広島県学校生活協同組合
広島県広島市東区光町 2 丁目 8 – 32 エコード広島 2F

「学校生協？

そういえば、よく聞くけど･･･

どんなことをやっているんだろう？」

TEL 0120 – 64 – 3312

今回は、そんな教職員の方へのご案内です。
ご加入を検討いただけましたら幸いです。

私たちは、学校教育に関わる人々を組合員とする職域生協であり、組合員の仕事や生活を
サポートする為のライフパートナーを目指します。
組合員が安全で安心できるくらしの確保に努めます。

そもそも、生活協同組合（ CO・OP ）って何？

では、学校生協（広島県学校生活協同組合）とは？

「出資金を出しあった組合員みんなで利用、みんなで参
加していく」それが、生活協同組合（生協、CO・OP）で
す。

広島県内の幼稚園・保育所・小学校・中学校・給食セン
ター・教育委員会関係等が対象の職域生協です。

一人でも多くの方に加入・利用して頂くことでより良い
生活協同組合となり、それは組合員に還元されます。

そこで働いている教職員と退職後の継続組合員で構成
しており、市町費職員・臨時採用者・非常勤講師の方も加
入できます。２０１３年３月末現在、組合員数１９,１６
２人で、県費教職員の加入率は９０．５％となっています。
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幅広いニーズにお応えできます！ 学校生協の共済・保険
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助け合いの精神から生まれた「教職員共済」
総合共済
火災共済・自然災害共済
年金共済
新・終身共済
団体生命共済・医療共済
自動車共済
車両共済（車両保険）
交通災害共済

教育関係職場唯一の
職域共済生協です

※ 詳細は、最新のパンフレットをご請求ください。

保険

楽しみな配当金還付！ 「グループ共済」

1 年ごとに見直しができ、退職後も継続できる保険。
加入者が増えると、掛け金もさらに安くなります！

給付実績

– トリプルガード -

民間保険もお得な団体割引で！

生命保険
損害保険

１９４８年１２月
１９,１６２人
4 億１，３６０万円
（２０１２年度）
８億０，４８５万円
（２０１２年度）

15 社
２社

日本生命、朝日生命、第一生命、明治安田生命、アフラ
ックなど各種民間保険もお得な学校生協団体扱いにでき
ます。
※ 退職後も、団体割引のまま続けることができる保険も
あります。

2012 年 27 件
2011 年 28 件

保険金
給付金

剰余金

３年間の
平均配当実績
約 52.4%

2010 年 48 件

制度
運営費

保険

簡易保険も団体割引で！

団体割引率：月掛け 4.3％
（一年分前納の割引率 2.9％より大きい割引率）
2007 年９月 30 日までに加入されている簡易保険は、
お得な学校生協団体扱いにできます。
※ 退職後は、個人契約へ変更となります。

学校で使うものや毎日の生活を考えた、質の良い商品を提供しています。
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指定店・提携店 （7８社）
指定整備工場（49 工場）

加入時に発行される「CO・OP カ
ード」の提示で、「洋服の青山」「メ
ガネの田中」など指定店の割引・特
典を受けることが出来ます。
各地区で行われる展示会、プレゼ
ント情報などの最新情報を、Web で
もご確認ください。たくさんのご応
募、お待ちしております！
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ハウジング事業

へーベルハウス、住友林業、三井ホ
ームなど、ハウスメーカー・ディベロ
ッパー11 社による共同企画。
提携割引価格、成約プレゼントなどが
あります。
まずは、ハウジング会員登録をし
て、情報入手から始めてください。
マイホームづくりの
お手伝いをします！

購入金額に応じて割戻金が付きます。
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学校生協

取り扱っている商品
CO・OP 商品、食品、書籍、CD、
家庭用品、職場グッズなど。
チラシ配布
職場、ご自宅（休職・退職の場合）
へ、月 2 回お届けします。
注文方法
電話、Fax、Web からどうぞ！
学校で使用するスタン
プなどを取り揃えた「ス
タンプショップ」も好評
です。
購入金額に応じて割戻金が付きます。

出資金

＋

割戻金

⇒

[ガソリン全国カード]
エネオス・出光・コスモの 3 種類。
家族カードも作成できます。
[百貨店カード]
福屋：5%割引
天満屋：5%割引（特価品１％割引）
[廣文館カード]
※年会費不要
5%割引。レジでの支払いは不要。
学校生協からの請求となります。
購入金額に応じて割戻金が付きます。
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共同購入

各種カード

ポータルサイト

学協くん.COM

忙しい教職員の皆さん！ 空いた時
間にショッピングが出来るポータルサ
イトができました。
会員登録で、
200 ポイント G et！
訪問ポイントもあるよ！

こだわり商品、期間限定、OUTLET
SALE など、充実してきました。
今後もご期待ください！
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生協ひろしま

生鮮食品購入

「学校生協」と「生協ひろしま」の
連帯事業です。
職場で「学校生協」の班を作り、生
協ひろしまの生鮮食品を注文、受け
取り出来ます。スーパーに寄らず
帰宅できるので、
好評です！
個人で利用する場
合に必要となる「生協ひろしま」の
出資金 3,000 円は不要です。
異動・利用休止の連絡は、「学校生
協」から、
「生協ひろしま」へ行いま
す。

購入金額に応じて割戻金が付きます。

購入金額に応じて割戻金が付きます。

学校生協への加入方法は？

脱退時に返却します。

・ 加入時に出資金（5,000 円）をお預かりします。出資金
はその額に応じて配当金があります。

1 「加入申込書」を Web からダウンロード、
FAX・返信封筒などで送ってください。

・ 年度で剰余（利益）が出た場合は、将来のために一部内部
留保しますが、それ以外は、総代会で割戻金を決定し、利
用高に応じて組合員に還元されます。
（１月）
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・ 多くの方に学校生協へ加入、利用して頂くことは、組合員
への還元、割戻金の増加に繋がります。

Web「新規加入申込みフォームメール」も
ご利用頂けます。
広島学校生協
Web からも各種お申込、注文ができます！

< 2012 年度 割戻金 >
ガソリン
利用金額の 0.5%
福屋・天満屋
利用金額の 0.5%
物品購入
利用金額の 0.8%
生協ひろしま
利用金額の 0.3%

広島県学校生活協同組合
TEL 0120 – 64 - 3312
FAX 0120 – 13 - 3328

検索

