
When I was 17, I read a quote that went something like: "If you live each day as if it was your last, someday you'll most 
certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every 
morning and asked myself: "If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?" And 
whenever the answer has been "No" for too many days in a row, I know I need to change something.

Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. 
Because almost everything ― all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure - these things just fall 
away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know 
to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.

About a year ago I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my 
pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is 
incurable, and that I should expect to live no longer than three to six months. My doctor advised me to go home and get my 
affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try to tell your kids everything you thought you'd have 
the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as 
easy as possible for your family. It means to say your goodbyes.

I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy, where they stuck an endoscope down my throat, through 
my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my 
wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope the doctors started crying because it 
turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I'm fine now.
This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through 
it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept:

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination 
we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of 
Life. It is Life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too 
long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma ― which is living with the results 
of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have 
the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is 
secondary.

When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog, which was one of the bibles of my 
generation. It was created by a fellow named Stewart Brand not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his 
poetic touch. This was in the late 1960's, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with 
typewriters, scissors, and polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form, 35 years before Google came along: 
it was idealistic, and overflowing with neat tools and great notions.
Stewart and his team put out several issues of The Whole Earth Catalog, and then when it had run its course, they put out a 
final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early 
morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words: 
"Stay Hungry. Stay Foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay Hungry. Stay Foolish. And I have always 
wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay Hungry. Stay Foolish.Thank you all 
very much.

健康保険組合では、「傷病手当金」制度により、被保険者が業務外
の病気やケガで療養するために仕事を休み、その間の給与等が支
払われない場合（給与が減額されたためその支給額が傷病手当
金の給付額より少ない場合）とき、被保険者の生活費を保障する
ために給付しております。（詳しくは、健保HP「病気やケガで働けな
いとき」を参照ください。）

株主代表訴訟や社外取締役設置に伴うリスク回避の為の会社役員賠償責任保険（D＆O）、約定（Service Level Agreement）
の履行による損害に備える約定履行費用保険等企業リスクに対する様々な保険があります。弘済会は、こうしたニーズに応える
ため専門的・サポート可能な代理店を紹介します。

弘済会では、個人向け団体総合保険制度でGLTD（個人型）を準備していますので、あわせてご利用ください。

在職中に病気やケガで働けなくなった場合に収入の一部を最長
で定年退職年齢まで補償する保険です。精神障害も補償の対象
とし、復職プログラムを付帯しているのもこの保険の特長です。
また、事前のストレスチェック実施や個別相談ができる環境を提
供できるため、労務管理水準の向上や使用者への不満・うらみの
原因を解消できます。

従業員の方がケガや病気で働けなくなったとき、それが原因で
退職となったときに役立ちます。

働けなくなったときの健康保険の給付について GLTD（団体長期障害所得補償保険）

〒169-0073  東京都新宿区百人町 2ｰ4ｰ6  メイト新宿ビル 5F
　　　　　    TEL：03-6276-7211／ FAX：03-5348-6261

関東 ITソフトウェア健康保険組合ホームページのトップページから
も弘済会ホームページへ進めます。

関東 IT ソフトウエア健保会館内ではありません。弘済会関係書類は、上記住所あてにご送付くださいますようにお願いします。 ※事業所で加入いただく制度以外に従業員個人の方が利用できる  団体総合補償制度  もありますので、ご利用ください。
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健康保険組合からの傷病手当金
（標準報酬月額の3分の2）

定年までサポート
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関東 I Tソフトウェア健康保険組合の事業主のみなさまへ

これからの経営のために最低限のリスクマネージメントをはじめませんか？

http://www.its-kousaikai.jp/ ITS弘済会
事業主向けセミナー開催による情報提供・リスク診断サービスのご案内

変化の激しい経営環境下、既存制度を有しない新しい産業であるIT業界では、個々の企業によって経営理念が異
なること、過去からのしがらみがなく自由な発想が尊ばれることから、一律・画一の考え方を当てはめることが難
しいと考えています。
そこで、弘済会はIT業界として「必要最低限」備えておくべき弘済会オリジナル制度を準備しました。
また、すべての制度を団体保険とすることで、団体割引の適用、独自の制度設計が可能となっています。加入
する事業所が多くなればなる程、要望を言っていただける程、コストメリットや制度内容の充実が期
待していただけます。多くの事業所の加入をお願いします。

