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乃生省悟 議長岡口憲義 理事長

　生活協同組合の最高意思決定機関であり、株式会社の株主総会
に相当します。総代選挙規約にもとづき、各市区より選出された総代
は出資金額の多少に関わらず各1個の議決権を有し、民主的な意思
決定がなされています。
　各提出議案については、出席総代の過半数で決定しますが、定款
変更、組合員の除名等の最重要案件については、出席総代の3分の2
以上の多数で決することとなっています。

　6月21日（水）､三宮研修センターにおいて平成
29年度通常総代会が行われました。
　岡口憲義理事長の挨拶、総代の永年勤続表彰
が行われたのち、乃生省悟議長（東灘区総代）の
議事進行のもと、平成28年度の事業報告・共済事
業の利用分量に応ずる割戻しをはじめ平成２9年
度の事業計画・予算目論見などの全13議案が原
案通り可決・承認されました。

利用分量割戻金のお知らせ平成2
8年度

　

　通常総代会において、火災共済、医療共済
およびこども共済の割戻しの額ならびに返還
方法が決定いたしました。平成28年度中に払
い込まれた掛金額に対し、右記の割戻率を乗
じた金額を割戻金としてお返しさせていただ
きます。
　なお、割戻しを受ける対象の方につきまし
ては、8月初旬頃に通知を郵送いたします。

１．返還方法　
　割戻し額の内、各３％相当額を組合員の出資金に振替させていただき、残額（火
災：33％ 医療：13.5％ こども：17％相当額）は､平成29年9月1日以後の契約更新
時に共済掛金額から控除（掛金充当）させていただきます。なお、医療共済、こど
も共済の場合は､平成29年8月28日の口座振替分（クレジットカード払の方は平成
29年８月14日の売上確定分）から充当させていただきます。

２．対象者
　平成28年度中に火災共済、医療共済またはこども共済の契約を締結した組合
員で、総代会開催日（平成29年6月21日）において在籍している方 　

割戻率
火 災 共 済 36％
医 療 共 済
こども共済 20％

16.5％

平成29年度通常総代会結果報告

総代会とは？

平成29年度事業計画
　現在の地域社会では、人口減少、少子高齢化、家族構成の変化などが進んだことにより高齢者や単身世帯の増加とともに、「認知症高齢
者の増加」、「高齢者の孤立」、「空き家問題」など様々な社会的課題が顕在化しています。
　このような状況の中で、当組合は共済生協として組合員の皆様の暮らしを守る身近な生協でありたいと考えます。
　平成29年度において、当組合では、組合ビジョン「神戸市民・兵庫県民のみなさまに信頼され選ばれる生協であるために」を策定し、この
ビジョンの実現に向けて、3つのアクションプラン「安心をお届けします」、「地域に貢献します」、「人材を育成します」の実行に努めます。

１．共済・保険代理事業
　組合員の皆様の暮らしを守る各種共済・保険商品を引き続き提供してま
いります。共済事業につきましては、医療共済のガン入院及び女性特有疾
病入院への保障を1日目からとします。また、新たにガン入院後の通院及び
女性特有疾病退院後の在宅療養に対する共済金をお支払いする特約の設
定を行います。
　さらに、平成29年度から日本コープ共済連が行う共済事業の受託を開
始し、これまで組合員の皆様からご要望はいただいておりましたが、当組
合では取り扱いが困難であった長期保障や高額死亡保障についても取り
扱いを開始するなど、保障内容の充実を図ってまいります。

2．広報・生活文化活動
　広報活動につきましては、共済事業及び保険代理事業
の普及推進を図るため、広報・広聴の更なる充実に努めて
まいります。
　生活文化活動につきましては、今年度は若年層の組合員
の皆様への教育文化事業の充実に取り組むとともに、Ｇ7
神戸保健大臣会合で採択された「神戸宣言」を契機にスタ
ートする「認知症の人にやさしいまちづくりの推進」にもと
づき、神戸市の動きと合わせて様々な団体へ「認知症サポ
ーター養成講座（研修会）」の実施を働きかけるなど、地
域の皆様との連携も深めてまいります。

