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経営・事業報告
（株）郵愛の第41期営業推進は、損保・生保とも依然厳しい環境下での取り組みとなりましたが、
JP労組各機関の積極的な取り組みに支えられ、一定の成果を収めることができました。

1．収支状況
売上高は1,484,217,089円で対前期比102.1%、販売費及び一般管理費等の費用については、996,108,117
円で対前期比102.3%となり、営業利益は488,108,972円となりました。

２．業績・営業推進状況
ア 自動車保険の推進状況
期
第40期
第41期

契約台数
43,948
44,495

自動車保険

増減比較
+727
+547

イ がん保険の推進状況
期
第40期
第41期

契約件数
57,296
59,476

ウ 医療共済
「マイガード」
の推進状況
期
第40期
第41期

増減比較
+1,939
+2,180

医療共済「マイガード」
増減比較
契約件数
+2,036
91,968
+2,169
94,137

がん保険

収納件数
26,236
25,551

増減比較
-697
-685

エ 当期純利益
期

当期純利益

第40期

311,964,449円

第41期

324,720,046円
1

大規模災害 が 発生した場合 の
セーフティネット
9月1日は防災の日です。今年も日本全国で自然災害が断続的に発生しており、さらに大規模な自然災害がい

つ発生してもおかしくない状況です。そこで今月は大規模な自然災害が発生した場合の、公的なセーフティネッ

トの代表的な制度等をご紹介します。

1

災害救助法による援助について

この法律が適用される基準は、災害により市町村の
人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合と
なっています。例えば人口30万人以上の場合は、住
家全壊150世帯以上となっています。具体的な援助の
内容は、被災者の救出、避難所・応急仮設住宅（原則
2年間）の設置、食品・飲料水、被服・寝具、学用品
等の提供、医療・助産、住宅の応急修理等です。災害
救助法が適用されると、住宅ローンの返済や損害保険
料の支払い猶予等のように金融機関の取扱いについて
特別措置が講じられる場合があります。

2

災害弔慰金・災害障害見舞金の給付金額

一定の規模の自然災害で死亡した遺族や重度の障害
を負った人に支給される給付金です。
災害弔慰金の支給額は、生計維持者が死亡した場合
500万円、その他の人が死亡した場合250万円です。
また、災害障害見舞金は、重度の障害（両眼失明、
常時要介護状態、両上肢がひじ関節以上切断等）の場
合に支払われ、その給付額は生計維持者で250万円、
その他の人は125万円となっています。

3

生活再建支援制度について

行政が運営している生活再建支援制度は様々ありま
すが、代表的な制度を3つご紹介します。

①災害援護資金の貸付
市町村が実施主体の制度です。都道府県内で災害救
助法が適用された市町村が1つでもあれば対象となり
ます。負傷または住居や家財に被害を受けた人は、最
高350万円の貸付が受けられます。この貸付制度の限
度額は世帯の人数や前年の所得金額により決定しま
す。借入れ条件は原則として、利率は現在年3％、据
置期間中（3年）は無利子、償還期間は10年です。
（貸付には所得制限があります）
2

②生活福祉資金貸付
都道府県の社会福祉協議会が実施主体です。65歳
以上の高齢者・身体障害者手帳等を交付されている人・
住民税非課税世帯のような低所得者に対する資金の貸
付制度です。

③被災者生活再建支援金
被災者生活再建法が適用される地域に居住する人が
所定の要件を満たせば支給されます。支援金は「基礎
支援金」
（被害の程度により支給）と「加算支援金」
（建
設・購入、補修など住宅の再建方法により支給）の2
種類となっています。例えば家屋が全壊した場合、基
礎支援金１００万円、加算支援金２００万円の合計３
００万円が支給されます。支援金を受け取るためには、
自治体の発行する「り災証明書」が必要です。また、
損害の程度が「半壊以下」は対象外となります。

4

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて

全国銀行協会では、
「自然災害による被災者の債務
整理に関するガイドライン」を策定し、自然災害にあっ
た債務者が一定の要件を満たせば、法的な破産手続き
ではなく、債権者と債務者の合意に基づいて、住宅ロー
ン等の免除・減額を申し出ることが可能となる制度（簡
易裁判所の特定調停）を運営しています。この制度を
使えば、財産の一部をローンの支払いに充てずに手元
に残すことができます。また、破産等の手続きとは異
なり、債務整理をしたことは個人信用情報として登録
されません。そのためその後の新たな借入れに影響が
出ません。

自然災害は遭遇しない事が一番ですが、これ
らの制度を知る事で万が一自然災害に罹災した
際の一助にしてください。
共済制度で必要な備えも忘れずに!!

「こむらがえり」は
なぜ起こる
突然、ふくらはぎに激痛が走る、
「こむらがえり」。運動中や就寝中に起きやすく、あまりの痛みで動けなくなっ

てしまいます。
「こむらがえり」は、なぜ起こるのでしょうか。

1 「こむらがえり」とは？
「足がつる」と表現される「こむらがえり」とは、
主にふくらはぎにおこる筋肉けいれんの総称です。
「こ
むらがえり」の「こむら」とはふくらはぎのことを指
します。
激しい痛みを伴いますが、ほとんどの場合は数分間
でおさまります。
その名の通り、ふくらはぎに起こることが多いです
が、足の裏や指、太もも、胸といった体のどこにでも
起こります。

「こむらがえり」
になった時の対処法
「こむらがえり」になった時、激痛で焦ると思い
ますが、筋肉がつるのは筋肉が強く縮んでしまった
状態ですので、それをゆっくり、優しく伸ばします。
つま先を上に向けて、かかとの角度が90度にな
るようにしながら、すねのほうにゆっくりと引き、
ふくらはぎを伸ばします。
あるいは近くに壁があれば、足の裏で壁を押すよ
うにしてひざの裏を伸ばしていきます。これを、痛
みがおさまってくるまで、ゆっくりと続けます。

