平成 21 年 11 月 27 日
２１－０５号

共同事業グループニュース

○

このニュースは、毎月１回、以下の通り配信されています。

◎

各都道府県石油組合および北海道・各地方石油組合宛

◎

共同事業部会各委員

◎

農林漁業部会各委員
※

北海道内各地方石油組合、共同事業部会委員および
農林漁業部会委員は本号（11 月号）より配信

○

全石連ホームページに「共同事業 G ニュース」常時掲載！
過去号もいつでもご覧になれます。(21.11.～実施)
※

「全石連」で検索⇒「石油広場

全石連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」⇒

「組合員の皆様へ」⇒「組合員情報」⇒「共同事業 G ﾆｭｰｽ」
※

○

アドレスは

http://www.zensekiren.or.jp/ です。

主な内容は（お役立ち情報満載！）

①

購買事業の「新商品紹介」、主力商品の基礎知識

②

中型生命等の販売成功例

③

自家共済、保険の紹介と基礎知識

④

各種お知らせ

⑤

農林漁業 A 重油制度解説～用途範囲解説等

などです。
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１．「品質管理表示板」および「認定店表示板」の販売しています！
ご承知の通り、品確法第 17 条の規定により、登録事項等の表示が義務付けられていま
す。
（（社）全国石油協会より「ガソリンスタンドの登録・分析義務について」のパンフが、
本年 11 月に組合員の皆様に配布されています。詳しくは、パンフをご参照下さい。）
そこで、組合員の皆様への周知徹底をお願いするとともに、全石連で、規定様式に基づ
いた「品質管理表示板」と「認定店表示板」
（いずれもアルミ製）の販売をしております
ので、未掲示店がある場合は、是非お勧めしてください。
組合員価格；①品質管理表示板 6,500 円
②認定店表示板 950 円
※ 別途送料を頂戴します。
※ 認定表示板については、22 年 4 月より販売価格が値上げとなる予定です。

２．中型生命成功事例～参考にしてください
(1)

茨城県組合の例～組合役員が中心となって加入者確保に取り組みました
全国理事長会議で中型生命の現状・内容が説明され、茨城県組合としても宇田川理事長の
もと、加入率アップに取り組むことを役員・事務局全員で確認しました。
稲葉副理事長が第一生命に会社としての加入プランの提案を依頼、商品説明を受け、会社
の福利厚生制度としての採用を決定していただきました。
更に、茨城県組合では、理事会及び５地区連合会の場に大同生命、第一生命の現地担当
者を招いて、中型生命の内容について勉強会を開催するとしています。
(2) 三重県組合の例～補助事業利用者へ積極的な声がけをしました
日頃より、児玉専務理事は各種補助事業の申請があった組合員さんには、必ず“中型生
命”のメリットをご説明して、可能な限り広く識っていただく努力をしています。その結果、「直
接会って言葉で説明する」という地道な活動の積み重ねで、確実な成果を挙げています。（年
間目標達成間近！）

３．ＳＳ総合共済

代車費用３万円に拡大しました！

おかげさまで、11 月 15 日付けで３，２００ＳＳがＳＳ総合共済の契約を更改いただき
ました（前年とほぼ同件数）。11 月 20 日に加入証書を発送させていただきました。
ここ数年、共済金の支払状況が安定しており、ＳＳ総合共済の収支状況が改善されてき
ております。
従って、加入者の皆様へ少しでも還元すべく、掛金はそのままで、代車費用の上限額を
１事故上限額 １５，０００円 ⇒ ３０，０００円
としました。（平成２１年１１月１５日以降の加入契約から適用）
この変更につきましては、加入証書発送に添付した送り状の中でもご説明しています。

４．お知らせ
（1）エスコ社の電子ブレーカーの「まがい品」にご注意！（緊急告知）
最近、エスコ社・ライフマネージメント社製電子ブレーカー以外で全石連・組合の
推奨品と偽ったり、エスコ社の名前を偽って営業をしている業者の情報がありまし
た。組合員各位より問い合わせがあった場合は、組合斡旋商品か確認の上、契約等を
行うようご指導いただければ幸いです。

(2)

組合担当者の皆様へ

お願い～注文記入漏れ・誤り撲滅！

キャンペーン期間もあと僅かです。例年最終日に大量のご注文をいただけるため、
誠に恐縮ですが、受発注を円滑に進めるためご注文に際しては「取引区分（請求・自
振・代引）」と「組合員価格と組合価格」
、
「前回注文日」
「特窓封筒のサイズ」および
「印刷内容の変更事項の確認」等記入漏れ・誤りがないようお願いいたします。

（3）

タオルの一部商品取扱停止（需要が殆んど無い商品）

①

カーウォッシュハーフタオル 「青・ピンク」は継続し、黄色取扱を停止し、
「白」
は在庫限り（25 日現在 10,200 枚）とさせていただきます。
② カーウォッシュ２００匁タオル 「白」のみ継続し、黄色取扱を停止し、「青・
ピンク」は在庫限り（25 日現在青:3,984 枚 ﾋﾟﾝｸ:4,476 枚）とさせていただき
ます。

≪ｶｰｳｫｯｼｭﾊｰﾌﾀｵﾙ#695≫

≪ｶｰｳｫｯｼｭ 200 匁ﾀｵﾙ#725≫

(4)