神戸市民生協とはこんな団体です

当組合の事業をご利用いただくには

ご加入はお電話かインターネットで

お問い合わせはフリーダイヤルで
お気軽にお電話ください

検 索神戸市民生協

通話
無料

0120-81-9431
ハ イ キ ョ ウ サ イ

営業時間／9：00～17：30（土・日曜及び祝日休業）
スマートフォンにも対応！
ぜひ、ホームページをご覧ください！

http://www.kccs.or.jp/

メールでのお問い合わせ
■共済／kyosai＠kccs.or.jp ■共済以外／info＠kccs.or.jp

　当組合は、兵庫県知事認可を受けた営利を目的と
しない生活協同組合です。現在では約23万人の方
が加入されています。
　これからも、日々の安全・安心の暮らしを支える共
済・保険商品のご提供に努めます。

　お電話をいただければ、申込書類をお送りさ
せていただきます。神戸市内の方であれば、地
域の担当係員がご自宅をご訪問し、詳しい説明
をお聞きいただいたうえで加入申込みしていた
だくこともできます。
　他にも、ゆうちょ銀行やコンビニエンススト
アからの払い込みや口座からの自動振替によっ
ても掛金のお支払いができますので、お忙しい
方にも便利です。また、当組合のホームページ
から各共済の加入申込や資料請求もしていただ
けますので、ぜひご利用ください。

　兵庫県内にお住まいか、お勧めの方であれば、ど
なたでも組合員になることができます。共済事業であ
れば、初回の掛金をいただく際、掛金と一緒に組合
出資金として1口（50円）をお預かりいたします。
　出資金は、当組合の事業を利用されなくなったり、
県外へ転居され組合員の資格の範囲外になったと
きには、全額ご返金させていただきます。

住所等変更の際の届出について 共済金の請求漏れはございませんか
住所変更等契約内容に変更が生じましたら、

必ずご連絡ください（お願い）
　転居される際には、前もって、新しい住所、電話番号等を必ず
お知らせください。
　転居にともない、氏名・振替口座・火災共済物件の広さおよび
構造等を変更される場合もあわせてお申し出ください。

　共済金のご請求は、支払い事由の発生を知った日から３年を
過ぎますと、そのご請求の権利がなくなりますので、ご注意くださ
い。

平成28年度決算概要
貸借対照表要旨

科　目 金　額
（平成29年3月31日現在） （単位：百万円）

○資産の部
　流動資産
　固定資産
　(有形固定資産)
　(無形固定資産)
　(その他の固定資産)
　繰延税金資産
資産合計

　
3,937
127
(6)
(27)
(94)
355
4,419

剰余金処分
Ⅰ 剰余金処分額 325百万円
1.法定準備金積立
2.利用分量割戻金積立
3.任意積立金積立
　（1）風水害見舞金積立金
　（2）共済情報システム改修積立金
　（3）別途積立金

12百万円
258百万円
55百万円
0.2百万円
30百万円
25百万円

組合員出資状況
項　目 実　績

（平成29年3月31日現在）

組合員数
出資口数
出資金額

228,420（人）
14,421,351（口）
721,067,550（円）

損益計算書要旨

科　目 金　額
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）（単位：百万円）

○経常損益
　共済事業収入
　共済事業費用
　共済事業剰余金
　その他事業収入
　その他事業費用
　その他事業剰余金
　事業総剰余金
　事業経費
　事業剰余金
　事業外収益
　営業外費用
　経常剰余金
　税引前当期剰余金
　法人税・住民税及び事業税
　法人税等調整額
　当期剰余金
　当期首繰越剰余金
　風水害見舞金積立金取崩額
　当期未処分剰余金

