
生協に加入してご利用ください
教科書5％、食堂や食料品、文具は1％　購入金額に対しポイント還元が受けられます。

重 要
生協・共済・保険等加入案内2022

保護者の方と一緒にご覧ください

つながる元気、ときめきキャンパス。

お問い合わせ先 釧路公立大学生活協同組合
〒085-8585 北海道釧路市芦野4丁目1番1号/TEL：0154-37-4155/FAX：0154-37-4277

推薦合格の方 前期合格の方 中期合格の方
１月28日（金）まで ３月１6日（水）まで ３月28日（月）まで

入学の手続きとあわせて生協加入手続きをお願いします。
加入手続きは、下記の期日までにお済ませください。

もし、期日を過ぎてしまったら0154-37-4155までご連絡ください。

POINT1 生協は92%の新入生が加入生協出資金は卒業（脱退）時返還

POINT2

POINT3 共済給付実績238件、約2,636万円釧路公立大学
給付実績件数 （2017年4月～2021年3月）

　皆さん入学おめでとうございます。
　釧路公立大学に入学される皆さんを教職員一同心より歓迎いたします。
　長かった受験勉強を終え、新しい生活に対する期待に胸を膨らませてい
ることと思います。学生時代は多分、皆さんの人生の中で何の気兼ねもなく
いろいろな可能性に挑戦出来るまたとない期間です。この恵まれた期間を
充実して過ごすことが出来るよう、私たちはサポートしていきたいと思います。
　本学の創設は1988年ですが、当初生活協同組合は設立されませんでし
た。生協が出来たのは2008年で、本学は20年もの間生協のない大学だった
のです。大学が教員、職員、学生からなる知の共同体であるとすれば、この
三者が一緒になって、大学での生活を支えるために作られた生協は、その
重要な構成要素といってよいでしょう。生協は大学文化に深く根ざした大学
人の組織なのです。是非新入生の皆さんも加入されることをお勧めします。
　皆さんは学生生活を始めるにあたり、衣食住全てを自力でこなしていかな
いといけないわけですが、初めての事に苦労も多いかと思います。加えて皆
さんは大人として、自分の行動に責任を持たなくてはいけません。大学生協
は、日々 の食生活、学業に必要な物の販売に加えて、生活の中での不測の
事態、例えば事故や病気に備える共済を用意しています。慣れない環境で
の生活の中で、いざという時にすぐ相談、対応してくれる相手がいることはと
ても心強いものです。是非とも加入をご検討下さい。

釧路公立大学学長

小路　行彦



釧路公立大学生協は釧路公立大学にある組織です

　釧路公立大学生協は、在校生、新入生、教職員の皆様から出資金をお
預かりし、それを元に様々なサービスをご提供しています。新入生の皆
様も、加入して組合員になって、お店づくりに参加して、みんなの生協
を一緒に創っていきましょう！

　釧路公立大学へのご入学、心よりお喜び申し上げます。
　本学には、皆さんが大学生活を始めると日々 利用することになる食堂や売店
があります。それらを運営しているのは大学生協という組織で、学生・教職員から
の出資金をもとにしています。出資者は、大学生協の組合員となります。この考え
方の源流には、19世紀半ばに労働者の生活改善、組合員の平等、利益の分配
などを目指して誕生したイギリスのロッチデール公正先駆者組合の原則があると
いわれています。それはのちに大学生協にも影響を与えました。
　日本では、1898年の同志社大学を皮切りに幾つかの購買組合が学校管理下
の消費組合として設立され、1926年には学生主導の東京学生消費組合連合
が発足しました。大学生協の数が大きく増大したのは、第二次世界大戦後のこ
とです。現在、全国に218、北海道には13の大学生協があります。釧路公立大学
生協は、2008年に誕生した若い組織ですが、出資者である学生や教職員の声
に耳を傾け、年 目々に見える変化を遂げています。さらなる発展には、組合員の
拡大、組合員の提案や運営への参加が不可欠です。学生・教職員を分け隔て
ることなく組合員同士が協力して育てていく組織、それが大学生協です。皆様
のご加入をお待ちしています。

