
JA共済の令和3年度「事業概要」がまとまりましたので、ご報告いたします。

JA共済 令和3年度「事業概要」のご報告（令和4年6月）

ひと・いえ・くるまの総合保障

ＪＡ共済は、皆さまの暮らしに

安心をお届けするため、協同組合の

「助け合い」の理念にもとづき、

「ひと・いえ・くるまの総合保障」を

提供するとともに、大規模な自然災害に

対しても十分に備えつつ、

健全な資産運用を行ってまいりました。

これからも、確かな保障力で皆さまの

信頼と期待にお応えできるよう、

万全な経営に努めてまいります。

皆さまの暮らしに
確かな安心を
お届けします。

組合員・
利用者の
皆さま

JA共済は、JAとJA共済連が共同で共済契約をお引き受けしており、一体的な運営を行うことで、組合員・利用者の
皆さまに安心をお届けしています。 

組合員・利用者の皆さまとJA共済のつながり

共済契約 ●JA共済の窓口です。
●組合員・利用者の皆さまの立場
に立った事業活動で皆さまの暮
らしをサポートしています。

JA
各種の企画、仕組開発、資産運
用業務や支払共済金にかかる
準備金の積み立てなどを行い、
JAと一体となってJA共済事業
を運営しています。

JA
共済連

0120-258-931
ク ミ ア イジ  コ  は

フリーダイヤル安心サービス
ご契約のお車の事故やトラブルにも万全サポート

自動車共済にご加入の方を対象に、自動車事
故の受付やアドバイスを行うほか、故障時の応
急対応やレッカー搬送などの手配を行います。

0120-481-536
コンサルタントシアワセイチバン

お体に関するご相談 ほっとちゃん

健康・介護ほっとライン
医師（精神科・心療内科を除く）、看護師、介護支援
専門員（ケアマネージャー）、栄養士など健康・介護
の専門家に、匿名・無料でご相談いただけます。

0120-536-093
はクミアイコンサルタント

JA共済全般に関するお問い合わせのほか、
相談・苦情等をお電話で受け付けています。

JA共済相談受付センター
JA共済に関するご相談

フリーダイヤル

フリーダイヤル フリーダイヤル９時～18時（月～金曜日）
９時～17時（土曜日）
日曜日、祝日および12月29日～1月3日を除きます。

受付時間 受付時間 24時間365日年中無休 受付時間 24時間365日年中無休
※ご相談の内容・性質などにより、回答できない場合があります。

※メンテナンス等により、予告なく変更する場合があります。

　（※1）令和4年3月末時点集計　（※2）令和3年4月1日時点集計

自動車損害調査サービス担当者
全国 5,130約 人

（※2）
自動車事故対応窓口

全国 2,560約 か所
（※2）

あなたを
見守る

専門スタッフも
窓口も充実 ! 

暮らしの保障のことなら何でも相談できる「ライフアドバイザー」や各種専門
スタッフが誠意をもってお応えしています！JA共済のサポート体制

ライフアドバイザー
全国 19,134 人（※1）

https://shiryo.ja-kyosai.or.jp　〈本サイトから以下の共済種類の資料請求・掛金試算ができます。〉
終身共済、一時払終身共済（平28.10）、生存給付特則付一時払終身共済（平28.10）、引受緩和型終身共済、養老生命共済、定期生命
共済、医療共済、引受緩和型医療共済、がん共済、特定重度疾病共済、認知症共済、介護共済、一時払介護共済、生活障害共済、予定
利率変動型年金共済、こども共済、傷害共済、建物更生共済、自動車共済、農業者賠償責任共済

