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県民共済における社会的取り
組
み

かながわかながわ

かながわかながわ
この報告書の内容：平成 22年 3月31日現在によります。



神奈川県の皆様に「安心」を提供すること。
そして「生きがい」をもって生活いただくこと。
それが神奈川県民共済の願いです。

ごあいさつ
　神奈川県民共済生活協同組合では「県民共済における社
会的取り組み（CSR）報告書 平成21年度版」をとりまとめま
したので、ご報告いたします。
　今日、世界経済は急速なグローバル経済の進展により、
市場経済重視の動きが急速に高まってきております。
　この流れは保険や共済の分野においても例外ではなく、
各種ルールを明確にすることによって「事前指導」から「事
後検査」へと行政の対応も大きく変りつつあります。本組
合は、組合員の皆様のご信頼に引き続きお応えできるよう、
このような変化に遅れることなく対応を図っております。
　私どもの組合では創業以来、組合員に対して「安心」と「生
きがい」を理念に掲げ事業に取り組んでまいりました。「安
心」については組合員になっていただいた皆様に対し、「共
済事業」を中心に県民共済として健全で透明性の高い運営
を常に心がけ取り組んできたことにあります。
　また、「生きがい」については特に子育て、育児支援のイ
ベント等を開催し地域の消費者に密着し、くらしを豊かに
するイベント活動や社会貢献活動にも参画してまいりまし
た。神奈川県民の福祉の増進としてさまざまな寄付活動を
行ってまいりましたが、今後も人が人としてより笑顔でく
らせるような「生きがい」を提供できるよう取り組んでまい
ります。
　平成21年度は、平成20年４月に施行された「改正生協法」
や平成22年4月に施行される「保険法」に対応すべく適切な
ガバナンスとコンプライアンスの実施に努めてまいりまし
た。今後も永続的に神奈川県という地域に根ざし、消費者
の皆様、組合員の方々に対しての社会的責任を果たすべく、

「共済」の品質向上に努めてまいりますので、今後とも宜し
くお願い申し上げます。
　まだまだ未熟ではありますが、今後も役職員一丸となっ
て生協の精神「相互扶助」に則り県民共済としてのCSR活
動を行ってまいりたいと思いますので、本報告書をご高覧
いただき、皆様の生の声をお聞かせいただければ幸いです。

神奈川県民共済生活協同組合
理事長

宇田川 一彦
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本組合とは
　本組合(生活協同組合)は、消費生活協同組合法（生協法）にもとづき、神奈川県の認可を受けて設立された、共済事
業等を行う協同組合です。生活協同組合は、一般の市民が生活レベルの向上を目的に各種事業を行うために結成され
た組合組織であり、その事業の利用を中心にしながら、みんなで活動を進めていく営利を目的としない組織です。
　本組合の事業を利用したい場合は、神奈川県在住あるいは勤務地が神奈川県下にあれば誰でも出資金を出して組合
員になることができ、事業の利用や運営も、組合員によって行われます。

神奈川県民共済は共済事業を行う生活協同組合
　本組合は、組合員の生活を守り、豊かな社会にしていくために共済事業を行っています。共済事業とは、私たちの
生活を脅かすさまざまな危険（生命の危険や、交通事故などの事故）に対し、多数の人々が互いに助け合って将来の予
測しえない事態に備えることを目的として、独自の共済制度と保険の仕組みを組み合わせて確立した保障事業です。
　さらに、本組合では、組合員の豊かな生活を支援するための各種「生きがい事業」もあわせて行っています。

神奈川県民共済生活協同組合の想い
　本組合は、生活協同組合として相互扶助の精神および「基本理念」にもとづき、組合員の万が一の時の保障に限らず、
組合員の生活の文化的向上や知識の向上を図るため、「安心と生きがいを保障する」事業の推進を行っています。

神奈川県民共済とは

県民共済の基本理念

神奈川県民共済は県民に対し、総合福祉共済と
して「安心と生きがいを保障する」を基本理念と
し、豊かで不安のない社会の実現に貢献します。

県民共済の運営理念

組合員に満足される共済制度と福利厚生の提供
に努め、信頼される共済を目指す事により、「県
民共済の基本理念」を実現します。

信頼
前進

育成

自律

組合員に安心と生きがいを提供し、
健全で安定した運営を目指します。

時代の変化を先取りし、
新たな創造と改革に挑戦し続けます。

行動力と創造力が豊かで
地域社会に貢献できる人材の育成に努めます。

迅速・適切・丁寧な対応に努め、
主体性と責任意識の高い業務を行います。
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組合員の皆様の声にもとづく業務改善の取り組み
　本組合では、顧客対応部門に寄せられた、ひとつひとつのご意見やご要望、または苦情、感謝の声を「お客様の声」
として大切に取扱っています。
　「お客様の声」のうち、苦情について分析し、お客様の満足度向上に向け一層の業務改善を進めるために、平成21年
4月1日よりお客様相談室を充実し、「お客様のご意見･ご要望」を一元的に捉え、共済制度やサービスの改善に活かす
ようにしております。今後ともお客様の声にもとづく業務改善活動を継続し、より組合員の皆様にご満足いただけるよ
う努めてまいります。

共済金の迅速な支払いに向けての取り組み

　共済は、お客様がまさかの時の経済
的損失に備え、その保障を目的に契約
するものであり、組合員の皆様が期待
している共済金等の支払業務は、共済
事業の最も重要な根幹業務であると認
識しています。また、共済金・給付金
等の支払いにあたっては、公平性・健
全性に留意しつつ迅速かつ適切に支払
業務を推進するよう努めています。
　本組合では、これらの共済金・給付
金等の支払業務において、右記のよう
な改善活動を実施し、組合員の皆様の
満足度の向上を目指しております。

組合員の皆様とともに
組合員の皆様の満足とサービスの向上を目指して
　より良い商品とサービスの提供をとおして、組合員の皆様の信頼と期待に応えるために、本組合は品質マネジ