新入生、保護者のみなさまへ
「釧路公立大学生活協同組合」へ組合員加入の
お願いと共済加入のすすめ

釧路公立大学生活協同組合
　理事長　白川　欽哉

☆公立大生協に加入しよう！

公立大生協って何だろう？

みんなが“協同”して支え合うそれが公立大生協です

組合員　＝　出資・利用・運営する人

運営
利用
出資金

・新入生
・在校生
・教職員

・卒業生

出資 返還

➡ ➡加入 脱退
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入学準備の流れを確認しましょう！

祝合格！

大学への手続きを行う

住まいを決める（自宅外生）

新生活用品を決める（自宅外生）

パソコン・教材を購入する

ミールカードを申し込む

引越し・新たな生活の
準備をする（自宅外生）

教科書を購入する

大学生活スタート

大学生協・
学生総合共済へ
加入する

生協に加入してご利用ください

教科書5％、食堂や食料品、文具は1％　購入金額に対しポイント還元が受けられます。

重 要
生協・共済・保険等加入案内2022

保護者の方と一緒にご覧ください

つながる元気、ときめきキャンパス。

お問い合わせ先 釧路公立大学生活協同組合

〒085-8585 北海道釧路市芦野4丁目1番1号/TEL：0154-37-4155/FAX：0154-37-4277

推薦合格の方
前期合格の方

中期合格の方

１月28日（金）まで ３月１6日（水）まで ３月28日（月）まで

入学の手続きとあわせて生協加入手続きをお願いします。

加入手続きは、下記の期日までにお済ませください。
もし、期日を過ぎてしまったら0154-37-4155までご連絡ください。

POINT1 生協は92%の新入生が加入
生協出資金は卒業（脱退）時返還

POINT2
POINT3

共済給付実績238件、約2,636万円

釧路公立大学給付実績件数

（2017年4月～2021年3月）

　皆さん入学おめでとうございます。

　釧路公立大学に入学される皆さんを教職員一同心より歓迎いたします。

　長かった受験勉強を終え、新しい生活に対する期待に胸を膨らませてい

ることと思います。学生時代は多分、皆さんの人生の中で何の気兼ねもなく

いろいろな可能性に挑戦出来るまたとない期間です。この恵まれた期間を

充実して過ごすことが出来るよう、私たちはサポートしていきたいと思います。

　本学の創設は1988年ですが、当初生活協同組合は設立されませんでし

た。生協が出来たのは2008年で、本学は20年もの間生協のない大学だった

のです。大学が教員、職員、学生からなる知の共同体であるとすれば、この

三者が一緒になって、大学での生活を支えるために作られた生協は、その

重要な構成要素といってよいでしょう。生協は大学文化に深く根ざした大学

人の組織なのです。是非新入生の皆さんも加入されることをお勧めします。

　皆さんは学生生活を始めるにあたり、衣食住全てを自力でこなしていかな

いといけないわけですが、初めての事に苦労も多いかと思います。加えて皆

さんは大人として、自分の行動に責任を持たなくてはいけません。大学生協

は、日々 の食生活、学業に必要な物の販売に加えて、生活の中での不測の

事態、例えば事故や病気に備える共済を用意しています。慣れない環境で

の生活の中で、いざという時にすぐ相談、対応してくれる相手がいることはと

ても心強いものです。是非とも加入をご検討下さい。
釧路公立大学学長小路　行彦

◎入学金 302,000円　※前年参考
◎前期授業料 267,900円　※前年参考
その他、後援会費など合わせて、
 614,560円　※前年参考

金額目安

◎お部屋の契約総費用
 30,000円～100,000円

◎パソコン、勉学教材
 150,000円～200,000円

◎食堂年間パスポート
 65,000円

◎新生活用品
 30,000円～300,000円

◎引越し交通費 50,000円
◎４月生活費
 30,000円～55,000円

◎教科書購入 20,000円

◎生協加入出資金 20,000円
◎共済加入・保険・学生生活110番
 16,200円～37,550円
◎入学時チャージ（プリペイド）
 30,000円

●入学時費用目安　合計
　　約1,054,800円
　　　～約1,500,000円
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釧路公立大学生協の活動

学生が行う様々な活動・取り組みを
サポートしています。

●学生委員会企画 ―

●新入生歓迎会（友活）―――
　新入生の友達作りの場として、毎年多くの新入生に参加い
ただいております。
　昨年は、コロナ禍の中ではありましたが、人数を分けて分
散で対面実施、235名の新入生にご参加いただきました。
　今年も、分散で対面実施を検討しています。
　生協学生委員を中心に、学内所属団体と連携して、企画を
考えています。