　
1,677
766
911
8
1
7

918
638
280
73
2

351
351
22

▲0.1
329
14
0.2
343

○負債の部
　流動負債
　固定負債
負債合計
○純資産の部
　組合員出資金
　剰余金
　（法定準備金）
　（共済支払準備積立金）
　（風水害見舞金積立金）
　（共済情報システム改修積立金）
　（別途積立金）
　（当期未処分剰余金）
純資産合計
負債及び純資産合計

1,334
434
1,768

721
1,930
(709)
(100)
(99)
(35)
(644)
(343)
2,651
4,419

平成28年度　共済事業概況
■火災共済

項　目 実　績
契約件数
契約高
受入共済掛金
共済金支払件数
支払共済金

（件）
（万円）
（円）
（件）
（円）

34,857
51,817,320
320,100,200

32
45,000,006

■交通災害共済
項　目 実　績

契約人数
契約高
受入共済掛金
共済金支払件数
支払共済金

（人）
（万円）
（円）
（件）
（円）

50,586
9,810,400
93,792,580

531
53,466,000

■医療共済
項　目 実　績

契約人数
契約高
受入共済掛金
共済金支払件数
支払共済金

（人）
（万円）
（円）
（件）
（円）

21,739
700,654

779,465,932
2,449

224,870,660
■こども共済

項　目 実　績
契約人数
契約高
受入共済掛金
共済金支払件数
支払共済金

（人）
（万円）
（円）
（件）
（円）

1,816
92,860

19,546,850
203

6,909,500
■傷害共済他

項　目 実　績
契約人数
契約高
受入共済掛金
共済金支払件数
支払共済金

（人）
（万円）
（円）
（件）
（円）

24,331
1,667,040

132,649,258
723

82,734,700

お支払いのご相談はお電話にてお問い合わせください

ひ
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神戸市民生協イメージキャラクター

組合員割引施設や
入場券プレゼント
などの特典も

医療共済
あんしんくみたて
プランの
制度改善

2017年秋

組合員
の皆様

への

たいせ
つな

お知ら
せです
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■この広告は個人賠償責任補償および傷害補償の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合は、当組合までお問い合わせください。 ［2017年7月作成 17-T01789］

団体総合生活保険 引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

日常生活中の偶然な事故により、法律上の賠償責任を負った際の補償で
す。ご本人様および配偶者、同居の親族、別居の未婚のお子様も補償さ
れます！

ケガによる入通院を1日目から補償します。年齢制限や健康状態に関する
告知はありません。補償対象は被保険者本人のみとなります。

個人賠償責任補償 傷害補償
ご自身へのケガの補償

をお探しなら！

＊補償額の多いBタイプもございます。 ＊その他、傷害による死亡や後遺障害も補償！

※上記は重複して支払われません。

＊ご加入に年齢制限はございません。 ＊安心の示談サービス付（国内の事故に限ります）

保険料（年額）
保険料（月額）

1,000円
月額あたり

約83円！ 国内：1億円
国外：1億円

補償限度額
A
タイプ 500円

傷害一時金（入通院）※

1～5日未満 5千円（一律）
5日以上 2～20万円

（部位・症状に応じて）

自転車事故等への
賠償保険をお探しなら！

共済事業のご案内
TEL.0120-81-9431

各共済の詳しい内容についてはホームページをご覧いた
だくか、資料をご請求ください。

検 索神戸市民生協 http://www.kccs.or.jp/

医療共済

ご加入は75歳まで！保障は85歳まで
（簡単な健康告知が必要です）

月掛金1,500円～で入院1日3,500円の保障
月掛金各500円でガン・女性・通院の3つの特約をご用意

①ガン入院が1日目から保障に！
　入院保障額を1日6,000円に増額！
②ガン通院保障を新設！日額1,800円

①女性特有疾病入院が1日目から保障に！
　入院保障額を1日4,500円に増額！
②女性特有疾病の対象範囲※を拡大！
※甲状腺ガン、股関節症、膝関節症、骨粗しょう症、下肢の静脈瘤が対象に