メントシステムのPDCAサイクルを活用し、お客様の声を商品の改善やサービス向上に活かしてまいります。

品質マネジメントシステムによる継続的改善の取り組み
　本組合にとっての品質とは、組合員の皆様に提
供する商品やサービスの良さはもちろんのこと、
接客や電話での応対、正確かつ迅速な事務処理、
迅速な支払いであると考えています。
　これらの品質を管理するために本組合では平成
19年に共済生協としては初となる品質マネジメン
トシステム「 ISO9001」を導入することによって、
継続的な業務の見直し、マニュアル類の整備と活
用、内部牽制の仕組み、教育訓練、品質の内部
監査や外部審査など一連のプロセス活動をとおし
て、継続的な品質改善に取り組んでいます。ISO
の運用をとおして、地域社会の“風”を読める組織
作りと人材の育成により、これからも組合員の皆
様に貢献できる組織であり続けたいと思います。
　こうした改善活動の成果の一つとして、組合員
の皆様からお預かりする各種帳票を正確かつ迅
速に処理するための「帳票受理管理システム」が
生まれました。

組合員の皆様とともに

ご契約・各種変更手続きを正確かつ迅速に

契約管理データ

データベース

各種帳票のスキャン
管理項目の入力

帳票不備の判定
案内文の印刷

顧客応答内容の記録

集計情報の
表示・出力

帳票受理管理機能

帳票不備管理機能

集計管理機能

顧客応答管理機能

インフォメーションセンター
TEL&FAX

県民共済の本部･
出先（窓口）

お客様

共済事業本部

業務企画本部

文化事業本部

管理本部

お客様相談室

・お客様の声受付票

・共済金請求ご相談

常任理事会

CSR推進室

VOC委員会

営業職員･
推進レディ

お客様の声の集約

お客様へフィードバック

請求手続きの改善
　・請求帳票の改善を図り帳票の記入不備を抑制する
　・請求ハンドブック作成より請求手続停滞を防止する

請求漏れの防止
　・�請求帳票発送済み案件で未返送者に対する督促を実
施する

判定態勢の整備
　・�判定結果に対する異議申立案件について「審査委員会」
において審議対応する

　・支払い漏れ防止のため、支払後の点検を実施する

判定の公平性の確保
　・判定マニュアルの整備により判定の公平性を図る
　・案件や苦情情報の共有化を図る

　本組合では、共済制度のご契約およ
び各種変更手続きの際に、共済契約者
の皆様からご提出していただいた各種
帳票の処理を「正確」かつ「迅速」に行う
ことが共済契約者の皆様のご期待に沿
うものであると考え、平成20年10月に

「帳票受理管理システム」を開発し、運
用を行っています。なお、このシステ
ムは、統合文書情報マネジメントの観
点から、顕著な効果があることが評価
され、「社団法人日本画像情報マネジメ
ント協会」より平成20年10月に「ベスト
プラクティス賞」を受賞いたしました。

2009

役職員向け
神奈川県民共済生活協同組合品質方針

神奈川県民共済は、県民に対し“総合福祉共済により安
心と生きがいを保障する”を基本理念とし､組合員のニー
ズを的確に把握し､ 組合員に満足される共済制度と福利
厚生の提供を通じ信頼される共済として、豊かで不安の
ない社会生活の実現に貢献することを目指します。

１．�品質マネジメントシステムの確立、運用及びその有
効性の継続的改善に積極的に取り組みます。

２．�法令・規制要求事項、顧客要求事項への適合を確実
に行い、組合員の満足度の向上を最優先し､ 利便性
の高い制度・サービスを提供します。

３．�信頼感のある効率的な組織にするため､ 無理・無駄・
ムラを廃し､ 判りやすさをモットーに、業務ルール、
各種文書、ツール作りを行うなど､ 常に、業務改善
に取り組みます。
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コンプライアンス態勢
　本組合は、健全かつ適切な共済事業の運営を確保し、組合員の皆様の信頼にお応えするために、コンプライアンス
を経営の最重要課題の一つとして位置づけております。そのために、今まで以上に管理態勢を整備強化し、事業運営
において法令や内部規定を遵守することは当然として、社会倫理や規範の遵守に向けたコンプライアンスを重視した
組織風土の醸成とその徹底に努めています。

コンプライアンスの
取り組みを推進していきます

「消費生活協同組合法」改正にともなう態勢整備への取り組み
　平成20年4月1日に消費生活協同組合法（生協法）が約60年ぶりに改正され、施行されました。
　昭和23年に生協法が制定されて以降、社会・経済が大きく変化するなか、生協の事業活動も発展・多様化し、国民
の生活に大きく影響するようになりました。このような状況変化にあわせて、今日の生協に求められる社会的な役割・
責任を果たすことができるよう、法改正が行われました。
　共済事業実施組合には、さまざまなリスクを的確に把握管理し、自己責任原則にもとづく業務の健全かつ適切な運
営および共済募集の公正性を確保し組合員の保護を図るため、業務の全てに亘り、生協法その他の法令等を遵守する
ことが求められています。
　本組合では、経営に対する規律付けが有効に機能し、適切な内部統制を行うとともに、さらに以下のような内部管
理態勢の整備を進めています。
　適切な内部管理態勢の構築を図る観点から内部監査の重要性を認識し、平成20年４月に「内部監査部門」を設け内部
監査を実施しています。また、監事の権限と独立性強化の観点から、常任理事会・理事会への監事出席と、監事監査
を補助する「監事会事務部門」を平成21年４月に設けました。また共済事業向けの「監督指針」および共済事業実施組
合に係る「検査マニュアル」をふまえて共済事業のガバナンスの強化を図る観点から、「共済経理部門」・「共済管理部門」
を平成21年４月に設ける等、内部管理態勢の整備を進めています。

「保険法」施行にともなう取り組み
　保険法とは、保険契約や共済契約の一般的なルールを定めた法律で、平成22年4月1日に施行されました。
　なお、保険法の規定の一部は保険法の施行日前に締結された保険契約にも適用されます。
　保険法成立の背景として、保険契約のルールは、保険法施行前までは商法の一部に規定されていましたが、約100
年間も実質的な改正がされず、表記もカタカナ・文語体のままでした。また、共済契約に適用するルールはありません
でした。社会情勢の変化、保険契約者等の保護の観点から保険法の口語化・現代化を目指し、商法から独立した単行
法として制定されました。商法から独立したことにより、営利を目的としない共済も保険法の適用対象となりました。
　共済は、従来はそれぞれの根拠法（消費生活協同組合法等）により、その事業の実施方法等が規定されるに止まって
いましたが、現代社会においては共済契約が社会的に重要な役割を果たしており、保障機能という点では保険契約と
共通していることから、同一のルールを適用することが適切と判断されました。
 　このことは、共済の保険化と捉える向きもありますが、本組合は、組合員が保険と共済を同じ基準で比較すること
ができる利便性が向上したこと、また、「共済の独自性」を発揮しやすい環境が整ったことと捉えております。
　本組合では、平成22年4月1日の保険法施行に向け、共済契約者等の方々に分かりやすい保険法に対応したご契約の
しおり、パンフレット等を作成いたしました。

