
おおさか市民共済

スマホの方はQRから▶

この広報誌は2020年8月１日現在組合員の方にお送りしています。
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　利用分量割戻金とは、剰余金が発生した場合に、
法律で定められた準備金等を控除した後、総代会
の議決により組合員に割り戻すお金のことです。
　火災共済の利用分量割戻金について、令和2年
度通常総代会において額ならびに返還方法が決
定しましたのでお知らせします。
　令和元年度末時点の火災共済契約の掛金額に
28％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。

令和2年度通常総代会を開催しました

発行・編集：大阪市民共済生活協同組合
〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目5-23 小寺プラザ10階

受付時間・9：00～17：30
（土日祝日を除く）0120-866-844

　令和2年6月25日（木）、大阪市
中央公会堂において令和2年度通
常総代会を開催しました。
　今年の総代会は、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止の観点か
ら、規模を縮小して行いました。
　村上理事長の挨拶ののち、岩井政人議長（此花区総代）の議事進行のも
と、令和元年度の事業報告および火災共済事業の利用分量割戻しをはじ
め令和2年度の事業計画・予算などの全11議案が原案通り可決・承認
されました。

事務所を
移転しました

　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あたるものです。
　総代選挙規約にもとづき、大阪市の24区と八尾市及び大阪府下のその他の地域の
26区域より選出された総代は出資口数の多少にかかわらず各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、定款変更や組合員の除
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。

総代会とは？

火災
共済 28％
割戻率

1.返還方法

2.対象者

　令和2年10月満期以降の火災共済契約更新時に共済掛
金に充当し割り戻します。

　令和2年3月31日現在において火災共済事業を利用し
ており、総代会開催日（令和2年6月25日）において組合
員である方。

3.割戻し期限
　令和4年3月31日

利用分量割戻金のお知らせ利用分量割戻金のお知らせ令和元年度

組合員だより

　当組合では、淀屋橋駅西地区の都市再開発に伴い、
40年余り本部事務所のあった淀屋橋から北浜に事務
所を移転し、令和2年2月25日（火）より営業を開始し
ました。
　大阪メトロ・京阪「北浜」駅の21番出口より徒歩
1分とアクセスしやすい所です。
　お客様窓口は、落ち着いてご相談等していただける
よう、プライバシーに配慮し、明るく温かみのあるつ
くりになりました。お近くにお越しの際は、ぜひお立
ち寄りください。

Vol.2
かけはしかけはし

口座振替
キャンペーン
実施中！
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お取り扱い商品のご案内

おおさか市民共済の２本柱！

火災共済・交通災害共済のほか、皆さまのニーズに
お応えした４つの商品をご紹介しています。

台風・地震等の自然災害に備える

お取り扱い商品のご案内お取り扱い商品のご案内お取り扱い商品のご案内お取り扱い商品のご案内

火災共済 交通災害共済

+

自然災害補償付き火災保険
（損保ジャパン）

借家人賠償責任補償特約
（東京海上日動）

自転車補償プラン
（東京海上日動）

《たすけあい》-医療保障-
（コープ共済）

火災共済との違いは？

こんなときに役立ちます
・台風で自宅の屋根や外壁が壊れてしまった。
・地震が原因で自宅で火災が発生した。
・
・

この案内は「個人用火災総合保険（新価・実損払）の概要をご紹介したものです。詳細な内容につ
きましては「ご契約のしおり」「重要事項等説明書」などをご覧ください。この案内に記載の火災
共済とは、大阪市民共済生活協同組合が運営するものをいいます。
《引受保険会社》損害保険ジャパン株式会社　大阪金融公務部第一課
<取扱代理店>大阪市民共済生活協同組合

火災はもちろん、火災共済では補償されなかった台風や暴風等による「風
災」や豪雨等による「水災」を補償します。さらに「地震保険」をセットす
れば、地震や津波等の備えもできます。