③女性特有疾病在宅療養保障を新設！
　一時金50,000円

特別条件付加入制度※の病気の範囲を拡大！

下肢の静脈瘤、股関節症、膝関節症が新たに対象になりました
※告知事項に該当するが、組合指定の傷病によるお支払いを３年間免責として
　加入いただける制度です。

こども共済
ご加入は18歳まで！保障は19歳まで
（簡単な健康告知が必要です）
ポイント①

ポイント②

ポイント③

ポイント①

ポイント②

ポイント③

月掛金わずか500円で
入院1日5,000円の保障
扶養者が死亡された場合、
掛金払込免除のコースもあります。
お得な年払掛金もご用意

お子さまの病気やケガの備えに！

火災共済
家財のみでもご加入いただけます

ポイント①

ポイント②

交通災害共済
年齢・性別に関係なくご加入いただけます！

再取得価額で保障！
（加入基準額の70％以上の加入の方）
手頃な掛金 〈例：専用住宅の年掛金〉

耐火400円 ・非耐火700円 （保障100万円あたり）
落雷や水濡れなども保障されます。

日本国内の交通事故による
ケガの入院・通院・死亡等を保障します。

お手頃な年掛金1,000円～
（15歳以下は年掛金800円～）
自治会など20人以上の団体で
加入されると割引があります。

新たにCO・OP共済の取扱いに向けて動きだします！

組合員割引と組合員割引施設について

神戸市民生協
組合員様限定 入場券プレゼントについて

9/15（金）
必着

10/16（月）
必着

10/16（月）
必着

11/15（水）
必着

11/15（水）
必着

ハガキ１枚（メール1件）につき、
入場券２名様分が当ります！

応募方法 入場券希望施設名（番号）・組合員番号・氏名・年齢・券種を
ご記入のうえ、ハガキかメールにてご応募ください。
※ご希望の券種（A大人2名 B大人1名・子供1名
　C子供2名）を必ずご記入ください。
〒651-0096
神戸市中央区雲井通５丁目３番１号 サンパル８階
神戸市民生協『入場券プレゼント』の係宛
info@kccs.or.jp

〔ハガキ郵送先〕

〔メールアドレス〕
※お１人様1施設につき1枚（1件）までのご応募でお願いいたします。
（例：左記５施設の場合、お１人様1施設につき1枚ずつ、計５枚までお受けいたします）

当選結果 抽選のうえ、入場券の発送をもって当選結果に代えさせて
いただきます。
（入場券は締切後、約２週間後の発送となります）

問い合せ先 神戸市民生協  TEL.0120-81-9431（平日9：00～17：30）

下記旅行社の商品が割引料金で
ご利用いただけます！

下記施設が割引料金でご利用いただけます！
（組合員証は、初回掛金引落（払込）日以降の発送となります）

　組合員証のご提示で組合員および同伴者が割引料金となります（割引対象
となる同伴者数は各施設により異なります）。ただし、こくさいホールは公演の
内容によりチケットの購入枚数を制限させていただくことがあります。

灘区・東灘区
★神戸市立小磯記念美術館　★神戸ファッション美術館
★神戸ゆかりの美術館　★神戸市立六甲山牧場　　

須磨区・垂水区
★神戸市立須磨海浜水族園※　★神戸市立須磨離宮公園
★シーサイドホテル舞子ビラ神戸

北　区
★しあわせの村温泉健康センター「しあわせの湯」　★金の湯　★銀の湯
★太閤の湯殿館　★神戸市立森林植物園

神戸市外
★日本玩具博物館（姫路市）　★兵庫陶芸美術館（篠山市）

中央区
★神戸布引ハーブ園/ロープウェイ（ナイター料金は割引適用外）
★神戸国際会館こくさいホール　★109シネマズHAT神戸　★賀川記念館　　
★人と防災未来センター　★風見鶏の館　★萌黄の館　★神戸市立博物館
★バンドー神戸青少年科学館　★神戸ポートタワー※
★神戸海洋博物館・カワサキワールド※
★神戸市立 ポートアイランドスポーツセンター　★神戸どうぶつ王国
★神戸シーバスファンタジー号／スカイマリンクルーズ　　　
こくさいホール【078-231-8162】の各割引対象公演については、当組合ホームページにてご確認いた
だくか、前記電話番号まで直接お問い合わせください。