●学生への支援 ――

　水道凍結予防のための企画や、店舗
での企画等、様々なイベントを実施し
ています。
　水道凍結予防の企画は、上級生はも
ちろんのこと、初めて釧路での冬を過
ごす１年生にも十分注意をしてもらえ
るよう、毎年実施しています。

（2021年の様子）

ほっかいどう若者応援プロジェクト

水道凍結防止のため不凍液無料配布

総　代　会店舗企画

　コロナ禍においても修学が継続で
きるよう、多くの企業や、団体、個人
からご支援いただき、食材等をセッ
トにして無料配付し
ました。（ほっかいど
う若者応援プロジェ
クト）
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さあ、大学生協に加入しましょう！
●大学生協に加入すると様々なサービスを�―――――――――――
　受けることができます。

１ 教科書購入ポイント５％還元　

２ 購買・食堂は、組合員価格。毎日の利用で、ポイントが貯まる！

３ 自動車学校も一般より安い、組合員価格で！

４ 学生総合共済等への加入ができ、もしもに備える！

　その他、文具メーカー価格より20％オフ、就職活動や、資格講座、卒業袴レンタルなど、４年間を

通じて学生生活をサポートします！

釧路公立大学生協は、みなさんひとりひとりの出資と運営で成り立っています。

生協ご加入の際、4口20,000円の出資をお願いしております。
お預かりした出資金はご卒業時に返還いたします。

●ピリカ-Prica-（大学生協電子マネー）� ――
組合員になると、使えるピリカ！

組合員証に電子マネー機能が搭載されており、学内の購買・食堂で

利用することができます。

毎日の利用でポイントも貯まるし、レジも楽々！

組合員に加入して、ピリカでお得にお買い物！

ご利用にあたり大学生協への加入をお願いします

4

釧路公立大学の 

約90％の学生が生協へ加入 しています！



　購買書籍・食堂

大学生協はただのコンビニ・ただの本屋ではありません。

●購買・書籍�―――――――――
営業時間/平日10：00～17：00　土日祝閉店

生協の店舗は、組合員のためにある店舗です。常に学生が主体となって考えられた商品やサービスを扱っ
ています。おにぎりや飲料はもちろんのこと、文房具や、講義で必要な教科書など、釧路公立大学の学生
のための品揃えをしています。

●食堂�―――――――――――――――
営業時間/平日11：30～13：30

土日祝閉店

食生活が乱れがちな大学生へ、栄養バランスを考えたメニューを提供しており、食の面から組合員
をサポートします。
また、季節ごとに替わるメニューや毎月のフェアメニューもあり、飽きることなく、毎日利用できます！
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事前チャージ ３％プレミアムキャンペーン！

ピリカの使い方

大学生活スタートのための教科書や文房具の購入に使えます

　新入生限定で、事前チャージいただくと、1万円以上で３％プレミアム特典があります。例えば

30,000円のチャージで、入学後カードお渡し時には30,900円としてお受け取りいただけます。

　新入生の教科書購入代（平均2万円～3万円）、文房具代等、入学してから必要な分として、30,000円のチャー

ジをオススメしております。

　最大9万円まで、ピリカへチャージすることができます。 　キャッシュレス決済でスムーズに精算完了。

新入生限定

■100円につきPoint数

1Point

1Point
コンパ利用を
除く

書籍、雑誌
（文科省発行を除く）

食料品全般、
文具購買分類

食堂分類

3Point
書籍分類
（教科書・資格取得
講座等スタディガ
イド分類を除く）

ピリカ(prica) ※大学生協組合員証

キャンパス内の食堂・購買では、ピリカで！
　ピリカ（組合員証）には、電子マネー機能がついており、キャンパス

内の生協のお店で、スマートに決済が可能です。また、ピリカで決済す

るとポイントが付与されます。

　特にお昼時間帯など混雑時はスムーズにお会計が進むので、ピリ

カでのご利用をお願いしております。
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 契約引受団体　全国大学生協共済生活協同組合連合会　日本コープ共済生活協同組合連合会
学生総合共済は、全国大学生協共済生活協同組合連合会と日本コープ共済生活協同組合連合会の共同引受となります。

