
POINT ❷ 生協購買・書籍・食堂は生協に加入してご利用ください
大学から配布される学生証に学内電子マネー機能がついています。
予め現金チャージすることで現金をさわらず衛生的なことと「教科書５％」ポイント還元もあります。

POINT ❶ 生協は約98％の学生が加入
出資金は卒業時に返還

POINT ❸ 生協の共済は学生どうしの「たすけあい」の制度です。
本学の学生総合共済給付実績　273件　約2,360万円（2017年4月～2021年3月）
少ない掛金で保障が充実。入学から卒業までの学生生活を保障します。

帯広畜産大学生活協同組合

お申込み期日の目安

期日は事務手続きを円滑に進めるために設定しています。
期日を過ぎても手続きは可能ですが、学生証と生協組合員証が一体型で連動されるため、電子マネーで生協利用（例えば、教科書購入や食堂利
用）をお考えの方は期日までに手続きくださいますようご協力をお願いいたします。

学校推薦型·特別選抜合格の方 一般前期合格の方 一般後期合格の方
1月28日㈮ 3月16日㈬ 3月28日㈪

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます
帯広畜産大学生活協同組合　理事長
帯広畜産大学　人間科学研究部門　教授　渡邊芳之

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

保護者の皆さまにも心より入学のお祝いを申し上げます。大学生協は大学で学び、働き、暮
らす仲間たちが組合員となって設立し運営することで、大学での生活で必要となる物品や食

品、サービスを供給している生活協同組合です。
帯広畜産大学生活協同組合も、帯広畜産大学の学生や教職員が理事となって運営しながら、
長年にわたって購買店舗や食堂の運営、大学への図書や物品の納入、学内自動販売機の管理な
どを通じて、大学で暮らすみなさんが必要とするものを幅広く供給してきました。
新入生の皆さんもぜひ生協に加入して、生協が提供するサービスを利用するとともに、
私たちといっしょに生協の活動に参加し、生協を支えていただけたらと思います。

2022年度 新入生＆保護者の方へ
生協組合員加入　学生総合共済　学生賠償責任保険

就学費用保障保険　学生生活110番

加入手続き加入手続きののご案内ご案内



新入生ならびに保護者の皆様へ���������
新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。
帯広畜産大学生協は本学教職員、学生の皆さまから設立のご要望をいただき、1964
年から運営しております。大学内で皆さまの生活や勉学などを支援する福利厚生団体
として、お食事の提供、購買の運営、講義に必要な教科書や教材の販売、自動車学校入
校手続きなど各種資格や検定申込窓口、また大学生の生活実態を把握しました「共済・
保険」の取扱いを行っております。
我々の組織は「生活協同組合」のため、畜大生の皆さまから出資金をお預かりして
運営しております。お預かりいたしました出資金は皆さまが本学をご卒業される際に
お返しいたしますので、入学時に組合員へご加入いただいて生協をご利用ください。
さて、コロナ禍となってからキャンパスライフが変化し、講義は対面と遠隔が交互に行
われ、感染予防対策からマスク着用や手指消毒の徹底、様々な活動の制限など生活様
式も変化いたしました。
講義形態が変化いたしましても、学生の皆さんは講義に必要な教科書や参考書の準
備は必要ですし、登校された際はお食事をとるため学食を利用されることもあるでしょ
う。
こちらの加入案内に詳細もございますが、大学生協は組合員へご加入いただき生協
電子マネーで精算いただくことで利用ポイント付与があります。例えば、教科書や参
考書を生協電子マネーでお支払いいただいた場合、5％ポイントが付与となりますの
で、2万円分の教科書や参考書を電子マネーでご利用いただくことで1千円分のポイント
（300P毎に300円分還元となります）が貯まります。
教科書は前期と後期で皆さまが受講される講義によって準備は必要となりますし、上
級生になっても講義を受ける場合は教科書が必要になります。組合員となってから生
協をご利用いただくことで還元を実感することができます。
是非、新入生の皆さまに組合員加入を行っていただき、少しでもキャンパスライフが
実り豊なものにしていただきたいと願っています。