コンピュータソフトウェア福祉弘済会について
健康保険組合は、健康保険法で定められた事業を行う「公益法人」であることから、福利厚生事業を実施することには、多くの制約があります。その
ため弘済会は、健康保険組合の公的事業の側面を補うため、医療・保険・福祉の各分野における民間事業のサービスを活用し、「組合員」と「ご家族
の皆さん」の福利厚生の充実を図ることを目的として、昭和62年に発足した相互扶助の会です。

グループ保険福祉共済制度
グループ保険医療共済制度

上記以外の制度

その他弘済会について

各種お問い合わせ窓口

※受付時間:月曜日～金曜日 9：00～17：00（休日・祝日・年末年始はお取扱いしておりません。）

※「its弘済会担当」とお呼出しください。

※「its弘済会の賠償保険の件」とお伝えください。

T E L：0120-288-270
E-mail：it-kousaikai@seiwabl.co.jp
T E L：03-3369-3100 / F A X：03-3369-3120
E-mail：its-ins@kaito.co.jp

T E L：03-6276-7211 / F A X：03-5348-6261コンピューターソフトウェア福祉弘済会

グ ル ー プ 保 険 係

提 携 代 理 店（（ 株 ）カイトー

その他の
ご相談

G L T D
（ 会 社 型 ）
（Group Long Term Disability）

導入サポート

心身を患い、職も失い、
経済的に追い詰められる…
GLTDは、そんなリスクから
従業員を守ります。

（※1）配当を考慮すると実質保険料は少なくなります。3割の配当があった場合の実質掛金は、10.5万円となります。
        また、グループ保険福祉共済制度のみ月払いとなっています。

加入プランA
使用賠償 雇用関連賠償 IT業務賠償 情報漏えい

IT業務賠償
加入でカバー

（34.5万円）※1

グループ保険福祉共済
死亡保険金

一律500万円
年間保険料

1.5万円 1.5万円 21万円
7万円

39万円15万円（※1）

従業員10名

グループ保険福祉共済制度は死亡保険金 一律500万円 とします。
1億5,000万円売上げ金額 5,500万円賃 金 総 額

加入プラン : A

プラス 団体長期障害所得補償保険（GLTD）導入サポート

グループ保険福祉共済制度

団体使用者賠償責任保険制度

団体IT業務賠償責任保険制度

団体情報漏えい賠償責任保険制度

加入プラン A の年間保険料例



長時間労働者への
医師による

面接指導制度の
義務化

時間外労働が
月100時間または
2～6ヵ月平均で

月80時間を超えたら！

パワハラ

時間外労働が
月45時間を
超えたら！

労働時間を
適正に把握して
いますか？

システムが日々高度化
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弘済会でなければ作れなかったIT業界向けの専用商品!
IT業務の遂行における不測の事故等のリスク、情報漏えいのリスクに備えます。加えて事業
所（施設）における損害賠償に対応する補償（施設賠償責任保険）もセットすることで、事業遂
行における賠償リスクを幅広くカバー。
また、子会社対応、駐在者、初期不備対応等柔軟な対応も可能となっています。

●労災認定されない労働紛争リスクを補償
高額な損害賠償の労災訴訟リスクは、使用者賠償責任保険の補償対象となりますが、身体障害が伴
わない労働紛争リスクは、補償対象外でした。
この保険は、セクハラ・パワハラなどによる精神的苦痛、プライバシー侵害、不当解雇などの従業員
の雇用契約上の権利侵害等、労災認定されない労働紛争リスクを補償します。グループ保険加入事業所さまの要望に応え準備しました!!

グループ保険に追加して、医療保障の準備ができます。
 日額2,000円～10,000円まで幅広くプランが選択  でき、もちろん、 団体割引のある掛金 で、配
当が期待できます。

●ソフトウェアのバグによる誤った請求書作成
●通信回路の切断によるネットワークの停止
●ウイルス感染によるシステム停止やデータ消滅
●プログラミングミスにより不正アクセスを許してしまう
●オペレーションミスによるデータの誤破棄

情報漏えいにおける原因は、
実は内部要因(盗難・流出)が
8割※を占めるのです。
※「2010年情報セキュリティインシデントに関
する調査報告書」
NPO日本ネットワークセキュリティ協会調査

安全配慮義務とは、
使用者が雇用する労働者に対してその生命、身体の健康を守るべき義務をいいます。
この義務違反が生じた場合には、債務不履行となり、損害賠償責任が発生します。
過労死の場合、労働災害認定に加え、使用者の安全管理を巡り、損害賠償請求が行わ
れるケースが増加しています。
企業は、安全管理義務を負っており、それは、業務上の危険防止だけではなく従業員の
長期労働を削減し、適切な健康管理を行い、健康障害等が発生しないよう努めなけれ
ばなりません。長時間労働、過重労働が認められれば、業務量の削除、要員の補充、職
務の変更、健康診断受診による健康状態を把握し、所見のある場合は、医師の受診の
勧奨等身体的対処が求められます。