釧路公立大学生協の給付実績　2017年4月～2021年3月

238
2,636約

　この実績は昨年までの学生総合共済加入者の数字です。さらに多くの方が病
気にかかったり、ケガをされていることが想定されますので、もしもの時の備え
として「学生総合共済」の加入をご検討ください。

　事故やケガは思いもしない時に起きます。帰省

中に自転車で車にぶつけられることなど考えもしな

い事でした。

　担当の方も的確なアドバイスをして頂けるので、

共済に入っていて良かったと思います。

就活の帰省中、乗車していた自転
車が車に巻き込まれた事故

共済給付を受けた学生さん
の親御様から感謝の声

★学生総合共済に組合員の約７割が加入しています。

学 生 総 合 共 済
学生賠償責任保険
就学費用保障保険

健康で安心な大学生活をおくるための保障制度とサービス

学生総合共済

学生総合共済のキャラクター「タヌロー」
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釧路公立大学の給付状況

釧路公立大学の共済給付事例

2020年度に釧路公立大学に多かった病気・事故（ケガ）

病　気 事故（ケガ）

❶消化器系の疾患 ❶日常生活中の事故

❷精神障害 ❷スポーツ事故

❷こころの病 ❷交通事故

◦病　気
病　気 内　　　　容 給付金額

親知らず 入院2日 20,000円
急性虫垂炎 入院12日、手術1回 170,000円
不整脈 入院4日、手術1回 90,000円
総合失調症 入院31日 310,000円
うつ 入院11日 110,000円
こころの早期対応 10,000円

◦事　故（ケガ）
事　故（ケガ） 内　　　　容 給付金額

サッカー 入院11日、手術1回、
通院8日、固定具あり 196,000円

バスケットボール 手術1日、通院12日 74,000円
料理中 入院2日 20,000円
自転車単独 通院2日 4,000円
自動車相互 通院52日 104,000円

共済担当者から一言
　大学生になると、行動範囲が大きく広がります
が、そこにはリスクも潜んでいます。また、コロ
ナ禍になってからは、こころの病も増えています。
　安心して 4年間を過ごすためにも、是非、共
済に加入いただいて、たすけあいの輪に参加しま
しょう。

給付実績・給付事例は、2021 年度までの保障内容によるものです。2022 年度は保障内容が異なります。詳しくは、
「学生総合共済」パンフレットをご覧ください。
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2022
2022 2023

2023

●webでの加入手続きの場合、払込金額の合計にプラスして「システム利用料500円」が必要です。
※１　「学生生活110番」は、共済・保険とは別のサービスです。全国大学生活協同組合連合会の商品で、ジャパンベストレスキューシステム株式会社がサービスを
　　　提供しております。大学生協の組合員が加入できます。

一人暮らし特約なし

学生総合共済 G1200コース

一人暮らし特約あり

2026

（卒業予定年まで（4年間）一括払いの会費）

87 550 82 350 71 400 66 200

28,100 21,400

（４口）

（２年目からは口座振替）

（２年目からは口座振替）

（２年目からは口座振替）

（２年目からは口座振替） （5,200円） （5,200円）

※１

※すでに学生総合共済にご加入ではありませんか？
以前にも大学生協が取り扱う学生総合共済・学生賠償責任保険・扶養者死亡保障保険・就学費用保障保険にご加入されていた場合は、申込書の様
式が異なる場合がございます。加入のお手続きをされる前に、コープ共済センター 0120-16-9431 へお問い合わせください。

※学生総合共済は、学生組合員で発効日の年齢が満34歳以下の方がご加入できます。
留学生・扶養を受けていない方は掛金・保障内容が異なりますので、コープ共済センターへお問い合わせください。
コープ共済センター 0120-16-9431

新入生の方が2022年3月31日までにご契約のお申込み（掛金払込）の場合は
2022年4月1日午前0時から2023年3月31日まで、2022年4月1日以降にご契約
のお申込み（掛金払込）の場合は払込日の翌日午前0時から1年後にあたる日の属
する月の末日が満期日となります。例えば、2022年4月6日が発効日の場合は、
2023年4月30日が満期日となります。
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一人暮らし
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ン

安
心
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ラ
ン

実家通学

加入手続きはWebから
まずは、釧路公立大学生協ホームページの申込みフォームへアクセス
https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/kushiro-puc/kanyu/