帯広畜産大学生活協同組合
専務理事　伊藤　孝英

帯広畜産大学生協に加入しましょう！帯広畜産大学生協に加入しましょう！
帯広畜産大生協は、皆様から出資金をお預かりし、それを元に様々な商品やサービスをご提供しています。
また、組合員の皆様のご意見ご要望を生協運営に反映させて、組合員の大学生活をサポートしています。

組合員 出資・利用・運営する人
みんなが“協同”して支え合うそれが大学生協です。

＝
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2022年度　生協加入・共済加入のご案内



教科書・雑誌も5％還元
（生協電子マネー「Chicca」支払いの場合）

安心・安全な食品基準を定め、毎日の食事を提供

パンやおにぎり類、お菓子、
飲料など生協価格

オリジナルのおにぎりをはじめ、お菓子
や飲料など学内喫食を支えています。
大学生に人気の商品を定期的な還元
セールを行っています。

学生総合共済等への
加入ができます

安心な学生総合共済・学生賠償責任保険
などに加入できます。

自動車学校も生協価格で
社会に出る準備として大学での専門知識
の他に、資格取得のための講座や試験、自
動車学校の入校申込を生協価格で受付し
ています。
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スポーツ中に
ケガをした

自転車に乗っていて
他人にケガを負わせた

台風・風水害で
家財に損害があった

学生生活の「もしも」にそなえる

生協食堂では、昼食を提供
しています。
バランスの良い健康的
な食生活を提案していま
す。

栄養
バランスの良い
食事で安心！

お米は
北海道産産

自宅からの
通学生にも
おすすめ！

教科書・
雑誌の

購入は生
協が

店頭に並んでいる書籍・雑
誌だけでなく、大学生協独自
のネット書店からも注文が出
来ます。

大学生協は組合員のお店です！
様々な活動や営業で本学の皆さまをサポートしています。
保 護 者 説 明 会
2019年までは対面で保護者説明会
を実施し、入学準備の不安や学業等の
不安解消を目的とし、現役畜大生や生
協職員が説明し、参加された方に好評
いただいておりました。

Web入学準備説明会

昨年に引き続き、対面による説明会は実施できませんが、Zoomによる

「Web入学準備説明会」を実施いたします。

詳しくは畜大生協ホームページまたはパックに同封しております別紙

にてご確認ください。

説明会では現役畜大生がコロナ禍における講義のお話や、生協職員に

よる住まいや、教材（教科書等）のことなど説明します。

新入生だけでなく、保護者の皆さまも説明会へ是非ご参加ください。

生協組合員になると、様々なサービスが受けられます
大学生協は、ただの購買・食堂ではありません。
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2019年保護者説明会

お得!
!

生協サービスのご案内



全学生に、学内電子マネー機能搭載の
IC学生証が配布されます。
帯広畜産大学では、学生証がICカード化されており、学内福利厚生
施設で利用できるプリペイド式電子マネー「Chicca（チッカ）」機能
が搭載されています。
生協のご利用をChiccaからお支払いいただくと、書籍の利用は
100円ごとに5ポイント、購買のパンやおにぎり・飲料やお菓子の食
べ物、食堂を利用いただいた場合は100円ごと1ポイントのポイント
が貯まり、300ポイントとなった時点で300円分のお買い物が出来ます。

※生協へ未加入の場合でも、電子マネーの利用は可能です。
しかしご利用いただいた際の商品ポイントやプレミアム還元等の特典は一切受けられません。在学中はほと
んどの学生が生協を利用されますので、加入と未加入では得られるサービスに大きな差がでます。入学前に
生協加入手続きを済ませることをお勧めします。

教科書購入代金20,000円
大学は履修する科目によって、一人ひとり必要な教科書/
参考書は異なります。1年生前期に履修して購入される教
科書代金の平均は約20,000円です。（2021年度実績）
※�共同獣医学課程は畜産科学課程と比べると教科書代金は高額です。