神奈川県民共済の勧誘方針

　神奈川県民共済は、県民の福祉の向上に資するため設立された生活協同組合です。組合員の安心とゆ
とりある生活の支えとなることを目指すとともに、社会的信頼に応えられるよう、公正かつ適切な経営
を心掛けております。「金融商品の販売等に関する法律」に基づく＜勧誘方針＞は、以下のとおりです。

■勧誘方針

1. 「適切な説明資料の提供」について
共済制度の推進に当たっては、重要事項説明書（パンフレット・契約概要・注意喚起情報）・ＤＭ・新聞
広告などの各種広告媒体を利用し、共済契約の締結に際しては、契約申込書・ご契約のしおりなどを使
用しています。
共済制度のご契約に際しては、制度内容の正しいご理解とお客様の実情に沿った選択をしていただかな
ければなりません。
そのため各種資料の内容は、客観的かつ分かりやすいものとし「適切な説明資料の提供」を心掛けており
ます。

2.「ご迷惑とならない業務活動」について
共済制度の推進は、郵送による契約申込のほか、共済制度の内容を直接お客様にご説明するために、当
組合職員が電話や訪問などをする場合があります。その際にはお客様の立場に立って時間帯などに十分
配慮し、「ご迷惑とならない業務活動」を心掛けております。

3.「重要事項の記載」について
共済契約についての大切な事柄となる、被共済者の告知事項・共済期間・保障内容・免責事項・解除事
由・支払請求権の消滅時効・契約内容変更などの内容については、手続きの際に提供いたします各種「重
要事項説明書(説明資料)」に記載しております。

 保険法施行にともなう主な変更について

●共済契約申込時の告知について
共済者（本組合）からの「質問に告知」すれば足りることとし、共済者は質問した事項以外を根拠に告知義務違反を問
えないこととしています。

●共済金等の支払時期（保険給付の履行期）について
適正な共済金の支払いのために必要な「相当な期間」を具体的に設けます。この期間を経過した後は、本組合は、遅
滞の責任を負うこととしています。

コンプライアンスの取り組みを推進していきます

◆個人情報保護の管理
　本組合では、共済契約者等の個人情報を中心に膨大な数の個人情報を扱っています。そのことから、平成17
年4月1日から施行された個人情報保護法にもとづき、個人情報取扱事業者として課された各種義務を誠実に履
行することはもちろんのこととして、法律の基準よりも一層厳しい取扱いが求められるJISQ15001個人情報保
護マネジメントシステム基準に準拠したシステムを整備し、運用しています。

◆神奈川県民共済の勧誘方針
　本組合では、適切な普及推進のために、「神奈川県民共済の勧誘方針」を定めています。職員が常に携行する
ことで、遵守の徹底を図っています。

2009
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個人情報保護に対する一層の取り組み
　昨今のインターネット利用者の急増にともない、ネットワーク上での新たなサービスの出現やライフスタイルが大き
く変化しております。その一方、個人情報の流出や漏えい等が頻繁に発生し大きく報道されるなど、ネットワーク社会
における個人情報保護の在り方に大きな関心が集まり、その重要性はますます高まっています。

◆プライバシーマーク認定
　本組合では、組合員の皆様からお預かりした個人情報を適切に管理するために、個人情報保護態勢の構築に
いち早く取り組んでまいりました。そして、平成18年10月31日に共済生協としては日本で始めて「プライバシー
マーク認定」を取得いたしました。現在、本組合では「個人情報保護方針」および「各種個人情報保護管理規程」
にもとづき、個人情報保護管理者の下で、組合員の皆様からお預かりしている大切な個人情報の適切な利用と
管理・保護に努めています。
　本組合は今後とも、個人情報を安全かつ適切に取扱い、組合員の皆様が安心して本組合の事業をご利用いた
だけるよう、態勢の維持・改善に努めてまいります。

◆個人情報保護方針
　本組合では、「個人情報保護方針」をホームページ上で公表するとともに、県民共済プラザビル並びに馬車道
ビル、各地域プラザの窓口等においても、お客様の目にふれやすい場所に掲示し、お客様の個人情報の取扱い
について、周知に努めています。
　「個人情報保護方針」の詳細は、神奈川県民共済ホームページをご参照ください。
　http://www.kenminkyosai.or.jp/

◆ 個人情報保護活動
　本組合では、「個人情報保護方針」を受けて組合員の皆様の個人情報を適切かつ有効に維持するために、さま
ざまな活動を行っています。活動を大別すると、物理的な安全対策と、組織的な安全対策とがあります。
　以下のような活動の結果もあって、本組合では組合員の皆様よりお預かりしている個人情報に関して、大き
な事故を起こすことなく、今日に至っています。

リスク管理態勢の整備と運用
　本組合は、組合の業務において発生しうる各種リスクを総合的に把握し、的確な対応を図ることが、組合員の皆様
の信頼に応え、将来にわたる共済金等の支払責任を確実に果たすための健全な事業運営の維持・確保に資するものと
考えています。
　今後も、リスク管理態勢を強化し、さまざまな分野のリスクに対し順次リスク管理対応策を策定するなど、適切なリ
スクコントロ−ルを行うことにより業務の健全性および透明性を確保・維持し、共済契約者等の保護を図り、組合員の
皆様からの信頼性を高め、社会的責任を果たしてまいります。
　共済事業におけるリスクとして、共済引受リスク、資産運用リスク、事務リスク、システムリスク等があります。