輸入ロール紙

売れてます～販売価格表はこちら
（送料込み/消費税別）

○

商品名:Ⅰﾀｲﾌﾟ 商品ｺｰﾄﾞ:671

商品名:IW ﾀｲﾌﾟ 商品ｺｰﾄﾞ:671

80 巻/箱

60 巻/箱

紙幅約 58 ㎜

63 ㍍

紙幅約 80 ㎜

組合員単価

組合員単価

＠７９

＠１１０

63 ㍍

商品基礎知識コーナー

(1) 封筒の基礎知識
①

規格封筒の大きさを再確認しよう
呼び

寸法（㎜）

長 3 規格

120×235

長 3 規格セロ窓

120×235

長４０規格

90×225

長４規格

90×205

長４規格セロ窓

90×205

角２

240×332

適合する内容物
A4 判横三つ折り
A4 判横四つ折り
B5 判横三つ折り
A４判

特窓封筒はお客様のニーズに合わせた大きさの封筒をお作りしていますが、宛名窓の大
きさは【45ｍｍ×80ｍｍ】以上の長方形であることが郵便法により規定されています。
②

小宮山の封筒とイムラの封筒をうまく使い分けよう
1) 小宮山印刷社製の封筒は・・・
小宮山印刷社製の封筒は、
【紙質：クラフト茶、刷色：黒】に限定されています。
長３・長３セロ窓と長４・長４セロ窓は、郵便赤枠の有無が選択できます(無料)。
2)

イムラ封筒社製の封筒は・・・
イムラ封筒社製の封筒は、紙質、刷色、規格外サイズ、糊し
ろの位置、タックの有無などを自由にカスタマイズできます。
長３・長３セロ窓と長４・長４セロ窓は、郵便赤枠の有無が
選択できます（無料）。
窓付き封筒の糊しろ位置はセンターが主流ですが、長３と長
４封筒は、センターまたはサイドシームから選ぶことができま
す（無料）。

ｾﾝﾀｰ

ｻｲﾄﾞｼｰﾑ

(2) ＳＳ受託自動車保険
サービスステーション総合共済ご加入の組合員さんにお勧めします！
例えば、
事故１：対人事故
顧客Ａさんから車検代行でお預かりしたＡさんの自動車を陸運支
局から持ち帰りするのに一般道に出る際に歩行者に接触し、ケガをさせてしまった。
（自賠責保険等を超える金額の場合）
事故２：対物事故
顧客Ｂさんから給油と洗車でお預かりしたＢさんの自動車を従業
員が駐車場にお届けする際に信号待ちの先行自動車に追突してしまった。
事故３：対物事故
顧客Ｃさんからオイル交換でお預
かりして、敷地内に入庫しようとした際に向かい側企
業のシャッターに衝突してしまい、シャッターと駐車
していた自動車を損傷させた。
事故４：自損事故 顧客Ｄさんから車検の斡旋でお預かりしたＤさんの自動車を整備
工場へ輸送する際に電柱に衝突（自損事故）。たまたま搭乗していた顧客Ｄさんがケ
ガをしてしまった。
このような事故の時、お預かりした車の自動車保険は使えません。
SSの負担で賠償しなくてはなりません。
（一般自動車保険普通保険約款より抜粋：第２条保険の補償を受けられる方―被保険者・・・(略)ただ
し、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱
うことを業としている者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。）

こんな時に！賠償リスク対策にＳＳ受託自動車保険が役立ちます。
全石連が保険会社と団体契約を結ぶことで、スケールメリットを活かした加入を実現しています。

タイプ１

タイプ２

タイプ３

対人賠償(１名)

無制限

無制限

１億円

対物賠償(免責金額５万円)(１事故)

無制限

１，０００万円

５００万円

自損事故

死亡保険金(１名)

１，５００万円

後遺障害保険金(１名)

５０万円～２，０００万円

介護費用保険金(１名)

２００万円

医療保険金(１名)

入院１日につき６，０００円

(１名につき 100 万円限度)

通院１日につき４，０００円

年間加入料

Ａプラン
車検代行･斡旋業務なし

Ｂプラン
車検代行･斡旋業務あり

Ａ１：２２，３２０円

Ａ２：１９，４８０円

Ａ３：１８，３６０円

Ｂ１：２８，７７０円

Ｂ２：２５，０８０円

Ｂ３：２３，６２０円

・ サービスステーション総合共済のご加入 SS であることが加入条件となります。
・ 認証工場併設の SS は、B プランのご加入となります。

○

農林漁業コーナー

重要
注意!!

総括表に販売業者名が…

このたび以下の事例が発見されましたので連絡するとともにご注意申し上げます。

・国Ａ総括表の購入者名(販売先)に販売業者名を記載。
ご存知のとおり、農林漁業用国産重油還付制度は農林漁業者に販売された重油に対する
還付制度ですので、総括表に購入者名として記載される名前は、当然ながら農林漁業者名
や船の名前またはそれらに類する会社等に限られます。
しかしながら今回発見された事例は、Ａ社の提出した総括表の購入者名に農林漁業者で
はなく販売業者名(Ｂ社)が記載されていました。Ｂ社も農林漁業用に重油を販売しているの
ですが、この事例の場合はＡ社がＢ社に卸販売をしたことになります。つまり総括表に記
載することは不適切な事例であったわけです。
本来の正しい方法はＢ社が登録販売業者になり、Ｂ社が農林漁業者に販売した分を総括
表に記載・提出することです。
総括表は末端の販売業者が農林漁業者に販売した分のみを書くことになっておりますの
で、今回の事例は非常に大きなルール違反となります。今回は事前に発見することができ
事なきを得ましたが、このままの状態で還付を受ければ不正還付となってしまい、制度の
運営にも支障をきたす恐れがありました。また、Ｂ社が登録業者となって総括表を提出し
ていれば二重還付の恐れもありました。
今後、この様なことが無いよう、チェックの目を組合・全石連ともども厳しくしていき
たいと思いますのでよろしくお願いします。８月２０日号でお伝えした「確認漏れ撲滅運
動」を組合でもぜひ実行していきましょう。