昼食・文房具等購入代金30,000円
学食の平均単価が約500円です。それ以外に勉学に必要なレポート用
紙や筆記具、講義の合間にお菓子や飲料などを購入を考えると、前期ま
でに学内（生協）で利用されると想定した金額をご提案しています。

教科書・教材などの購入費用として入学時に教科書・教材などの購入費用として入学時に

＋

［50,000円の内訳］※共同獣医学課程と提案金額の違いは教科書代の違いです。
50,00050,000円円の事前チャージをオススメします！の事前チャージをオススメします！

キャッシュレスなので
現金不要・小銭いらず

残高が少なくなったら
いつでも店頭で
チャージできます

購入履歴が見られるので
お金の管理もバッチリ！

食堂・購買でスムーズ決済
混雑緩和で３密を回避

帯広畜産大学　IC学生証機能

【チッカ】　　　学内電子マネー

教科書購入と、4〜8月頃（前期）までの飲食などの利用分として、
プレミアムがついたお得な事前チャージをおススメします！

（生協加入と同時に払い込み（チャージ）いただければ3％分プレミアムがつきます）

※店頭でのチャージはいつでも出来ます。

教科書・教材などの購入費用として入学時に事前
チャージ（入金）をおすすめしております。
事前チャージ金額は50,000円（共同獣医学課程
は90,000円）がおすすめです。
学生証は4月以降、大学から配布されます。
電子マネーで教科書利用いただく場合は表紙のスケジュールに
沿って組合員加入をお済ませください。

◎�常に学生証は持ち歩いているので、仮に財布を忘れてもチャージが
あれば学内での食事やお買い物は可能！
◎�万が一、学生証を紛失した場合、利用停止後の残高が再発行した学
生証に引き継がれるので安心！

Chicca（生協電子マネー）のココが良い！
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2022年度　生協電子マネーのご案内



病気やケガをされたら、まずは
大学生協のお店にご連絡くだ
さい。

書類をお受け取りください。
その場で病気、ケガの状況を
お聞きします。

治療が終わったら、必要書類を
郵送します。

必要書類を提出すると、所定の
日数以内にご指定の銀行口座に
振り込まれます。

まずは連絡・相談 必要書類の受け取り 申請書類の提出 共済金の受け取り

給付申請手続きは、ご本人が学内でおこなえます。

コープ共済センターもご利用になれます。　《コープ共済センター》0120-16-9431

病院の診察券、
領収書などは保管！

大学生に寄り添った共済となっており、
学生生活に想定されるもしもに備えた

保障内容です。
学内にある生協サービスカウンターで
給付申請手続きが可能です。
何か困ったことがあれば気軽に
お立ち寄りやご相談くださいね！
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・学資保険
・�こども向け
　保険・共済
・親の保険の
　特約

・会社の保障制度
・個人加入の共済
新社会人コース（CO・OP共済）

・個人加入の生命・
��損害保険

高校生

大学生

社会人

・学生総合共済
・学生賠償責任保険
・就学費用保障保険

高校生でもなく社会人でもない、大学生の生活実態にあった保障を大学生協は提案しています。
学資保険やこども向け保険・共済の次は「大学生協の共済・保険」への加入をおすすめします。

「大学生」には「大学生協の共済・保険」を

帯広畜産大学の共済給付事例

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。

※給付事例は、2021年度までの保障内容により支払われた事例です。
　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年度　生協加入・共済加入のご案内

