
神戸市民生協とはこんな団体です
　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21万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。

当組合の事業をご利用いただくには
　兵庫県内にお住まいか、お勤めの方であれば、どなたでも組合員になることができ
ます。なお、組合出資金として、初回掛金等をいただく際、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。

＊住所変更等、契約内容に変更のある場合は、
必ずご連絡ください
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
伴い、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。

＊共済金の請求漏れはございませんか
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。
契約内容のご変更・共済金のご請求はお電話にてお問い合わせください
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油井 洋明 新理事長寺﨑 秀俊 理事長

大崎文雄 議長

　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
額の多寡に関わらず各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26日（水）､三宮研修センターにおいて令和元年度通常総代会が
行われました。
　寺﨑秀俊理事長の挨拶、総代の永年勤続表彰が行われたのち、大崎
文雄議長（兵庫区総代）の議事進行のもと、平成30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令和元年度の事業計画・
予算目論見などの全10議案が原案通り可決・承認されました。
　なお、この総代会をもって、寺﨑秀俊理事長が退任し、直後に開催さ
れた理事会において、油井洋明氏が理事長に就任いたしました。

平成30年度利用分量割戻金のお知らせ

ご要望にお応えしました！

お褒めのことばをいただきました！

　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30年度中に払
い込まれた掛金額に対し、下記の割戻率を乗
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月初旬ごろ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：１9％ 医療：１1％ こども１8％相当額）は、令和元年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、医療共済及びこど
も共済（月払い）の場合は、令和元年８月27日の口座振替分（クレジットカード払
の方は令和元年８月14日の売り上げ確定分）から充当させていただきます。

２．対象者
　平成30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、本総
代会開催日（令和元年6月26日）において在籍している組合員。

割戻率
火 災 共 済 22％
医 療 共 済
こども共済 21％

14％

令和元年度通常総代会結果報告

総代会とは？

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）

〈メールアドレス〉
■共済／kyosai＠kccs.or.jp
■共済以外／info＠kccs.or.jp

FAX：（078）241-2271
http://www.kccs.or.jp

こども共済加入者
　ケガ通院のわずかな請求で診断書代を負担してくれるの
は有り難いけど、組合にも申し訳なく感じるし、なにより請
求するのが面倒。簡略化できませんか。

火災共済加入者
　掛金が安く、シンプルな補償内容である神戸市民生協の
火災共済に長年加入しており、この度の台風被害で見舞金
はいただいたが、大規模な災害に備えて、掛金があがっても
よいので自然災害の補償を手厚くできる商品があってもよい
のでは。

　ケガによる通院25日以下および入院7日以下の場合の
請求について、診断書の提出を不要とし、申告書および領
収書コピー等での対応を可能としました。
※2018年9月1日以後に発生したケガが対象となります。
※給付対象となるギプス固定および特定損傷手術を伴う入通院の
場合を除きます。

　2019年2月1日より、集団扱で割安に加入
できる「トータルアシスト住まいの保険（東京
海上日動）」の取扱いを開始いたしました。

医療共済しんぷる
プラン加入者

大きな病気をしており、
他の保険などに加入できない中、
神戸市民生協の医療共済に
加入することができて
本当に有り難かった。

医療共済あんしんくみたてプラン
（ガン特約付帯）加入者

ガン入院の請求をしたところ、
ガン通院の請求書類が連絡せずして届いた。
ガン通院の日数はわずかだったので
請求しないつもりだったが、請求漏れが
ないようにと細かな心遣いに感心しました。
有り難く請求させていただきました。こども共済

（500円コース）加入者
しっかりした保障があるのに
とても安価なので驚きました！
こどもが4人いるので本当に助かります。
お守りを買ったつもりで気軽に
加入させていただきました。

火災共済加入者

目の前で火災事故が有り不安に
思っていると、神戸市民生協の
職員の方が、こちらから連絡する
前に被害の状況と私たちの安否の
確認に来てくださいました。
大変安心しました。

交通災害共済加入者

請求を忘れていた2年前の事故の
請求をするか迷っていたところ、
是非ともと快く請求を引き受けて
いただいた。
共済金の支払いもとても早かった。

神戸市民生協
組合員様限定 チケットプレゼントについて

〒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『チケットプレゼント』の係　宛
info@kccs.or.jp 〔ホームページからお申し込みいただけます〕

〔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、チケットの発送をもって当選結果に代えさせていた
だきます。（チケットは締切後、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）