睡眠中に見られるほか、激しい運動中や筋肉を使い
過ぎた後にも見られます。

2 「こむらがえり」の原因とは？
寝ている時にエアコンの冷気が当たって体が冷えて
血行が悪くなったり、汗をかいてマグネシウムやカル
シウムの電解質（筋肉細胞などの働きに関わるミネラ
ル）が体から出ていくことが原因です。
マグネシウムは収縮した筋肉を弛緩させる（ゆるめ
ること）働きをしています。そのため、マグネシウム
不足では筋肉を弛緩しにくくなります。
横になって寝ているときは筋肉が緩んだ状態になっ
ており、ふくらはぎなどの筋肉に存在する過収縮を予
防する腱紡錘（けんぼうすい）が、マグネシウムが不
足すると機能が低下し、弛緩が制御不能となるため、
「こむらがえり」がおきます。

3

たかが
「こむらがえり」
と思わないように

その他にも、腎不全（特に透析中）や糖尿病、メタ
ボリックシンドローム、肝硬変、熱中症、甲状腺機能
低下などの病気や、妊娠（特に妊娠初期の酷い時期）
期間中に生じることがあります。
運動による「こむらがえり」は、必ずしも検査が必
要とは限りません。しかし運動と関係なく、
「こむら
がえり」を繰り返すような場合、症状から何かしらの
病気が疑われることもあるので検査しましょう。

「こむらがえり」
の予防方法
激しく運動をした日や、足
元から冷えた時など、
「今日
はちょっと足がつりそうだ
な」と思ったら早めの予防策
です。
入浴後や就寝前に血流をよ
くするストレッチをします。
階段や椅子などの30セン
チ〜50センチほどの物に片
足をのせます。のせていない
足 の ふ く ら は ぎ と ひ ざ 裏 の 筋 肉 を、30秒 間 ほ ど
グーっとしっかり伸ばします。伸ばしている足のか
かとは床にしっかりつけます。
足全体の緊張がほぐれて血流もぐんと良くなりま
す。

その他の予防法
●運動中はこまめに水分補給（ミネラルや塩分が
入ったものを）
●運動の前後はしっかりとストレッチを行う
●お風呂にゆっくり入る
●カルシウムやマグネシウムをたっぷり取る

3

注目され始めた
「生卵がけ納豆ごはん」
の効果
納豆の薬効は、
いつまでもイキイキした脳を維持する効果あり
！
「納豆」
は、煮た大豆に納豆菌を付着させて発酵させた食べ物です。世界一の長寿国である日本の和食が注目を集め
る中で、
その特有さから、
ひと際脚光を浴びているのが、大豆発酵食品の納豆です。

1

日本は微生物の王国といわれる環境

3

朝食にピッタリの「生卵かけ納豆ごはん」

湿度が高く雨の多い日本列島は、無類の微生物王国

一日の活力を養う朝ごはんで、お手軽に栄養を補給

です。その微生物の力を上手に利用して、さまざまな

できるのが「生卵がけ納豆ごはん」です。これ一杯な

発酵食品を生み出してきました。納豆はもっとも手軽

らば、時間も節約でき、十分な栄養も補給できます。

に取ることのできる身近な発酵食品です。

この「生卵がけ納豆ごはん」一杯で、納豆に含まれ

納豆菌は、土中や空気中など自然のあらゆる場所に

るたんぱく質や多くの成分はもとより、卵やお米に含

野生している「枯草菌」の一種で、水田のワラに多く

まれる「レシチン」や、卵黄に含まれるビタミンB12

存在しています。世界でも類まれな「糸を引く納豆」

などが効率よく摂取できます。とくにビタミンB12は、

の菌の繁殖力は極めて旺盛で、タンパク質分解能力に

記憶物質「アセチルコリン」を効率よく合成するため、

優れています。

記憶力がより高まり、ボケを予防する効果があるとい

2

廉価で和食に合う納豆

われています。

納豆はたんぱく質などの栄養があり、食味も米食に
合う食べ物です。そのため、和食に欠かせない存在と
して食べ続けられてきました。さらに、価格が廉価な
ことも大きなポイントです。体に良くて安いからこそ、
長く、そして、欠かすことなく食べ続けられてきたの
です。

サツマイモの美味しい季節到来！
1

秋が旬のサツマイモは、イモ類の中で、
一番多く糖質を含みます。

秋が旬の食材の一つにサツマイモがあります。
このサツマイモは多種のビタミン群が含まれ、イモ
類の中では一番多く糖質を含みます。
また、サツマイモに含まれるビタミンCはでんぷん

持った時に重く、皮がすべすべなものが良く、
紅色が濃くつやのあるものを選びましょう！

サツマイモを買う時の選別方法は、持った時に重く、
皮がすべすべなものが良く、紅色が濃くつやのあるも
のを選びます。端っこの切り口に蜜が染み出ていたら、
それは特に甘い印となります。ただ、黒い斑点などが

質で保護されているため、加熱しても壊れにくく、か

ある場合は傷みの可能性

つレモンより摂取しやすく、ビタミンB群、E群も豊

が高いので避けた方がよ

富に含んでいます。

いでしょう。傷やシワが

そして、紫イモには、老化に対抗する抗酸化作用の
あるアントニシアニンが含まれています。
サツマイモは輪切りに切ったとき、切り口に出てく
る白い液体は「ヤラビン」という成分です。ヤラビン
は腸のぜん動運動を促進しますので、便秘解消にうっ
てつけの栄養素です。
4

2

目立つものも避けた方が
よいでしょう。