コンプライアンスの取り組みを推進していきます

◆共済引受リスク
　共済引受リスクとは、共済事故の発生率が共済掛金設定時の予測に反して変動することにより、損失を被る
リスクのことをいいます。
　本組合では、共済事故の発生などをふまえながら、共済の収支状況や将来収支予測等を実施し、関連部門と
連携しながら、適切な責任準備金等の積み立てや、再共済によるリスク分散等適切なリスクコントロ−ルを行っ
ています。
　また共済契約の引受にあたっては、平成18年より「共済取扱主任制度」を導入し、組織内に適正な引受基準
等を遵守することを徹底するとともに、過去に共済金の支払状況が健康告知に抵触している契約がないか等の
システム上でのチェックを図っています。

◆資産運用リスク
　資産運用リスクとは、保有する資産の価値が変動したり、負債特性に応じた資産管理ができず、結果として
不利な条件で流動性を確保せざるを得なくなることにより損失を被るリスクのことをいいます。
　本組合では、消費生活協同組合法や各種関連法令にもとづき、将来にわたりお客様への共済金等の支払いを
確実に行うために、日常的に市場リスク等を把握・管理し、常任理事会等で定期的に確認するとともに、「資産
運用管理規程」にもとづき、元本を確実に回収できることを原則に、堅実で健全な資産運用を行っています。

◆事務リスク
　事務リスクとは、組合の役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより、組合が損
失を被るリスクをいいます。
　本組合では、日常業務において、各種手順書やマニュアル等の整備を行うとともに、平成19年にISO9001を
取得し、取引先の管理監督や事務処理のチェック態勢の強化、苦情分析、教育訓練の実施、内部監査、認証機
関による外部監査等により、事務リスクの軽減を図っています。

◆システムリスク
　システムリスクとは、コンピューターシステムのダウンまたは誤作動等のシステムの不備等やコンピューター
が不正に利用されることにより、利用者や組合が損失を被るリスクをいいます。
　本組合では、平成18年にプライバシーマークを取得し、「個人情報保護方針」を定めるとともに、「システム
管理規程」等各種規程を整備し、情報システム部門を中心に不正アクセス防止・ウィルス対策といったセキュリ
ティ対策を講じるなど、安全対策の向上に努めています。

本組合が行っている個人情報保護活動

■�組合員の皆様よりお預かりしている個人情報の定期的な把握と確認
■�個人情報の取得時から利用・廃棄に至るまでのリスクアセスメントと対策の実施
■�移送時におけるセキュリティ確保のための施策の実施
■�個人情報の長期保管を行うにあたり倉庫業者の安全対策評価と管理状況の監査
■�組合内での個人情報の保管時における情報セキュリティの強化
■�組合の各部門での定期的な個人情報に関する点検と独立監査員による内部監査
■�隔年度毎の独立機関による個人情報保護システムの審査受審
■�毎月のニュースリリースの発行による役職員の意識向上
■�役職員全員に対する定期的な教育の実施
■�経営陣による、個人情報保護に関する評価と見直し
■�外部の専門家を含めた定期的な意見の交換と情報収集
■�外部での個人情報をめぐるさまざまな出来事をふまえて、本組合のシステムの見直し･改善
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安心（相互扶助）事業

　県民の皆様とともに人生を歩んでいく共済。それが県民共済です。

お子様のための「Ｎewこどもコース」から、「生涯コース」まで、全世代を守る共済制度を揃えております。

　また、万一の時にご家庭を経済的にサポートする死亡・入院などを保障するほか、出産お祝金で人生の幸せ

な場面を祝福するなど、共済ならではの温かな制度内容で組合員のくらしを応援しています。

　共済掛金はそのままで、より制度内容を充実させるため、平成21年度は下記の改定を実施いたしました。

■出産お祝金
安心してお子様を産んで欲しいという気持ちを込めて、お子様を出産した際に給
付する“出産お祝金”。平成20年度は6,143件、金額にして１億３千万円以上をお支
払いいたしました。（本組合　お支払実績より）
働き盛りの方向けの主制度「メイン・ミドル・エースコース」、女性専用の主制度「女
性医療 活き生き美しく」の保障として給付しています。

■ひったくり被害見舞金
神奈川県内の平成21年上半期のひったくり発生件数は、平成20年上半期と比べて
約1.8倍増加しました。 ひったくり被害者の特徴として、年代では60歳以上と20
歳代で約半分を占め、性別では約9割が女性です。（神奈川県警察　ひったくり発
生分析より）
本組合では、右記のコースの被共済者様のひったくり被害に対する見舞金を給付
しています。

■リカバリー給付金
三大疾病や傷病による入院治療で患部が治っても、身体機能が完全には回復でき
なかったり、身体の一部に欠損が生じる場合、肉体的・精神的に大きな負担とな
ります。そこで形成手術や福祉用具の使用などによって、日常生活での負担を少
しでも軽減していただくために、「安心入院コース」では“リカバリー給付金”として
保障しています。これは本組合が発売当時に全国で初めて導入した保障です。

■難病介護給付金
再生不良性貧血、小児ガン、小児慢性腎炎などの難病（特定疾患・小児慢性特定
疾患）で、長期療養のお子様を介護するご家族の、経済的・精神的な負担を軽減
することを目的に、「 Newこどもコース」では“難病介護給付金”として保障してい
ます。

ある日、本組合の組合員の方が強盗殺人事件の被害者となり、亡くなられるという事件が起きました。
被害者は働き盛りのお父様であり、奥様、お子様にとってもあまりにも突然の衝撃でありました。　
本組合はこの事件をきっかけに、平成12年に共済制度とは別に、組合員の皆様のために犯罪被害者扶助見舞金を
新設しました。防ぎようのない突発的な第三者の加害により、組合員が死亡または重度障害となられた場合、保障
とは別に、組合員相互扶助の一環として見舞金を給付いたします。

【犯罪被害者扶助見舞金】
・対象は本組合の組合員。
・日本国内の犯罪行為による被害。
･死亡・・・500万円。ただし被害者と生計を一にしない遺族のみが支給対象者の場合・・・250万円。
･重度障害1級〜 4級・・・500万円〜 50万円。
＊本組合の規程によります。