抽選で各施設のチケット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。

① 神戸シーバスファンタジー号
/スカイマリンクルーズ
中突堤中央ターミナルより45分間のクルーズ

② ニジゲンノモリ
淡路市楠本2425番2号

③ 神戸市立博物館
神戸市中央区京町24

④ 神戸市立ポートアイランド
スポーツセンター
神戸市中央区港島中町6-12-1

⑤ 神戸新開地喜楽館
神戸市兵庫区新開地2丁目4-13

2019年
8月15日（木）必着30組60名様

2019年
9月17日（火）必着20組40名様

2019年
10月15日（火）必着30組60名様

2019年
11月15日（金）必着30組60名様

2019年
12月16日（月）必着20組40名様

※小学生以下は保護者の
　方の同伴が必要となります。

応募方法 チケット希望施設名（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。
（ハガキ1枚（メール1件）につき、抽選でチケット2名様分が当ります）

※チケットはスケートリンクの利用券になります。

※「NARUTO ＆ BORUTO 忍里（SHINOBI-ZATO）」の
　チケットになります。

※リニューアルオープン後の展覧会チケットになります。

ひ
通 信

こっ
はぴっこ

神戸市民生協
イメージキャラクター

組合員の皆様へのたいせつなお知らせです



神戸 太郎
000 000 00

00

■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。 ［2019年7月作成 19-T01497］

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！

ケガによる入通院は1日目から、さらに死亡や
後遺障害も補償！
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
ご自身がケガ

をされたとき

＊補償額の多いBタイプもございます。 ※上記は重複して支払われません。＊補償限度額が［国内：無制限］（年額保険料1,260円）のタイプもございます。

保険料（年額） 保険料（月額）

1,120円
月額あたり

約93円！ 国内：1億円
国外：1億円

補償限度額
A
タイプ 600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）

自転車事故等の
賠償責任を負ったとき

セット加入でより充実の補償に！

ご加入年齢制限なし

安心の示談サービス付（日本国内のみ）

ご加入年齢制限なし

健康状態に関する告知不要

風水災や地震などに備えて！

の取扱を開始しました！

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

＊1 集団扱一時払は一般契約一時払に比べて5％割安です（地震保険は除きます。）。
集団扱分割払は一般契約と異なり分割割増がかからないので約５％割安となります。

＊2 割安となる率が5％となるのは、保険期間が１年の場合に限ります（保険の対象が建物の場合は、築年数が１年以上の場合に限ります。）。
保険期間が２年以上の場合は、割安となる率が異なりますので、詳しくは代理店までご確認ください。

「トータルアシスト住まいの保険」
東京海上日動の
台風や集中豪雨などの 住まいの保険 地震保険

地震による倒壊、火災、
津波による流失

火 災
風 災 水 災

盗難･水濡れ等
破損等

※この広告はトータルアシスト住まいの保険についてご紹介したものです。「トータルアシスト住まいの保険」
は、住まいの保険および地震保険のペットネームです。ご契約にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお
読みください。お申込みをご希望される場合や集団扱の対象となる方の範囲、集団扱特約失効時の取扱い、
その他ご不明な点がある場合は、当組合までお問い合わせください。

５％割安に！＊1 ＊2

集団扱だから
住まいの保険が約

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。共済事業のご案内

令和元年度事業計画
　「神戸市民生協ビジョン：神戸市民・兵庫県民のみなさまに信頼され選ばれる生協」を実現するための「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」に引き続き注力してまいります。
　共済制度においては令和2年4月1日に民法が改正されることへ向けての対応を進めてまいります。
　また、より多くの方に当組合を知っていただき、組合の事業をご利用いただけるよう普及推進活動に努めます。特に、医療共済をはじめと
した各種共済・保険の新規加入キャンペーンを実施する等、新規契約の増加に積極的に取り組みます。

１．「安心」をお届けします
　組合員の皆様の暮らしの安心・安全を守る
各種共済・保険商品を引き続き提供してまいり
ます。
　組合員のニーズに基づきこれまで充実を図っ
てきた共済及び保険をより多くの方に知ってい
ただくため、出店型共済相談会の新たな会場
の開拓や組合受付カウンターにおいて「共済・
保険の相談窓口」を開設するなどの普及推進
活動に努めます。