組合員加入のみをご希望の方、チャージ額を変えて申込み
の方はミニマムプランをお選びください。

コンビニでお支払い クレジットカードでお支払い

①メールアドレス登録
②お申込みURLをメールで受信
③お申込みフォームに入力
④「口座振替登録（外部サイト）」で、
　２年目以降の共済掛金・保険料の引き落とし口座登録
⑤初年度のお支払い手続き（コンビニ or クレジット）
⑥お手続き完了メール受信

Web申込時に選択したコンビニで
お支払いください。
※各コンビニで支払方法が異なります。
　詳しくはWebでご確認ください。

Web申込時にクレジットカードで
お支払いください。
※ご扶養者さま名義のクレジットカードでもお支払い
　いただけます。

申込フォームに必要事項を入力
申込フォームに必要事項を入力

または

https://www.

kyou.ne.jp/ku

hokkaido.seikyou.sh
iro
-p
uc
/j
uk
en
/

加入手続きの方法を選択

◎申し込み手続きが迅速
◎ゆうちょ銀行（郵便局）へ行って払込む

手間がない
◎クレジットカードまたはコンビニ払い

で24時間対応

2022
2022 2023

2023

●webでの加入手続きの場合、払込金額の合計にプラスして「システム利用料500円」が必要です。
※１　「学生生活110番」は、共済・保険とは別のサービスです。全国大学生活協同組合連合会の商品で、ジャパンベストレスキューシステム株式会社がサービスを
　　　提供しております。大学生協の組合員が加入できます。

一人暮らし特約なし

学生総合共済 G1200コース

一人暮らし特約あり

2026

（卒業予定年まで（4年間）一括払いの会費）

87 550 82 350 71 400 66 200

28,100 21,400

（４口）

（２年目からは口座振替）

（２年目からは口座振替）

（２年目からは口座振替）

（２年目からは口座振替） （5,200円） （5,200円）

※１

※すでに学生総合共済にご加入ではありませんか？
以前にも大学生協が取り扱う学生総合共済・学生賠償責任保険・扶養者死亡保障保険・就学費用保障保険にご加入されていた場合は、申込書の様
式が異なる場合がございます。加入のお手続きをされる前に、コープ共済センター 0120-16-9431 へお問い合わせください。

※学生総合共済は、学生組合員で発効日の年齢が満34歳以下の方がご加入できます。
留学生・扶養を受けていない方は掛金・保障内容が異なりますので、コープ共済センターへお問い合わせください。
コープ共済センター 0120-16-9431

新入生の方が2022年3月31日までにご契約のお申込み（掛金払込）の場合は
2022年4月1日午前0時から2023年3月31日まで、2022年4月1日以降にご契約
のお申込み（掛金払込）の場合は払込日の翌日午前0時から1年後にあたる日の属
する月の末日が満期日となります。例えば、2022年4月6日が発効日の場合は、
2023年4月30日が満期日となります。
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承認番号
22－1179－01－20211115

〒085-8585  北海道釧路市芦野4丁目1番1号
TEL：0154－37－4155

釧路公立大学生活協同組合

http://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/ecoop/kushiro-puc/teikan.pdf

適切
対処

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/kushiro-puc/

生協・専務理事が日常のできごとをお伝えしています
@kushiropuc

加入手続き関係など、お問い合わせはメールでも可能です。
必ずタイトルの頭に【新入生】と入れて用件を記入してください。
（例）【新入生】加入手続に関する質問
kushiropuc@hokkaido.seikyou.ne.jp

釧路公立大生協 検索

【個人情報保護方針】
釧路公立大学生活協同組合URL　http://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/kushiro-puc/privacy-policy/

新入生おすすめパソコンを
是非、ご検討ください

パソコン・教材購入のご案内
大学生協オリジナルパソコンもパンフレットやWebでご案内しており
ます。是非ご検討ください。
釧路公立大学ではパソコンが必携となっております。大学の推奨スペッ
クを満たして、4年間買い替えずに安心して使える、釧路公立大学生用
のパソコンを提案しております。

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

釧路公立大学生活協同組合では、学生総合共済普及活動にあたり、かねてから大切にしてきた次の事項を遵守し、組合員の立場にたった活動に努めます。