※印の施設は、組合員証の他に別途割引券が必要となりますので、当組合までご請求いただくか、
ホームページ（http://www.kccs.or.jp/）から印刷してお持ちください。
◆各施設の割引額および割引対象人数等に関するお問い合わせは（TEL.0120-81-9431）まで。
ホームページからもご確認いただけます。

平成29年1月より兵庫県下の下記旅行社の商品（一部除く）が、
組合員証のご提示で、組合員及び同伴者（1名様まで）が3％の
割引料金でご利用いただけます。

商品及び各旅行社の詳細については、兵庫県旅行業協同組合
（078-351-2966）までお問い合わせください。
また、※印の旅行社の割引対象となる営業所の詳細については、
当組合ホームページにも掲載しております。

◆株式会社三洋航空サービス（一部営業所除く）※
◆株式会社トラベル神戸（神戸市中央区）
◆兵庫県旅行業協同組合（神戸市中央区）
◆菊水観光（尼崎市杭瀬本町）
◆株式会社ドリーム観光サービス※
◆有限会社大西洋ツーリスト※
◆株式会社高砂バスツーリスト（高砂市北浜町）
◆株式会社国際旅行（姫路市網干区）
◆株式会社日本観光旅行社（姫路市御立西）
◆小野旅行センター株式会社（小野市王子町）
◆株式会社関西旅行社（丹波市柏原）
◆有限会社ツーリスト洲本（洲本市栄町）

ご加入は70歳まで！保障は80歳まで
月掛金1,500円～ 入院保障１日2,500円～

投薬中の方、持病のある方、通院中の方も入りやすい
健康告知しんぷるプラン医療共済

　抽選で各施設の入場券をプレゼントします。ご応募は
神戸市民生協組合員様に限らせていただきます。

プラス

　平成29年6月21日（水）の総代会におきまして、新たに日本コープ共済生活協同組合連合会の共済
商品を取り扱うことについて承認されましたので、申込受付開始に向けて準備を進めてまいります。

① 六甲山フィールドアスレチック
　 神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98
② 神戸市立須磨海浜水族園
　 神戸市須磨区若宮町1-3-5
③ 姫路セントラルパーク
　 姫路市豊富町神谷1436-1
④ 神戸市立博物館
　 特別展 ボストン美術館の至宝展
　 東西の名品、珠玉のコレクション（10月28日～2018年2月4日）
　 神戸市中央区京町24
⑤ 東条湖おもちゃ王国
　 加東市黒谷1216

50組100名様

30組60名様

20組40名様

30組60名様

50組100名様

平成29年10月1日制度改善！
7月21日より新規受付開始！

あんしんくみたてプラン医療共済
３つの特約で幅広くカバー、入院重視の医療保障

制度改善③

制度改善① ガン特約の保障を充実

制度改善② 女性特約の保障を充実

既に特約を付帯されている場合は、平成29年10月1日
以降に発生した共済事故について新制度が適用されます。
（お手続きは不要です）

★上記の各特約の保障額は0～65歳の方の場合となります。

★ご加入中
　の方は 

ガン特約と女性特約の保障がさらに充実！
各月掛金500円のままで

★医療共済の旧コースにご加入中の方へのお知らせ
　ガン入院保障、女性特有疾病入院保障については、入院5日目からの保障でし
たが、入院１日目からの保障となります。平成29年10月1日以降に発生した共
済事故について適用されます。
　詳細は後日ご案内いたします。（お手続きは不要です）