県民の皆様とともに人生を歩む共済制度

県民共済は制度の改善努力を続けています　制度改定の実施

ご家族全員に県民共済の安心を！　ケガ保障コースの新設

県民共済オリジナルの保障内容　保障は死亡や入院だけではありません

犯罪被害者扶助見舞金として最高500万円給付

「ミドルコース1,000円」「ミドルコース2,000
円」「メインコース2,000円」「メインコー
ス4,000円」「エースコース」の入院給付金
を増額いたしました。

病気で通院しているから共済・保険に契約できない……。
そんな方にも安心を提供できるように、平成20年12月に「ケガ保障コース」を新設いたしました。
このコースはケガによる死亡・入院・手術・通院などを満0歳から満75歳まで保障する制度です。
そのほか入院給付金に加え、付き添いの方の交通費や日用品の購入にお役立ていただけるよう、“入院
援助金”を給付。またケガ保障コースは後述のひったくり被害見舞金も給付しています。

「シルバーⅡ」の高度障害共済金、障害給付
金、不慮の事故死亡共済金等を増額、不慮
の事故の入院給付金を新設いたしました。

「交通事故共済 マイファミリー特約」の
障害給付金を増額いたしました。

「 Newこどもコース」の病気入院給付
金、通院給付金、手術給付金等を増額
いたしました。

・平成21年4月 ・平成21年10月

組合員の方の悲しい事件をきっかけに、被害者のご家族救済のために創設

主
制
度

保障期間 0歳 10歳 20歳 30歳 40歳 50歳 60歳 70歳 80歳

Newこどもコース

ミドルコース

メイン・エースコース

女性医療 活き生き美しく

生涯コース

ケガ保障コース

安心入院コース

交通事故共済 マイファミリー特約

入院共済特約Ⅰ・入院共済特約Ⅱ

こども入院共済特約

※現在募集停止している制度については、記載をしておりません。

特
約

メインコース

ミドルコース

エースコース

女性医療 活き生き美しく

女性医療 活き生き美しく

生涯コース

ケガ保障コース

安心入院コース

Newこどもコース

全国で初めて設立

全国で初めて設立
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　地域密着の共済をモットーとする神奈川県民共済生活協同組合は、平成16年みなとみらい29街区に「県民共済プ
ラザビル」のグランドオープンとともに、「10Fお客様総合受付」が誕生いたしました。続いて、平成17年には「湘
南プラザ」を平塚に開設いたしました。
　平成19年にはさらなる地域密着と組合員の皆様へのサービス向上を目指して、同年7月に「十日市場プラザ」、10
月に「相模大野プラザ」、11月に「上大岡プラザ」を、翌年の平成20年4月には「大船プラザ」を開設し県内に6 ヶ所
の地域プラザをオープンいたしました。
　各プラザの特色としては、ご年配の方が多くご来店されるプラザ、小さなお子様連れのご家族がご来店されるプ
ラザ、お勤め帰りの方がお立ち寄りになるプラザなど、それぞれの地域によってさまざまな方にご利用いただいて
います。
　そんなプラザの窓口では、お客様と直接ふれあうことで、ニーズをダイレクトに感じ取ることができます。各プ
ラザでは、地域の皆様と直接ふれあえる“フェイス・トゥ ･フェイス”の利点を生かして、共済制度のご相談、各種
変更手続きはもちろんのこと、通常の業務以外にも、地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし地域に根ざし
たお店づくりを推進し、地域の活性化や発展のお手伝いをすることが県民共済プラザの役割と考え、プラザ独自の
イベントや商店会への積極的な参加により地域の皆様との“ふれあい ” を大切にしています。

平成20年、平成21年相模大野北口商店街主催
『ハロウィンフェスティバル』に2年連続で参加しました。

平成20年ハロ
ウィンフェスティ
バル当日の様子

平成20年夏祭り当日の様子

「地域とのふれあい」を大切に 

「十日市場プラザ」では、平成20年の夏に独自イベントを企画
夏祭りと題して“ヨーヨー釣り”と“福引き”を実施いたしました。
　当日は、小雨が降ったり止んだりのあいにくの
お天気ながら、お子様連れのご家族に多数ご参加
いただきました。
　イベント内容については、各プラザのスタッフ
からの意見を取り入れ、地域とのコミュニケーショ
ンをテーマに開催いたしました。
　可愛いお子様の笑顔や、それを見守るお父さん
お母さんの笑顔。そんな微笑ましい姿に、十日市
場プラザのスタッフ一同は非常に充実した1日を
過ごすことができました。
　県民共済の各プラザでは、積極的に地域の皆様
とふれあう機会を設け、地域に根ざしたお店づく
りを推進してまいります。 

　スタンプラリーのチェックポイントとして参加
させていただき、多くの人と直接ふれあうことが
できました。
　当日は、1,000名以上の参加者が相模大野の町
全体をハロウィン一色に！
　お子様の可愛らしい仮装から、チョットびっく
りするような本格的な仮装まで趣向を凝らしたさ
まざまな衣装に身を包み、皆様が楽しみながら参
加されていました。 
　相模大野プラザのスタッフもスタンプを押した
り、お菓子を渡したりと大忙し！！　参加者の皆
様と過ごすことができました。
　このほかにも相模大野プラザでは商店会の歳末
セール等、地域活性化のお手伝いを積極的に参画
させていただいています。
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生きがい事業

　みらいホールでは、組合員の皆様のダンス、バレエ、
日舞、音楽、演劇等の発表の場として、さまざまな催
し物に利用されています。
　それぞれの発表会の運営、舞台の演出・進行などの
打合せを十分に行い、安心して利用できるよう親身な
対応をしています。
　利用する組合員の皆様の要望やイメージを十分にヒ
アリングし、プロのスタッフがさまざまなアイディア
をアドバイスしながら発表会の当日まで丁寧に準備を
進めることで、出演者と観客が一体となった感動する
劇場を目指しています。
　利用された皆様からはたくさんの感謝の言葉をいた
だき、利用される団体の多くがリピーターの皆様です。
　本組合の自主事業として、演劇、落語、コンサート、
講演会などを企画し、組合員の皆様に生の舞台の鑑