2．「地域」に貢献します
　火災発生時の火元確認、火災共済加入者の被害確認及び近隣加入者宅への訪問を行う等、
組合をより身近に感じていただけるように「顔の見える給付サービス」に注力します。
　また、お子様を中心にご家族でご利用いただける県内施設のチケットプレゼントの実施によ
り、組合をとおして地域の文化に親しんでいただける教育文化事業に取り組んでまいります。

3．「人材」を育成します
　職制及び各業務に即した外部・内部研修を積極的に利用することにより、職員のスキル
アップに努めます。

平成30年度決算概要
貸借対照表要旨

科　目 金　額
（平成31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

　
3,905
117
（5）
（18）
（94）
364 
4,386

剰余金処分
Ⅰ 当期未処分剰余金
Ⅱ 任意積立金取崩額
Ⅲ 剰余金処分額

251百万円
48百万円
286百万円

Ⅳ 次期繰越剰余金 13百万円

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）共済支払準備積立金
　（2）風水害見舞金積立金

0.06百万円
183百万円
103百万円
100百万円
3百万円

組合員出資状況
項　目 実　績

（平成31年3月31日現在）

組合員数
出資口数
出資金額

213,727（人）
14,756,602（口）
737,830,100（円）

損益計算書要旨

科　目 金　額
（平成30年4月1日～平成31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

　
1,593
793
800
9
1
8

808
605

損益計算書要旨（続き）
科　目 金　額

　事業剰余金
　事業外収益
　事業外費用
　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

203
51
2

252
252
23
▲6
235
13
3

251

○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

1,343
348
1,691

737
1,958
（738）
（100）
（97）
（85）
（687）
（251）
2,695
4,386

平成30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）

32,267
48,663,760
300,599,935

37
70,863,359

■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）

43,383
8,417,500
80,771,290

398
49,050,400

■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）

21,322
614,912

738,687,746
2,679

241,848,660
■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）

2,195
95,390

21,528,750
233

7,758,300
■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）

23,529
1,528,360

120,070,074
749

73,493,200
保険代理事業概況

個人賠償責任保険
携行品保険
傷害保険
代理店手数料

（件）
（件）
（件）
（円）

20,740
1,171
889

8,245,557
受託共済事業概況■コープ共済

契約件数
受入受託手数料

（件）
（円）

192
514,958

こども共済

園内・校内に限らず、どんな場所でのケガも保障します
通院１日目からすべてのケガを保障します
掛金はお得な年払いでのお払込みもあります
扶養者が万一の際には掛金の払込みを免除します

月掛金わずか500円～でどんな病気やケガでも
入院1日目から日額5,000円～の保障

18歳までのお子さま・お孫さまにおすすめ！

医療共済 火災 共 済まさかの入院や通院にしっかりそなえる

交通 災 害 共済 年齢・性別に関係なく
ご加入いただけます！

再取得価額で補償！（加入基準額の70％以上ご加入の方）
補償100万円あたりの年掛金 〈例：専用住宅の年掛金〉
耐火400円 ・非耐火700円
落雷や水濡れなども補償されます。

0120-81-9431
ハ イ キ ョ ウ サ イ

ご加入は0～75歳まで！保障は85歳まで
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

あんしんくみたてプラン 3つの特約で幅広くカバー
入院重視の医療保障

月掛金3,300円～ 入院保障１日5,000円～
ご加入は0～75歳まで！保障は80歳まで

健康告知ゆるやかプラン投薬中の方、持病のある方、
通院中の方も入りやすい

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。

建物だけ、家財だけでも
ご加入いただけます！

も神戸市民生協で
お申し込みいただけます！

◎終身共済《ずっとあい》
◎定期生命共済《あいぷらす》

◎医療共済《たすけあい》
◎医療・死亡共済　プラチナ85

ご存知ですか？

契約引受団体：日本コープ共済生活協同組合連合会　K-74231-1906 〔CO・OP共済ニュース〕

取扱共済

ご加入は0～70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～

健康告知しんぷるプラン 健康告知は
1つだけ！

組合員割引施設
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）。

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（丹波篠山市）
★ニジゲンノモリ（淡路市）

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）
★神戸どうぶつ王国　★神戸国際会館こくさいホール　
★109シネマズHAT神戸　★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※
★賀川記念館　★神戸シーバスファンタジー号／スカイマリンクルーズ
★神戸市立ポートアイランドスポーツセンター　　　
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。

★兵庫県下の対象旅行社の商品（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。
対象旅行社については、当組合ホームページに掲載しております。商品及び対象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。

お子さまの
一生懸命と成長を
見守ります！


