100年続く人生のために100年続く人生のために

警生協の共済の利用で着実な資産形成を！ 

財形年金共済

+
警生協年金
「ゆとり」

［今回のご案内制度］

財形年金共済

＝ ゆとりある
セカンドライフ

警察職員生活協同組合

この財形年金共済は、右記のニーズをお持ちの方に適した共済です▶◎退職後の生活資金の準備 ◎災害死亡時等の保障

□ 年金内容はニーズに合致していますか。   □ ご自身が選択された掛金額、積立方式は、ニーズに合致していますか。

このパンフレットに記載の「契約概要」と「注意喚起情報」には、それぞれご契約の内容等に関する重要な事項のうち、
特にご確認いただきたい事項を記載しています。なお、このパンフレットは、お申込み後も大切に保管してください。

ご自身の意向、希望に合致した共済であるかどうかを、お申込みの前に必ずご確認ください。

組合員の皆様へ財形年金の積立プランを計算してみよう！

警察職員生活協同組合
〒102-8607 東京都千代田区三番町6番8 警察共済ビル

重点積立期間 調整積立期間

発行：令和2年10月　編集：警察職員生活協同組合 https://www.keiseikyo.or.jp

警生協のWebサイトも併せてご覧ください。
ID、パスワードは警生協からの各種通知をご覧になるか、
警生協担当者にお問合せください。

警生協の財形年金共済事業は、組合員でなければ利用することができません。はじめて警察職員生活協同組合の事業をご利用される方は、
同時に組合加入の手続を行ってください。
財形年金共済についてのご質問等は、都道府県警察等（厚生担当課）の警生協支部担当者にお尋ねください。

警察職員生活協同組合未加入の方へ

1まず、次の各欄にあなたの考えている設計年齢等を記入してください。
加入・変更時の年齢 払込終了年齢 非課税申告額

（非課税申告額は385万円以下です。）

重点積立終了年齢

重
点
積
立
の
計
算
式

2 次に、重点積立期間中に積み立てることができる掛金総額の枠（非課税申告額枠内の
　 金額）を次の計算式で算出してください。

3 次に、「重点積立の毎月の掛金（　 欄）」を設定した後、下の計算式で「重点積立期間中の
　 増額掛金の総枠（　 欄）」を算出します。

非課税申告額 現在の積立掛金累計額 調整積立の毎月掛金額 調整積立年数 重点積立の掛金の総枠
3,000円 ×12×－ － ＝

新規契約の方は、「０」を記入してください。契約変更の方は、変更申込用紙に
印字打ち出しされた掛金累計額を記入してください。

重点積立掛金の総枠 重点積立の毎月掛金 重点積立年数 重点積立増額掛金の総枠
×12×－ ＝

4 次に、下の計算式で重点積立期間中の半年当たりの「増額掛金額」を算出します。
重点積立増額掛金の総枠 重点積立増額掛金額（半年当たり）重点積立年数

※千円未満は切捨て
÷2=÷

1毎月掛金と増額掛金の累計額が385万円に近い金額になるよう計算してください。

均
等
積
立
の
計
算
式

2 積立金額を変更する場合の計算式は次のとおりです。

（非課税限度額385万円以下）

希望掛金累計額 R03年XX月末掛金累計額 残掛金額
－

毎月掛金 増額掛金 払込年数

385万円以下

掛金累計額
×12回＋ ×2回 × ＝

＝

R03年XX月末掛金累計額 計 掛金累計額
＋ ＝

3,000円以上（1,000円単位） 5,000円以上（1,000円単位）

新毎月掛金 新増額掛金 残払込年数

残掛金額以下

計
×12回＋ ×2回 × ＝

3,000円以上（1,000円単位） 5,000円以上（1,000円単位）

385万円以下

A B D

 E

F

F
G

G

C

の額D

の額E

－ の年数C B

－ の年数B A

の額G － の年数B A

警察職員のための
ゆとりある

セカンドライフの
マネープラン

今から 準備 を始めましょう！
「人生100年時代」に備え、着実な資産形成を！

ゆとり
年金

公的年金

再就職

財形年金

どうなる？
私たちの

セカンドライフ!

ガイド
Book

警生協の Webサイトも併せてご覧ください。

https://www.keiseikyo.or.jp

Keiseikyo

警察職員生活協同組合

□ 退職後に必要
なお金の全体像

□ 退職後の「生
活資金」のはなし

□ 退職後の「医
療」のはなし

□ 退職後の「介
護」のはなし

□ 退職後の「死
亡」のはなし

お
役
立
ち
情
報

詰
ま
っ
て
ま
す
。

必見！！

具体的に何をすれば
よいのでしょうか？

警生協年金「ゆとり」は、できるだけ
A・B両方のコースに加入しておく。

●50代の死亡保障の目安

（＊）持ち家あり、子供2人（22歳未満）の場合

※標準報酬月額が53万円未満の方は2.5万円。
　詳細は、警察共済組合にお尋ねください。

●現職中の医療費については、一部負担金払戻制度に
　より月額最大約50,000円程度

年に1度の、新長期生命80（余裕があ
れば終身生命共済）の増額掛金を活用
して、退職後の入院保障のための原資
を積み立てる。

A型本人コース（入院日額5,000円）の掛金
（60歳退職の場合：約55万円）を、

現職中にほぼ全額積立てることができます。

退職後、まとまったお金が必要な場合、どちらか一方を解
約し、もう一方は、年金として残しておくことが可能です。

据置期間
（なし～10年の間で設定）

退
職

Aを解約しても、
Bは年金として受給できます。

A

B

受給開始

￥

10年確定で受け取って
いたけど、家のリフォー
ムや介護で、急遽、お金
が必要になり、受給途
中でAコースを解約！

財形年金共済未契約者は、まず契約を！
教育費が、かからなくなった方や、財形年金
共済の積み立てが満了した方は、警生協年
金「ゆとり」の積立を一気に加速しましょう！

（５万円×10年=50万円）約52万円

財形年金共済と警生協年金「ゆとり」で、とに
かく退職後の生活資金を積み立てる。

1 2

4

3

退職金、公的年金のみでは退職後のゆとりある
生活資金は、不足する恐れがある。

1
50代は、保障の見直しや私的年金の積立ての
見直しを行う最後の機会である。

2
50代では安定性のある資産運用をする。
（ リスクの高い金融商品には注意が必要!）

3

独身者

500万円 500万円～1,000万円
子供就学中 子供独立

3,000万円～4,000万円（＊）

退職後の入院保障を、
給与収入のある現職中に準備する
ことができれば、安心ですね!

50代で
必ず認識すべき

3つのこと

とにかく「貯める」
キーワードは

必要な保障を
賢く選ぶ ことです。

解約

50歳から毎年こつこつ５万円ずつ積み立てると
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50代の過ごし方で退職後が決まる！

50代にしておきた
い

賢い
退職準備

50
代
で
知
っ
て
お
き
た
い
こ
と

退
職
時
に
後
悔
し
な
い
た
め
に…

警察職員生活協同組合

0代5050代にしておきたい
賢い退職準備

※予定利率年1.2%で運用。予定利率は、金利水準の低下その他著しい
　経済変動等、契約の際予見することができない事情の変更により、将
　来変更することがあります。

現在の死亡・入院保障を見直して、
浮いた掛金や保険料を退職後の
生活資金の積立に回す。