賞をとおして、豊かな人間性を育む機会を提供してい
ます。
300席のコンパクトながら専門的な設備の整ったみら
いホールは、舞台と客席とが一体になった他のホール
にはない劇場空間を創り出しています。観客は、演者
の細かなニュアンスを堪能することができ、演者は、
観客の反応をダイレクトに感じることができ、舞台と
客席がともに感動する緊密な舞台ができあがります。
　演劇では、主演に加藤剛、大滝秀治、市原悦子、
前田美波里など。落語では、三遊亭楽太郎、柳家花緑
など。コンサートでは、菅原洋一、千住真理子、高嶋
ちさ子など。講演会では、アグネス･チャン、小山明
子、大山のぶ代など。さまざまな分野の一流のパフォー
マーのステージを組合員の皆様にお楽しみいただいて
おります。

　シネマホールは、組合員の皆様のための文化事業
の一環として開設されました。組合員とそのご家族
であれば、どなたでもご利用いただけます。世界の
名画を上映、興奮と感動をお届けします。
また、社会福祉を増進するため、厚生労働省社会保
障審議会福祉文化分科会推薦作品「西の魔女が死ん
だ」を含む、アカデミー賞受賞作品「おくりびと」「ベ
ンジャミン・バトン 数奇な人生」「ある公爵夫人の
生涯」等年間に26作品の上映をしています。

　県民共済ギャラリーは、組合員の皆様の文化活動
の発表の場として県民共済馬車道ビル1階に開設し
ています。絵画・写真などの平面作品はもちろんの
こと、陶芸・手芸などの立体作品まで展示可能なこ
とから、組合員の皆様の作品発表の場として、さま
ざまな催し物に利用いただいています。
　平成21年11月には組合員の皆様や利用者の利便
性向上を目指して、展示コーナーに喫茶コーナーを
併設する形でリニューアルしました。
　リニューアルにあたっては自然環境保護に配慮
し、省エネルギーのLED照明を使用しています。

　組合員のための女性専用カルチャースクール「コ
ミュニティ フレア」では、生涯教育の場を提供す
ることにより、社会貢献を実施しております。生き
がい作りを応援するカルチャースクールとして、知
識の向上、健康増進をテーマとしたさまざまなカル
チャー講座の提供だけにとどまらず、趣味さがしを
通じたコミュニケーションの場としての役割も果た
しています。さらに子育て支援としてマタニティ講
座や親子参加型講座を開催、家族や仲間など、人と
人との絆を大切にしたカルチャースクールを目指し
ています。

本組合では、組合員の皆様の生活レベルの向上にお役立ちすることを目的として、さま
ざまな文化事業の提供と、施設利用事業の提供、提携先で割引サービスを受けられる組
合独自のわかばカード発行サービスなど多彩なサービスを提供しております。

みらいホール

シネマホール

ギャラリー

コミュニティ フレア　組合員のためのカルチャースクール【女性専用】
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　これから新しい家庭を築くおふたりの
経済的な負担軽減を目的とした結婚式場
メルヴェーユを平成16年より運営してお
ります。
　低料金ながら、桜木町駅前という立地
に恵まれ、ワンフロア貸切でみなとみら
いの景色を一望できる会場としてご好評
いただき、平成21年11月22日に、早くも
2,000組目のカップルが誕生いたしました。
　またメルヴェーユでは披露宴ご列席者
の皆様に、シェフが心をこめて作る創作
フレンチを安心して召し上がっていただ
くため、食の安全の確保に努めておりま
す。この食品衛生管理の取り組みが横浜
市より評価され、昨年、「秀級施設」に認
定されました。今年は「秀級施設」の模
範となる「食品衛生優良施設」にも認定さ
れました。
　今後も、食品衛生意識のさらなる向上
を目指し、食の安全・安心の確保に積極
的に取り組み、人生の中でも大きな節目
となる結婚式を心のこもったサービスで
サポートいたします。

　グリーンファミリーは、殆どの会員の方々が神奈川県内にお住ま
いという地域密着型結婚相談所として、組合員の皆様の結婚への素
敵な出会いのお手伝いをさせていただいております。現在、男女の
めぐり会いの機会が大変難しい社会情勢となっており、「婚活」とい
う言葉は珍しくない時代ではありますが、グリーンファミリーが創
業した昭和54年当初は、画期的な結婚相談所として紹介されたこと
もありました。
　子育て支援の一環として「シングルマザー応援パーティー」や気
軽に出会える「ボウリングパーティー」などの数々のお見合いパー
ティーは好評で、多くのご成約カップルが誕生し、平成22年2月に
はめでたく1,000組目のカップルが誕生しました。平成20年11月より
高齢者のパートナー探しの場として登録資格年齢を引き上げ、幅広
い年齢の方々にご利用いただいております。
　今後も組合員の方々の幸せなご結婚のために、グリーンファミリー
はパートナー探しをサポートしていきます。

結婚式場 メルヴェーユ

結婚相談所　グリーンファミリー

　相談センターは、昨今の社会情勢として核家族化が進んだことにより、
いろいろな問題を誰にも相談できない人たちが増えていることから、個
人で悩んでいる組合員の皆様の問題解決の一助となるよう、平成11年4
月に開設いたしました。
　相談センターは、当初から経験豊富な相談員による「親と子の悩みご
と相談」と小児科医師・看護師による「こども医療電話相談」を行い、子
育て中の組合員の方や成長期のお子さんを応援してまいりました。また、
平成13年1月からは、かながわクリニックで行っていたおとなの健康相
談「医療テレホン相談」を移設しました。
　さらに平成16年10月から男女11人の弁護士による「家庭の法律相談」
も開設しました。相続や離婚など身近に起こる民事事件を対象に県民共
済が弁護士を紹介しています。担当者との事前の打ち合わせと準備を
行う事で相談時間を効率的にでき、しかも低料金ということで、「弁護
士事務所は敷居が高いと思っていたけれど、とても身近に感じられ、思
い切って相談してみて本当に良かった」との感想をいただいております。
　これからも、相談センターでは組合員の皆様が心身ともに健康で、心
配ごと無く生き生きと毎日を送っていただけるよう、心を込めた相談事
業を行ってまいります。