ニーズやライフプランに応じて、充実した保障を提供しています。JA共済の主な保障
ひと

万一
の備え

「終身共済」

「養老生命共済」

「定期生命共済」

一生涯にわたって備えられる
万一保障

貯蓄しながら備えられる
万一保障

お手頃な共済掛金で万一
保障をしっかり準備

就労不能
の備え

生活障害共済
「働くわたしのささエール」

働けなくなるリスクに備えられる
安心の保障

老後
の備え

予定利率変動型年金共済
「ライフロード」自分で準備する将来の年金保障「がん共済」がん

の備え
「生きる」を応援する充実の
がん保障

「介護共済」介護
の備え

一生涯にわたって備えられる
介護保障

「認知症共済」認知症
の備え

一生涯にわたって備えられる
認知症の保障

医療
の備え

医療共済
「メディフル」

日帰り入院からまとまった一時金
が受け取れる充実の医療保障

学資金
の備え

お子さま・お孫さまの
教育資金の備えと万一保障

こども共済
「学資応援隊」

身近な
リスク
の備え

身近な生活習慣病のリスクに
備える保障

特定重度疾病共済
「身近なリスクにそなエール」

いえ 建物更生共済
「むてきプラス」

火災はもちろん
地震にも
備えられる
建物・家財の保障

くるま 自動車共済
「クルマスター」

お車の事故による
賠償やご自身と
ご家族のケガ、
修理に備える

農業者賠償責任共済
「ファーマスト」

農業において
発生する
さまざまな
賠償リスクを
幅広く保障

その他

お問い合わせは、JA（農協）までご連絡ください。

JA共済ホームページ　https://www.ja-kyosai.or.jp

令和　　年　　月　　日

●詳細な内容は、ディスクロージャー誌「JA共済連の現状2022」をご覧ください。



令和3年度（令和4年3月末）のJA共済『事業概要』について、ご報告いたします。

共済金支払責任の一部を国内外の他の保険会
社に引き受けてもらうことによって、危険の分
散を図っています。

1兆9,947億円
再保険

異常危険準備金（建物更生共済）

大規模自然災害などに対し
万全な備えを行っています。

1,357.3％
支払余力（ソルベンシー・マージン）比率

支払余力（ソルベンシー・マージン）比率とは、通常の予測を
超えて発生する諸リスク（大規模自然災害など）に対応するため、
どのくらいの支払余力を備えているかを判断するための経営
指標のひとつです。

※ＪＡ共済では、生命共済事業と損害共済事業の両方を実施しているため、
生命保険会社または損害保険会社のソルベンシー・マージン比率と単純
に比較はできません。なお、この比率が200％を下回った場合には、監督
官庁による業務改善命令などの対象となります。

支払余力は十分な水準となっています。

万全な経営状況 JA共済は、健全な資産運用を行うとともに、大規模自然災害などのリスクに確実に備えるため、異常危険準備金の積み立てや再保険などによって、十分な支払財源の確保に
努めており、万全な財務状況が確保されています。

安心

JA共済は、組合員・利用者の皆さまの暮らしをサポートするため、「ひと・いえ・くるまの総合保障」の提供をしており、数多くの方にご加入
いただいています。また、確かな共済金のお支払いで、皆さまにお役立ていただいています。ひと・いえ・くるまへの確かな保障

安心

ＪＡグループでは、「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」と
しての社会的役割を果たすため、「農業者の所得増大」、「農業生産
の拡大」、「地域の活性化」を基本目標に自己改革を進めており、ＪＡ
共済では以下について着実に取り組んでいます。

自己改革の取り組み状況

農業経営の安定化に向けた取り組み

農業者の皆さまが安心して農業経営に専
念し、安定的な事業・生活基盤を築いてい
ただけるよう、農業経営を取り巻くリスクに
対する取り組みを進めています。

● 農業リスク診断の実施
● 農作業事故の未然防止活動の実施
● 農業者の皆さまに対する保障の提供

農業リスク診断サイトの
トップページ（イメージ）

地域・農業の活性化に向けた取り組み

従来から行っていた健康管理・増進活動や
災害救援、交通事故対策活動などの地域
貢献活動に加え、地域・農業の活性化に
貢献する取り組みを強化するため、地域の
実情に応じた「くらしや営農」に関するさま
ざまな活動に取り組んでいます。

令和3年度の地域貢献活動は、各都道府県本部で約6,200件、その
うちＪＡを通じて行われた活動は、約5,800件となり、地域の実情に
応じた「くらしや営農」に関するさまざまな活動に取り組んでいます。

農業高校等への最新機具等の寄贈

● 農業高校等への農業用機械・加工器具の寄付・購入助成
● 食育イベント・食農教育活動の支援
● 農作業効率化・鳥獣被害対策の支援
● 担い手サポートセンターの活動支援や直売所の強化支援