自転車事故など相手への補償

交通災害共済にプラスで安心

こんなときに役立ちます
・自転車乗車中に接触事故！
　相手方への入院・治療費・休業損害
・ペットが他人をかんでしまった！
　噛まれた方の治療費

・

・

自転車補償プランとは、交通災害共済と個人賠償責任補償特約（団体総合生活保険）のセットプ
ランのことをいいます。個人賠償責任補償特約(団体総合生活保険)は、大阪市民共済生活協同組
合が取扱代理店・団体契約者となり、東京海上日動火災保険株式会社を引受保険会社とする保険
契約です。この案内は交通災害共済・個人賠償責任補償特約（団体総合生活保険）の概要をご紹
介したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
《引受保険会社》東京海上日動火災保険株式会社（担当課）関西公務金融部　大阪公務課　TEL
：06-6203-0518

大阪府自転車条例（自転車保険の加入義務化）に対応しています。

借りているお部屋のための補償

火災共済にプラスで安心

こんなときに役立ちます
・賃貸住宅で火災が発生したとき、消火活動
　で壁紙が水浸しになり、大家さんから修繕
　費用を求められた。

・

借家人賠償責任補償特約(団体総合生活保険)は、大阪市民共済生活協同組合が取扱代理店・団体
契約者となり、東京海上日動火災保険株式会社を引受保険会社とする保険契約です。この案内は
火災共済・借家人賠償責任補償特約（団体総合生活保険）の概要をご紹介したものです。ご加入
にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。《引受保険会社》東京海上日動火
災保険株式会社（担当課）関西公務金融部大阪公務課TEL：06-6203-0518

組合員さまの大事な家財は「火災共済」で保障、借りているお部屋は「借家
人賠償責任補償特約」で補償します。

示談交渉サービス付き

日常の病気やケガに備える

交通事故でのケガはもちろん、日常の病気やケガに備える

こんなときに役立ちます
・階段から落ち、骨折して入院した。
・白内障で入院した。
・
・

手頃な負担で医療保障をお探しの方へ
«加入できる年齢»0歳～満64歳

月掛金1,000円～4,000円で医療保障を準備できます。

※CO・OP共済の詳しい保障内容は、商品パンフレットをご覧ください。
※CO・OP共済に加入するには、出資金をお支払いいただき、おおさか市民共済の組合員になる
ことが必要です。
契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会 〔ＣＯ・ＯＰ共済ニュース〕

※実際のお支払いは共済金請求書ご提出後の判断となります。



令和元年度 決算概要
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科 目 科 目 金額

項 目 実績

科 目 金額

科 目 金額

貸借対照表（要旨）
（令和2年3月31日現在） （単位：百万円） （単位：百万円）（平成31年4月1日～令和2年3月31日） （続き）

組合員出資状況
（令和2年3月31日現在）

貸借対照表（要旨）（続き）
損益計算書（要旨）

（単位：百万円）剰余金処分計算書

損益計算書（要旨）

◎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

◎経常収益
共済掛金等収入
共済契約準備金戻入額
資産運用収益
その他経常収益

組合員数
出資口数
出資金額

Ⅰ 当期未処分剰余金

Ⅲ次期繰越剰余金

Ⅱ 剰余金処分額
1　利用分量割戻金
2　任意積立金
　　経営基盤安定化積立金
　　自然災害等積立金

税引前当期剰余金

法人税等 
法人税等調整額 

当期剰余金

当期首繰越剰余金
自然災害等積立金取崩額 

当期未処分剰余金

◎経常費用
共済金等支払額
共済契約準備金繰入額
事業経費

◎経常剰余金

◎純資産の部
組合員出資金
剰余金
（法定準備金）
（経営基盤安定化積立金）
（自然災害等積立金）
（当期未処分剰余金）

1,775
2,690
（37）
（1）

（2,650）
252

4,717

◎負債の部
流動負債
固定負債

709
1,111

負債合計 1,820

534
2,362
（679）
（830）
（606）
（245）

2,897

負債及び純資産合計 4,717

1,096
1,007
36
27
25

185

911
373
50
487

271,457（人）
53,486,754（口）
534,867,540（円）

特別利益
特別損失 

特別
損益

79
30

233

245

32
13

214

15
15

245

12

233
174
59
54
5

金 額 科 目 金 額
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純資産合計

新商品のご案内新商品のご案内

注：百万円未満切り捨て

　共済の対象となる建物や家財に損害を被った場合の損害額の評価方法を時価額から再取得価額（図1）に変更します。
　共済価額(共済の対象となる建物や家財の価値）の70％以上ご加入の方には、新旧を問わず契約額を限度として、損害のあった建物や家財と同程度のもの
を再築、再購入するために必要な額を、共済価額の70％未満ご加入の方には、再取得価額を基準に加入割合に応じ火災等共済金をお支払いします。（図2）　
※ご不明な点は、当組合までお問合せください。