　組合員の皆様に発行する「わかばカード」は、全国3,000 ヵ所以上ある
提携施設で割引・特典が受けられるお得なカードです。お食事、お買
い物、温泉施設、アミューズメント、旅行、スポーツ、車の購入・車検、
人間ドック、引越しなど多岐に亘りご利用できます。特に組合員の皆様
の健康維持を考え、52の医療機関、そして、子育て支援のため、保育園、
幼稚園の提携先の拡大にも取り組んでおります。

　昭和49年、当時多くの中小企業に自前の福利厚生施設のない時代に、
組合員の皆様にご利用いただくための温泉保養施設として「箱根グリ―
ンハイツ」を開設いたしました。
　ミドルコース・メインコース・エースコース・Newこどもコース・女
性医療 活き生き美しくの被共済者が「交通事故」で入院した場合の湯治
の施設としてもご利用いただいております。
　源泉かけ流しの大浴場、足湯も備えており健康増進や心身のリフレッ
シュを図るために組合員本人だけでなくご家族皆様で、手頃な料金で
ご利用いただける施設となっております。

相談センター

わかばカード

箱根グリーンハイツ
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社会貢献活動

健康生活支援活動
　「県民共済いきいき健康講演会」と題し、著名人や専門家を招いて、健康に生活するための秘訣や、社会的な問題となっ
ている認知症の家族や高齢者の介護についての講演会を行っています。高齢化社会となり、老後の生活に不安を抱え
る人が多い中、元気に生活する知恵や知識、また認知症についての正しい知識や対処法を学ぶことで、明るく不安の
ない生活を過ごすことができるよう支援しています。

県立こども医療センター、県立養護学校への器械備品等･教育環境整備に対する寄付

 エコキャップ回収
　ペットボトルキャップを回収し、NPO法人に納め再資源化
により得た利益をもとに、発展途上国の子供達に「ワクチン」
を届けるとともに、キャップリサイクル（ゴミ削減）による「地
球温暖化防止」活動を目的としています。

ユニセフ募金
　開発途上国の児童養護計画などに対する援助を行う為、募
金箱設置により募金集めを行い「日本ユニセフ協会」に納付し
ています。
平成20年は11,079円、平成21年は16,857円、現在も実施中です。
● 設置場所〔お客様総合受付・喫茶オンディーヌ・喫茶マー
ブル・箱根グリーンハイツフロントの計４ヶ所〕

その他の寄付
＊赤十字活動資金（平成16年〜毎年 20,000円）、＊赤い羽根共同募金（平成17年〜平成18年 各20,000円、 平成19年〜平
成21年 各30,000円）、他

県立児童養護施設支援
　事情により家庭外での養育を余儀なくされた子供達の受け
入れ施設である児童養護施設の一施設で、毎年学園祭開催の
支援を含め、平成20年度は100万円の寄付を行いました。

神奈川県社会福祉協議会支援
　神奈川県内の37養護施設への「体育行事」「文化行事」に
おける大会商品および什器備品購入を目的とした寄付となり
ます。
1.　児童福祉駅伝大会
2.　母子生活支援合同ロードレース大会
への支援を含め平成20年度は100万円の寄付を行いました。

横浜市立「 野毛山動物園」 飼育支援
　地域貢献および児童育成を目的に、横浜市立「野毛山動物
園」へ、本組合にゆかりのある「らくだのつがるさん」の飼育
支援を含め、施設機材、飼育飼料等の物品寄付を計50万円行
いました。

本組合では、組合員の皆様の健康生活支援・子ども育成支援活動を始めさまざまな活動
をとおして、地域・社会との関係を強め、社会貢献活動の分野にも取り組んでまいります。

くらしを豊かにする活動

地域への協力活動

募金支援活動

子ども育成支援活動
　「交通安全フェスティバル」は、毎年4月の「春の交通安
全週間」に神奈川県警との共催で行う、新入学および新入
園児を対象としたイベントです。これから保育園・幼稚園
や小学校に通う子どもたちに、道路の渡り方や信号の見方
など、交通ルールの基礎を教え、子どもの交通事故をなく
そうとの趣旨で開催しています。平成21年に第14回を迎え
ました。
　「夏休みに描くクレヨン画コンクール」は、毎年2,000 〜
3,000枚の絵画が県内の子ども達から寄せられます。夏休
みにクレヨンで自由に描くこのコンクールは、子ども達の
表現力や独創性を育むよう応援しています。平成21年に第
16回を迎えました。
　今年度は「親子で楽しむコンサート」を年2回開催しまし
た。弦楽四重奏やフルートアンサンブルなどのコンサート
を開き、子どもたちが両親と一緒にクラシック音楽に触れ
る機会を提供しています。本物の芸術に触れることで感性
が磨かれ、豊かな心が成長するよう願って開催しています。

　本組合の定款第79条第２項による「子供の健全な育成の
ために交通遺児や子供の難病治療・小児医療等のため」を
根拠に毎年行っている寄付となります。
　1.　器械備品等の寄付（300万）
　2.　基金への寄付（300万）
　3.　特別支援教育関係　物品寄付（600万）
　計1,200万円　 (平成20年度実績)

夏休みに描く
クレヨン画
コンクール
第16回展示風景と
大賞受賞作品
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地球環境保護

　近年の地球温暖化の原因は、化石燃料の使用などから発生するCO2などの温室効果ガスが原因といわれており、
その結果、気温が上昇し永久凍土が溶け大量にメタンガスが放出され温暖化を加速するなど、私たちの想像を超
えるスピードで温暖化が進んでいます。平成21年末にコペンハーゲンで開催されたCOP15は全参加国による温暖
化ガス削減合意には至らなかったものの、先進国、新興国ともに中長期的に温暖化ガスを大幅に削減しなければ持
続発展は得られないとの合意はできたようです。日本としては鳩山首相が平成32年に平成2年比で25%削減という
大胆な削減目標を国際公約として発表しました。今後、官民挙げて温暖化ガス削減に向けた取り組みが開始される
ものと推察しております。本組合では、協同組合としての理念からも地球環境との調和を目指した事業活動の維持
ということは、外せない課題であると認識しております。そのようなことから平成21年初頭より環境マネジメント
システムへの取り組みを通じて、組織的な環境負荷の低減活動と、自然エネルギーの導入や、紙の削減をとおした
森林の保全など事業所内外での取り組みを推進していきます。