共済契約の申し込みの際に、タブレット型端
末機を活用したペーパーレス化や、クレジッ
トカード等による共済掛金のキャッシュレス
化を実施しています。

また、令和3年4月から、ご契約者さまがい
つでも契約内容の確認、各種手続き等がで
きる「Web マイページ」やご契約されてい
るJAへの連絡やカメラ・GPSを利用した事
故連絡などができる「JA共済アプリ」のサー
ビスを展開するなど、さらなる組合員・利用
者の皆さまの利便性向上に向けて取り組ん
でいます。

ペーパーレス手続き（イメージ）

「Web マイページ」と
「JA共済アプリ」のトップ画面

組合員・利用者の利便性向上に向けた取り組み

 　　2,202万件加入件数

91兆1,021億円保障金額 

生命総合共済
万一の保障は
もちろん、
医療保障も
充実しています。

ひと

937万件加入件数

140兆3,483億円保障金額 

建物更生共済地震を含む自然災害
や火災などの幅広い
保障で建物や家財を
守ります。

いえ

確かな保障と
充実したサービスで
交通事故に備えます。

くるま

自賠責共済のお支払い

281億円

自動車共済のお支払い

1,659億円

支払状況主な加入状況（保有契約）

万一のお支払い

6,028億円
満期等のお支払い

１兆2,617億円

生命総合共済

万一のお支払い

2,256億円
満期等のお支払い

１兆4,613億円

建物更生共済

※「生命総合共済」には、平成5年度以前に契約された終身・養老生命・年金共済を含みます。

自賠責共済

自動車共済

824万件加入件数

657万台加入台数 

万一のときや満期のときなどに
共済金をお受け取りいただき、
皆さまにお役立ていただいています。

令和3年度（令和4年3月末まで）
にお支払いした共済金

3兆8,143億円
（その他共済計684億円含む）

合計

※うち、満期共済金

2兆7,581億円

建物更生共済は、自然災害においても、
確かな保障をお届けしています。

自然災害にも
確かな保障

令和3年度の主なお支払い

❶令和３年２月
福島県沖を震源とする地震
（福島・宮城・栃木ほか）

132,899件/1,096億円
（令和２年度のお支払いを含む）

❷令和３年5月
宮城県沖を震源とする地震
（宮城・岩手・山形ほか）

 15,280件/132億円
❸令和３年８月
令和３年８月豪雨
（佐賀・福岡・長崎ほか）

7,651件/87億円

健全な資産運用を行っています。

運用資産

56兆292億円

総資産のうち、56兆円以上の運用資産
について、安定的な収益を確保できる国
債などの公社債を主体に、安全・確実な
運用を行っています。 58兆1,926億円

総 資 産

公社債
78.2% 
有価証券96.9% 

貸付金 1.0%
運用不動産  0.5%

現・預金およびコールローン 1.1%
その他 0.5%

その他の
有価証券 6.2%
株式       2.7%
外国証券 9.8%
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ク ミ ア イジ  コ  は

フリーダイヤル安心サービス
ご契約のお車の事故やトラブルにも万全サポート

自動車共済にご加入の方を対象に、自動車事
故の受付やアドバイスを行うほか、故障時の応
急対応やレッカー搬送などの手配を行います。

0120-481-536
コンサルタントシアワセイチバン

お体に関するご相談 ほっとちゃん

健康・介護ほっとライン
医師（精神科・心療内科を除く）、看護師、介護支援
専門員（ケアマネージャー）、栄養士など健康・介護
の専門家に、匿名・無料でご相談いただけます。

0120-536-093
はクミアイコンサルタント
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※メンテナンス等により、予告なく変更する場合があります。
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備えられる
建物・家財の保障

くるま 自動車共済
「クルマスター」

お車の事故による
賠償やご自身と
ご家族のケガ、
修理に備える

農業者賠償責任共済
「ファーマスト」

農業において
発生する
さまざまな
賠償リスクを
幅広く保障

その他

お問い合わせは、JA（農協）までご連絡ください。

JA共済ホームページ　https://www.ja-kyosai.or.jp

令和　　年　　月　　日

●詳細な内容は、ディスクロージャー誌「JA共済連の現状2022」をご覧ください。