◆病　気� （2021年1月～2021年9月）
病　名 内　容 入　院 手　術 給付金額

統合失調症 一人暮らしでつらくなった。 17日 170,000円
親知らず 水平埋伏歯2019～2020年にかけて親知らずが生えてきて口内に痛みがあった。 1日 対象外 10,000円
鼠径ヘルニア 子供のころから右鼠径部に痛み。 2日 1回 70,000円
網膜剥離予防 右目の網膜剥離手術し、左目の網膜も薄い事が発覚し手術。 9日 1回 140,000円
自然気胸（左） 突然（高校3年生の時、左肺気胸の手術歴あり完治。関連性なし）。 5日 1回 100,000円
腰椎椎間板ヘルニア 不明　3年くらい前から自覚症状。 5日 50,000円
縦隔気腫 家で休んでいる時、特発性の様で胸痛・背中痛・息苦しさがあった。 4日 40,000円
鬱・強迫性障害 高校進学間もない頃から生活環境が変化したため。 こころの早期対応保障 10,000円
左腎盂腎炎 先天的に腎臓が弱くアパートで一人の時発熱・食欲不振・めまい。 13日 130,000円

◆事故・ケガ
内　容 通　院 給付金額

体育の授業中、膝に反対方向に負荷がかかり捻挫。 1日 2,000円
運転中、衝突され、頸椎捻挫。 28日 56,000円
校内で食堂に行く途中、頭を建物の柱にぶつけた。 14日 28,000円
学内馬場で落馬により頭部強打。 2日 4,000円
カヤックに乗り川下り中、波にひっくり返され肩の脱臼。 4日 8,000円
夕飯の支度途中、お湯をかけ足の火傷。 3日 6,000円
自転車でアルバイトに行く途中段差で滑り手足を深くすりむいた。 1日 2,000円
アメフトの自主練中、学内トレーニング室のランニングマシーンで足を踏み外し捻挫。 73日 146,000円

◆学生賠償責任保険（19HK）
内　容 給付金額

上階で水道管凍結破損による漏水が発生し、自室が水浸しとなり、家財が汚損。 906,797円
水道管が凍結により破損。 99,000円
入院（8日）のため父母が駆けつけた（ケガ・左足骨折）。 100,000円



インターネット環境がない方で、
上記のプラン以外をご希望の方
や、編入・院生の方は加入申込書 
E をご使用ください。

基本プラン
自分の病気やケガだけではなく、事故などで他人に迷惑をかけて賠償責
任が発生した場合など、学生生活におすすめの保障のプランです。扶
養者が充分な保障に加入されている場合はこちらをお選びください。

安心プラン
自分の病気やケガだけでなく、事故等で他人に迷惑をかけて
賠償責任が発生した場合に保障、さらに扶養者に万が一のこ
とがあったときでも学資費用をサポートするプランです。

全国大学生協共済生活協同組合連合会

大学生には大学生協の保障制度

■  学生賠償責任保険（一人暮らし特約 なし・あり） ■  就学費用保障保険あわせておすすめする保険

大学生協の
厚生労働省認可

2022年度版2022年度版

■ 学生賠償責任保険 ■就学費用保障保険あわせ おすすめする保険 ■学生賠償責任保険 ■就学費用保障保険

学生総合共済

あなたも
学生総合共済の
たすけあいの輪へ

年間給付金額
約30億7,349万円
（※2020年4月～2021年3月）

211大学生協
約69.8万人加入

学生総合共済

おすすめのプラン払込金額内訳� ※Webご利用にはシステム利用料500円がかかります。

「基本プラン」「安心プラン」は
大学生活のリスクに対応した保障・サービス内容になっています。

おすすめプラン名 一人暮らし用 実家通学用
安心プランA 基本プランB 安心プランC 基本プランD

生協出資金（1口2,000円）�10口� ※卒業時返還 20,000円 ● ● ● ●
学生総合共済�G1200（１年間の掛金） 14,400円 ● ● ● ●

学生賠償責任保険

一人暮らし特約なし�19H
（１年間の保険料） 1,800円 ● ●

一人暮らし特約あり�19HK
（１年間の保険料） 8,500円 ● ●

就学費用保障保険
（19W・2口）
(1年目の保険料）

４年制（2026年卒業予定） 5,200円
2口�● 2口�●6年制（2028年卒業予定） 7,740円

２年制（2024年卒業予定） 2,400円

掛金・保険料
小　計

畜産科学（4年間） 28,100円 22,900円 21,400円 16,200円
共同獣医学（6年間） 30,640円 22,900円 23,940円 16,200円
別科・編入（2年間） 25,300円 22,900円 18,600円 16,200円