令和2年10月1日から「損害の額」等の評価方法を時価額から再取得価額に変更します。

知っていますか？三大疾病のリスク
入院患者の20.6%（約5人に1人）が三大疾病によるものです。
三大疾病は身近な危険といえます。

詳しくは、おおさか市民共済（0120-866-844）までお問い合わせください。 出典：厚生労働省 平成29年患者調査

満1才～84才
（100才まで継続可能）

新規加入できる年令

三大疾病のリスクに備える保険が10月1日からスタート

価値
時価額

時間の経過に応じて価値は減少

取得日 10年後 20年後 時間

価値
再取得価額

時間の経過に関係なく価値は同一

取得日 10年後 20年後 時間

変
更

共済金額
（契約金額）

共済価額の
70%以上

共済価額の
70%未満

損害の額
（再取得価額）

評価方法を時価額から再取得価額に変更

損害の額 ×
共済金額（契約金額）
共済価額 x 70%

=

=

お支払い額
（共済金の額）

お支払い額
（共済金の額）

火災等共済金の額
（共済金額を限度とします。）

（図1） （図2）

火災共済ご契約の皆様へ（お知らせ)

新登場



　おおさか市民共済では、組合員の皆さまの契約更新時の払込みの煩わしさの軽減、さらに契約の更新
忘れによる保障期間の空白を防止するため、共済掛金の口座振替による払込みを推進しています。
　キャンペーン中に口座振替（ゆうちょ自動払）のご登録をいただいた方には先着順でエコバッグ等を
プレゼント中です。
　さらに抽選でJCBギフト券5,000円分が当たるチャンスが！ふるってご応募ください！！

　共済金の請求は、お支払い事由が生じた翌日から3年
を過ぎますと、その請求の権利がなくなりますので、お忘
れのないようにご連絡ください。

　契約者住所や氏名等の変更などご契約内容に
変更があった場合は、お手続きが必要となります
ので、必ずご連絡ください。
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キャンペーン応募方法

災害のおそれがあるときに、これまでのように「避難所」に多くの人が密集すると、
新型コロナウイルスの感染が広がるリスクがあります。

０１２０-８６６-８４４
❷口座振替の依頼書をご提出いただきましたら、自動的
に応募手続きが完了となります。

※粗品は変更になる可能性がございます。

エコバッグ

新型コロナウィルスと災害時避難

　新型コロナウイルスの感染に不安がある場合
は、「避難所」への避難以外にも、「親戚・知人宅」
「ホテル」「在宅避難」「車中泊」などさまざまな
避難先に、分散して避難することが大切です。
　危険のない場所にあるマンションなど、頑丈で
安全が確保されそうな建物であれば、自宅にとど
まって避難生活する「在宅避難」も視野に入れ検
討しましょう。
　「在宅避難」する場合、数日から数週間避難生
活が続く可能性があります。
　その間に必要となる備蓄品について、種類や数
量などをあらためてチェックし、もしもの時に備
えましょう。

　避難所での感染症を防ぐために、通常の非常時持出品
以外に「マスク」「アルコール消毒液」「体温計」等を用意し
ましょう。

口座振替キャンペーン実施中  2021年3月末まで

分散避難を視野に入れて避難所での感染防止に備えて

払込の手間なし！

更新忘れの心配なし！

❶まずは、おおさか市民共済から口座振替の依頼書をお取
り寄せください。お取り寄せはお電話で承っております。

マスクは、避難所でも備蓄が不足する場合があります。マスクがない場合は、鼻と口を覆え
る大きさのタオルや手ぬぐいなどで代用しましょう。アルコール消毒液がない場合は、アルコ
ール系除菌ウエットティッシュも効果があります。

抽選

無
い

場
合
は

無
い

場
合
は

鼻と口を覆える大きさの
タオル・手ぬぐい

マスク

アルコール消毒液

体温計

380mm

400mm

共済金の請求漏れはございませんか？住所変更等、契約内容の変更の際は
必ずご連絡ください


