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毎月１回発行

医科組合員� 4,181人

歯科組合員� 3,106人

合計� 7,287人

（2016年10月20日現在）

保険医協同組合
12月休業日のお知らせ

セミナー案内

行事案内

保険共済部

「開業医の経営と
くらしを守る」
　保険医協同組合は協同組合員の生活を

守るため、また相互扶助の精神を広める

ために様々な事業を行っています。

　組合員が増えれば、相互扶助の効果は

大きくなり、組合員の先生方のメリット

も増加します。

　保険医協同組合では、開業医に不可欠

なスケールメリットを活かした、団体割

引制度を運営しております。

①�万が一（死亡・後遺障害）のときの備

えに→グループ保険・新グループ保険

②�病気・怪我で休業された時の備えに→

所得補償保険

③将来の老後資金等の備えに→積立厚生

プラン

　また組合員の為の団体割引を活かした保険をご

案内しています。

［損害保険］

火災・自動車・医師賠償責任保険・所得補償保険

・ゴルファー保険

［生命保険］

グループ保険・総合医療保険　等

お問い合わせは保険共済部まで

の「ロッチデール原則」を生み出しました。この

原則は今日の世界の協同組合原則に受け継がれて

います。

協同組合運動の特徴
・�組合員自身（消費者）が運営や議決に参加し、民
主的な運営を行なえる。

・�利潤第一ではないからこそ組合員の立場にたった
運営ができる。

・�組合員が団結することにより、よりよい社会を目
指した社会的運動が担える。

※ロバート・オウエン　Robert�Owen

　（1771年５月14日－1858年11月17日）

　�　イギリスの社会改革家・実業家。人間の活動

が環境によって決定される、とする環境決定論

を主張した。子どもの工場労働を禁止し、世界

で初めての夜間学校をつくるなど、現在の協同

組合の基礎を作り、当時の労働者に大きな影響

を与えた。

大阪府保険医協同組合

　大阪府保険医協同組合は大阪府保険医協会厚生

部を前身とし、協会員のニーズの高まりから1971

年に設立されました。当初は理事10名・事務局員

２名と小規模なものでしたが、医薬品・衛生材料

・医療機器等の共同購入事業や保険共済事業等、

組合員の増加と共に発展してきました。

協同組合の始まり

　協同組合が生まれたのは1800年代中期。当時の

イギリスでは産業革命後の大恐慌ですさまじい貧

富の差がおこっていました。1844年、イギリス・

マンチェスターのロッチデールという町で、産業

革命期の実業家ロバート・オウエン※の考え方に

共鳴した、織物工など28人の労働者が、自らの手

でより良い社会を生み出そうと「ロッチデール公

正開拓者組合」を設立しました。

　彼らは、１年がかりで１人１ポンドを積み立

て、同年12月、倉庫の１階に最初の店を開き小麦

粉・バター・砂糖・オートミールの４品を販売し

ます。これが世界で最初の「協同組合」の誕生で

した。

　組合は原則を定め、１．購買高による剰余金の

分配 ２．品質の純良 ３．取引は市価で行う ４．現

金取引 ５．組合員の平等（一人一票制） ６．政治的

・宗教的中立の原則 ７．組合員の教育促進、など

保険共済部セミナー「相続・贈与・資産運用」

日　　時：12月４日（日）　14：00～16：00

会　　場：大阪市北区梅田2-5-25

　　　　　ハービスPLAZA　５Ｆ

講　　師：税理士法人　和

　　　　　税理士　岡本　泰彦　先生

　　　　　NPO法人役立つ税理士協議会

　　　　　�代表理事・株式会社　JUST�FOR�YOU　

代表取締役　谷　敦　先生

春のすまいと医院の相談会

日　　時：2017年３月５日（日）

　　　　　10：00～17：00

会　　場：Ｍ＆Ｄホール

主　　催：�大阪府保険医協同組合・Ｍ＆Ｄ保険医

ネットワーク

○マンション人気最新情報

○医院・自宅建て替え相談

○土地活用ご相談　など

　世界に協同組合が誕生して172年、大阪で保険医協会に協同組合が誕生して45年。

いま一度、「協同組合」の源流を探りたいと思います。

日曜・祝日　第２・第４土曜日　　　
年末年始　　12月29日（木）～１月５日（木）
◆尚、業務時間は平日9：00～17：00
　　　　　　　　土曜9：00～12：00です。
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すまいん行事
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T&Cワインサロン
　記念すべき第１回目は、保険医まつりでも