学生生活110番
（卒業予定年まで一括払いの会費）

畜産科学（4年間） 9,450円
● ● ●共同獣医学（6年間） 14,170円

別科・編入（2年間） 5,670円
生協電子マネー
初回チャージ

畜産科学・別科・編入 50,000円
● ● ● ●

共同獣医学 90,000円

払込金額
合　計

畜産科学（4年間） 107,550円 102,350円 100,850円 86,200円
共同獣医学（6年間） 154,810円 147,070円 148,110円� 126,200円
別科・編入（2年間） 100,970円 98,570円 94,270円 86,200円

※�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お問い合わせください。
学生賠償責任保険、就学費用保障保険は、大学生協の学生組合員が加入できます。学生生活110番は大学生協の組合員が加入できます。
※�共済・保険の掛金・保険料は、初年度分です。2年目からは契約時に登録された金融機関口座から毎年掛金・保険料を振替えることにより、契約は卒業予定年まで自動継続します。
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加入手続き
は

Webから

■学生総合共済普及活動にあたって

■個人情報保護方針・定款

帯広畜産大学生活協同組合では、学生総合共済の普及活動にあたり、かねてから大切にしてきた次の事項を遵守し、組合員の立場に立った活動に努めます。
　（1）  消費生活協同組合法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、その他関連法令および約款を遵守し、適正な普及活動に努めます。
　（2）  保障の内容、重要事項等を組合員の皆様にご理解いただけるよう努めます。
　（3）  組合員にご迷惑をおかけする時間帯や場所では普及活動は行いません。
　（4）  万が一共済金の支払い事由が発生した場合におきましては、迅速かつ適切な共済金の支払いができるよう努めます。
　（5）  組合員の要望・質問などに関して適切に対処できるよう担当者の教育・研修に努めます。
　（6）  プライバシーの保護の重要性を認識し、ご契約に関する情報等については適正かつ厳正に管理いたします。
　（7）  組合員の皆様のご意見等の収集に努め、今後の制度改善や普及活動に反映していくよう努めます。
※以上の方針は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づく当組合の「勧誘方針」です。

帯広畜産大学生活協同組合　個人情報保護方針・定款は生協のホームページに全文掲載しています。是非ご覧ください。

https://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/obichiku/

〒080-0834　帯広市稲田町西2線11番地　TEL（0155）48-2284　FAX（0155）48-2733
メール：　kanyu@chikudaicoop.jp

加入手続き関係のお問合せ受付時間：平日10：00～17：00（土日祝は休業）伊藤／川上

承認番号　22-1176-01-20211122

インターネット環境がない方は、同封の「加入申込書＋ゆうちょ銀行（郵便局）払込」でもお手続きできます。

《Web申込＋コンビニorクレジット支払》

教科書購入学食利用etc…教科書購入学食利用etc…

Web申込ページで
必要項目を入力

コンビニまたは
クレジットでの
お支払い１ ２

推薦選抜合格の方へ
パソコンや講義に必要な「教材」に
関する情報は1月中旬頃に改めてご案内します。
それまでお待ちください。

写真はイメージです。

パソコンは講義（遠隔講義では必須）だけでなく、実習でも持ち歩けるパソコンが望まれます。全国の大学生協と共
同し、4年間の講義に耐えうるスペックやパソコンの条件交渉を行い、帯畜の講義環境に適したパソコンをご提案しま
す。また、遠隔講義が増えたことでご自宅でプリントする頻度も増えており、プリンターや講習会をセットしたご提案
をいたします。是非ご検討ください。
また、実習に使用いたします「作業着セット（つなぎや白衣他）」や電子辞書、英語教材学習キットなど、必要な情報
をパンフレットでご紹介します。

パソコン・教材購入のご案内

帯広畜産大学生活協同組合