●法律上の損害賠償金
●弁護士費用、訴訟費用
●緊急対応費用 等
※情報漏えいも対象とすることができます。

具
体
的
な
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害

従業員を大切に扱うことが最高のリスクヘッジにつながります。

産業医の
面接による
保健指導

「36協定」

不当解雇

年次有給休暇の
取得を促進して
いますか？

Cプラン 約42万円【上記契約条件の年間保険料例】

賠償責任 危機管理対応費用
支払限度額

免責金額 免責金額
支払限度額

1請求 保険期間中 保険期間中１事故
なし１億円 2億円 30万円 １億円 １億円

売上高
3億円

Cプラン 約22万円【上記契約条件の年間保険料例】

賠償責任 危機管理対応費用
支払限度額

免責金額 免責金額
支払限度額

1請求 保険期間中 保険期間中１事故

なし１億円 1億円 30万円 １億円 １億円

売上高
3億円

Bプラン約5万円【上記契約条件の年間保険料例】

事業種類番号 ： 94
（その他各種、事業者、事業）

賃 金 総 額  ： 1億円

免責金額

１名につき 2億円
１災害につき 2億円
１災害につき 0   円

支払限度額

１名・１災害につき補償額

新しいタイプの労災に対しての備えは充分ですか!
精神障害に起因する労災事故は近年増加傾向にあります。さらに、「安全配慮義務」を怠っ
たとして被災従業員や遺族から高額な賠償金を請求されるケースも発生しています。

グループ保険
福祉共済

IT業務
賠償責任保険

情報漏えいに関する事故が頻繁に報じられています。
個人情報（マイナンバーを含む）だけでなく法人情報の漏えいでの損害賠償金の対応は
もちろん、見舞金・事故原因調査費用・コンサルティング費用等の対応費用を含めて幅広
くカバーしています。
情報の保管先は国内外を問わずグローバルにカバーします。

●従業員が顧客情報をネットに持ち出し、金銭目的で名簿業者に売却した
●外部からの不正アクセスにより個人情報データベースの情報が漏えいしてしまった
●協力会社にテストデータを渡して検証するつもりが、誤って本番データを渡したため個人情報が拡散
してしまった。

情報漏えい
賠償責任保険

あいつあんなに
頑張っていたのに
残念だ

奥さんつらそうだったな
会社として渡すものが
あってホッとしたよ
引越代・これからの生活
費と何かと大変だ

保険金額は200万円～1,500万円まで （H28年度現在）   毎年掛金見直しをしています。

1万名以上もの方が加入している
弘済会ならではの充実制度！
弘済会のグループ保険福祉共済制度は、ご加入しやすい掛金で会
社の死亡退職金・弔慰金制度の準備にピッタリ。配当を考えれば、事
業所の負担が少ないのも特長です。

加入例 ： 10名の従業員の方が死亡保険金額300万円に全員加入した場合、月々の掛金は7,500円（年間9万円）、
でも配当が約3割だったとしたら実質掛金は5,250円（年間6.3万円）となります。

1年ごとに収支計算を行い、剰余金（いただいた掛金からお支払いした保険金の差額）が生じた場合は、配当金をお支払いする制度となっています。

死亡保険金額
（高度障がい保険金額）
100万円あたり 月払掛金 250円

H26年度年間払込
掛金に対する
配当金の割合

（支払保険金  件数／合計）

約54%
H27年度
約15%

H23年度
約60%

H24年度
約52%

H25年度
約26%

3件/
1,400万円

10件/
5,700万円

6件/
1,100万円

4件/
2,200万円

9件/
5,600万円

事業主に求められる
「安全配慮義務違反」

って何だ

「グループ保険医療共済 」（掛金事業主負担）お知らせ

雇用関連賠償責任保険とは

1,000万円 免責金額なし

約1.5万円【被用者10名の場合　年間保険料】

保障額と掛金

配 当 金

保 険 料 例

保 険 料 例

事 故 例

保 険 料 例

事 故 例

セクハラ

万一のトラブルに備えておくことで安心して業務に取り組むことができます。

使用者賠償
責任保険

雇用関連
賠償責任
保険

施設賠償責任保険の補償内容 対人・物件 1件/1名 ・ 1件/1事故、免責事故なし