【平成21年度の環境保全に関する主なテーマと活動】
　■ 4月にCSR推進室を創設し、地球環境保護、社会貢献活動の推進態勢を整える
　■ 組合内で使用する紙の大幅削減プロジェクトを立ち上げ、紙の削減に着手し森林保全に貢献する
　■ 森林保全のため、組合内で使用する用紙を古紙あるいは間伐材混入割合の高いものに変更する
　■ 組合本部の屋上に風力発電装置を設置し、自然エネルギー使用によるCO2削減に着手する
　■ 組合本部の電気削減プログラム構築により、無駄な電気の削減に組織全体で取り組みを開始する

環境マネジメントの推進

県民共済プラザビルでの節電活動への取り組み
  本組合では、地球規模での活動の一つであるCO2削減に向かっての取り組み
を行っています。本部がある県民共済プラザビルでは、設計段階から省エネル
ギーを指向した設計と、省エネルギー設備を導入しています。　　
　また、冷暖房のためのエネルギーは、環境配慮の観点からエネルギーコスト
が高いものの、みなとみらい二十一熱供給株式会社より蒸気と冷水を購入し、
冷暖房を行っています。
　組合独自の環境配慮施策として、県民共済プラザビルでは適切な空調温度
管理、オフィスフロアーのこまめな消灯、夏場のブラインド設定による遮光、
蛍光灯の間引き、白熱灯から蛍光灯への転換、役職員による階段使用の励行な
ど、オフィスエネルギーの削減につながる具体的な行動を実践しています。

風力発電エネルギー導入への取り組み
　みなとみらい地区、桜木町駅前にある県民共済プラザビルは、ランドマーク
に向かう動く歩道の入り口付近に立地しています。また、当ビルの真向かいに
は白い優雅な船体を持つ日本丸が係留されています。
　このような、横浜港に面した立地であることから、常に一定の風があり、少
しでも地球環境に貢献しようと、平成21年6月に小型の風力発電機を設置しま
した。
　小型風力発電機なので、ビルのエネルギーを賄う程の発電量は確保できませ
んが、緊急時の通信確保用途や、平常時の補助電源として活用しつつあります。

環境対応営業車の導入への取り組み
　平成21年より、神奈川県庁には電気自動車が数台試験的に導入され、公用車として使用されると同時に休日は一般
貸出しし、利用される一般の方も相当数にのぼっています。
　化石燃料が燃焼された結果として排出されるCO2の量は大きいため、本組合においても、エコドライブの励行により
CO2削減を進めると同時に、近い将来においてハイブリッド車や、電気自動車への切り替えをとおして、営業段階で使
用する車両から排出するCO2を大幅に削減するよう計画してまいります。

地球環境保全活動への取り組み
　本組合では、組合員の皆様との共済制度のご紹介、共済契約締結、組織管理等の目的からさまざまな印刷物や帳票
を使用しています。紙の原料となる植物は、CO2を吸収してくれるものでありますが、成長には長い時間がかかること
から、可能な限り紙の使用を削減していくことは社会的使命の一つとして認識しています。
　そこで、本組合では、紙の削減に向けて本格的な取り組みを開始いたしました。
　インターネットが広く普及したことにより、ご家庭のPCや携帯電話から、本組合の共済制度等をホームページ上で
閲覧できるようにしており、組合員の皆様の利便性を高めると同時に紙の削減にも貢献しています。今後も各種ご案
内物の電子化を、一層推進していく方針でいます。
　また、組合内で使用する各種管理文書は可能なものから順次電子化していきます。しかし、電子化を進めた後にお
いても、組合内で必要とされる用紙については、古紙混合割合の高い用紙、あるいは間伐材の混合割合の高い用紙に
切り替える方針を立てて、より森林の保護に努めていきます。

地球環境保全

事業による環境負荷低減活動

推進態勢の創設
　本組合では、平成21年4月に新組織としてCSR推進室を創設し、地球環境保護と社会貢献活動の推進をしてい
ます。CSR推進室が創設されてから僅か1年程ですが、環境保全活動に関しては、地球環境保護に関する組合全体
での計画の立案、電気や紙の削減プログラムの策定と実施を行っています。社会貢献活動に関しては、現在まで本
組合が行ってきています各種社会貢献活動の整理を進め、組合として統合された社会貢献活動の推進態勢の構築
を進めています。

事業活動にともなう環境負荷の低減
　本組合では、共済を主とした事業の性格上から、広告やパンフレット等を始め大量の紙を使用しています。地球
規模でCO2の削減が大きな課題となる中で、CO2を吸収する木材の保全は本組合においては最重要課題であると認
識しています。そのため、組合全体での取り組みとして、森林保全によるCO2吸収に貢献すべく、組合で使用する
紙の大幅な削減に取り組み始めました。
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　さきごろ国際協同組合相互保険連合（略称「 ICMIF」、本部：英国）では、相互
会社と協同組合が行っている保険（共済）の世界500社（組合）ランキングを発表し
ました。
　対象は、ICMIFが把握している世界約2,500社（組合）の2007事業年度の保険料

（掛金）規模で500位以内にランクインした事業者です。
 　ICMIFによるランキング作成は2005年から始まりましたが、本組合は今回初
めて「451位」となり500社以内にランクインしました。
　ランクインした日本の事業体（株式会社は法人形態が異なるため対象外）は、24
社です。
ICMIFのサイト　http://www.icmif.org/

　本組合では国連認証排出権付（ CO2排出権付）レンタルグリーン「カーボンオフ
セットグリーン」を組合内に設置し、CO2削減運動に参加しています。

相互会社・協同組合保険世界500社にランクインしました

第三者機関によりサービスの質に関する認証を得ています

第三者機関による個人情報保護に関する評価を得ています

　このプライバシーマークは、(財)日本情報処理開発協会が運営する「プライバ
シーマーク制度」にもとづいて、本組合の個人情報の取扱いが、日本規格協会が
作成した「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項JIS Q 
15001」に準拠して、適正に行われていることを認定した証として、その使用を許
可されたものです。

　本組合では、ISO9001の最新規格となる2008年版規格改定にあわせて組織内
態勢を整備し、「ISO9001：2008」の認証を平成21年9月に取得しました。

カーボンオフセットを実施しています