おなじみの、ソムリエの派遣会社「T&Cサー

ビス」の経営する堂島にあるワインサロン。

　美人の平井店長の笑顔に誘われてか、お酒

の業界で働いているプ

ロのお客様も多いワイ

ンサロンです。それだ

けに、「美味しいワイ

ンが飲みたい！」とい

う時に、ぴったり。

　店内に入ると、ブド

す。

　ワイン好きな方必見の

「T&Cワインサロン」、ぜひ

一度お立ち寄りください。

※�尚、2017年１月末日ま

で、ご来店のうえ「協同

組合ニュースを見た」

と申告くださると、グ

ラスシャンパンをおひ

とりにつき１杯プレゼ

ントいたします。

ウの透かし彫りのカウンターが素敵な、ラグ

ジュアリーな雰囲気。

　ワインは、グラスでおすすめのシャンパン、

白ワイン、赤ワインなど

がそれぞれ1,000円位か

ら飲めます。（他店にはな

い、マルゴー3rdも…70㎖、

1500円…安い‼）

　勿論、ボトルでいただ

いてもよし。ワインの事

を知り尽くしたソムリエ

が、お好みのワインを薦めてくれます。

　お料理は、ソムリエの資格も持つシェフ

が、前菜盛りやチーズ、生ハム、パスタなど

を出してくれますが、なんと言っても「牛タ

ンシチュー」が、一番のおすすめです。この

シチューは、たっぷりの赤ワインと野菜でじ

っくり煮込んであり、オープン当時からの人

気メニューです。

　お好きな赤ワインとともに食べていただく

と、まさに至福の時…マリアージュは抜群で

御礼と報告

大阪府保険医協同組合
理事会からのお知らせ

熊本県保険医協会へ
支援金を寄与

北区　Ｔ先生（医科）

東大阪市　Ｋ先生（医科）

中央区　Ａ先生（医科）

インターネット注文で便利

わかりやすい価格表
part.1

セール情報が加入の決め手

共同購入 組合員の声

利用してます！

　10月１日・２日は保険医まつりに多くの先生方

にご参加いただき、誠にありがとうございまし

た。おかげさまで保険医まつりでご注文いただい

た商品の発送作業が忙しく、私も発送のお手伝い

をして大変でしたが、たくさんの先生にご利用い

ただけてうれしかったです。また、保険医まつり

をキッカケに先生に直接お会いして協同組合のご

説明をし、加入していただくことができました。

説明するときはいつも緊張しますが、ご加入いた

だけるとやはりうれしいです。今月の記事ではそ

の時に伺ったお話しと長年ご利用いただいている

先生のお話しを掲載させていただきました。�（Ｋ）

編編 集集 後後 記記

運営経費の見直しのポイント
〈専従者給与（個人事業）〉vol.3

税金への影響大

　配偶者などに「専従者給与」を支給して院

長の所得を分散することにより、院長個人の

高い所得税率を回避することができるため、

家計全体での所得税が減少します。

　悩むのは、配偶者に対して、どのくらいの

給料を支払ってもよいのかということです。

ハッキリ言って、院長と同じぐらいの専従者

給与を支払えば、所得は二分されて、節税効

果は一番高くなるでしょう。

　ただ、医師でもない配偶者の給料が高すぎ

ると、税務上は否認される可能性がありま

す。税務申告書を提出した段階ではダメだと

は言われませんが、あとで税務調査が入り、

給料が高すぎると判断されることがありま

す。

　それでも、何の基準もなければ、決めるこ

とができないという方も多いかもしれませ

ん。参考に、全国の平均の金額を記載してお

　「第39回保険医まつり」へのご参加および

アンケートにご協力を賜り、誠にありがとう

ございます。

　アンケートは213人の方にご回答をいただ

きました。貴重な資料として、来年に生かし

ていきたいと思います。

　また、アンケートをいただいた方を対象に

10月理事会にて役員が抽選し、50名のみなさ

まに図書カードをお送りいたしました。

　今後とも、当協同組合へのお力添えをよろ

しくお願い申し上げます。

　組合は昔から利用しているので、その付き合い

が現在も続いているという感じです。（編集部

注：先生には開業のお手伝いをさせていただきま

した。）商品の発注のしやすさが魅力だと思いま

す。薬品の発注などは、共同購入案内を見ながら

考えています。最近はインターネットでも利用で

きるようになって便利になりました。商品も早く

届くので助かっています。

　今後はインターネットで注文するときに、ワン

クリックでできるようになるといいですね。ま

た、検索時にキーワードがよりヒットしやすくな

るとありがたいです。

　組合職員が配達をしていたころから利用してい

て、現在も利用しています。昔は薬品の価格は会

社によってばらつきがあり、診療所によっても価

格が異なっていました。その時に協同組合の価格

表ができて、わかりやすい価格で利用することが

できるようになったので利用しています。

　今年10月に新組合員になりました。協同組合の

ことは、保険医協会からの案内に封入されていた

チラシで知りました。セール情報を見て、よく使

う商品が安かったことが加入の決め手になりまし

た。

　大阪府保険医協同組合では、毎年酒類販売

利益の一部を医療関係のNPO団体等に寄付し

ておりますが、今年は2016年４月14日に起こ

った熊本地震の支援として、第46回通常総代

会と第39回保険医まつりで募った支援金とを

併せて、熊本県保険医協会へ寄与しました。

きます。

　あくまで、上記の金額は平均なので、地域

によっても、医院や病院の大きさによって

も、変わってきます。

　一番重要なことは、『院長の所得とのバラ

ンス』と『税務署への対応』です。

　給与金額の決定に際しては会計事務所に適

切なアドバイスをもらい、税務調査の際に

は、専従者の業務内容・医院への貢献につい

て説明ができるように、しっかりと準備をし

ておきましょう。

税理士法人第一会計　税理士　　大島　裕

専従者の資格
専従者給与の平均
支給額（年間）　

医師 1,500万円

薬剤師 700万円

看護師 650万円

その他 600万円

資格なし 550万円

T&Cワインサロン

大阪市北区堂島2-2-28

オーク堂島ビル１階

電話　06-6346-0601

定休日　2016年は土・日・祝

　　　　2017年から日・祝

URL　http://tandc.co.jp/salon/

呑み食べある記

　この度、協同組合ニュース復刊に伴い、旧

協同組合ニュースでも好評だったお店紹介を

再開しようということになりました。読者の

皆様からの推薦も募集しております。ふるっ

てご応募ください。

（連絡先電話　06-6568-2741　広報担当まで）

理
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詳細は大阪府保険医協同組合のホームページ（http://e-mdc.jp）まで 大阪府保険医協同組合 検索
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