共同事業グループニュース

平成 21 年 12 月 21 日
２１－０６号

○ 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 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」を常時掲載しています。
いつでもカラーで、過去号から最新号まで、ご覧いただけます。
※ 「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、自家共済、保険の紹介と基礎知識
③ 各種お知らせ
④ 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．秋季キャンペーン（９～11 月）結果速報
～給油伝票で東北支部、四国支部が全組合目標達成！～
本年度の秋季キャンペーン（給油伝票・タオル）は、組合の皆様のご支援を得て盛況
のうちに終了いたしました。ご支援・ご協力、まことにありがとうございました。改め
て御礼申し上げます。
給油伝票で東北支部と四国支部の全組合が目標を達成されました。おめでとうござい
ます。また、東北支部はタオルにおいても、支部全体で目標を達成されました。大変な
快挙と思います。
給油伝票で半数以上の 24 組合（前年は 12 組合）が、タオルで２０組合（前年 17 組
合）が目標達成され、全体に目標達成組合が増加しています。
なお、給油伝票、タオル両方の目標を達成された優秀組合が 18 組合（前年８組合）
もありました。今後とも、ご支援・ご協力宜しくお願い申し上げます。

２．中型生命成功例～組合担当者の的確なプラン提案で加入獲得！！
佐賀県石油組合では、ＳＳリスクマネジメント研修会の開会前に開催された理事会にお
いて、共同事業グループ・山崎リーダーに中型生命の概要説明を要請。
後日、理事会に出席されていた金子理事（金子石油㈱社長）より、「組合役員として協
力したいので、わが社での加入プランを提案してもらいたい。」と、組合担当者の古賀さ
んにご依頼いただきました。
古賀さんは、早速、同社の総務担当の方から社員構成を教えてもらい、第一生命社と相
談の上幾つかの加入モデルを作り、総務担当の方を通じて金子社長に提示したところ、
会社の福利厚生制度としての加入が実現しました。加入モデルの提案のなかで掛金の割
安さが明確となったことも加入のきっかけになったようです。

３．お知らせ
（1）社名等入り贈答用タオルの版代について
社名等を織り込む贈答用タオルの版代は、初回新規作成時に頂戴しています。こ
の「版」は、従来、メーカーサイドの保存期間に限度があっため、3 年経過すると劣
化廃棄され都度版代が生じていました。
現在は「版」がデータ化(2006 年 4 月 1 日以降)され劣化が生じず、デザイン等に
変更が無い限り、版代は初回のみの負担となっています。
※ 版代を必要とする変更例
①デザインの変更
②社名の変更
③電話番号・住所の変更 等
※ デザイン等に変更がなく、織り込む糸色のみの変更は、版代不要です。
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（2）好評!!

キッチン マ・マ
ヒット商品!

～お客様に喜ばれる、「もらって嬉しい」、「あると便利」～

包装にポケットがあり、名刺、チラシを入れることができ、ＳＳのＰＲも出来る優れも
のです。これからの季節、灯油販売の集金時等に「キッチン マ・マ」で

ＳＳのまごころを伝えて・・・
伝えよう

経済性・安全性・省エネ性

～やっぱり灯油がお得。～

固定客獲得に最適な商品。お勧めです。
品コード６９４
カラー： 白･グリーン･黄色
商品ｻｲｽﾞ:20×30 ㎝ 120 匁(37.5g)
最低受注数量 300 枚
※各々の色は 100 枚単位
斡旋単価 49 円/枚
(税・送料込価格：15,435 円/300 枚)

※お客様に喜ばれる、テーブル・キッチン廻りの汚れふきに、また、わんぱく盛りのお子様の
手足ふきと、幅広くご利用いただけます。

（3）「認定店表示板」の斡旋価格が２２年４月より改定となります。
本年 10 月より、取扱窓口が業務 G から共同事業 G 資材 T へと変わり、金額据え置き
で販売していた認定店表示板ですが、諸般の事情により前号(平成 21 年 11 月 27 日 21-05
号)でご連絡したとおり 22 年 4 月より価格改定させていただきます。
(送料込み・税別)
品コード

商品名

価格

５８７

認定店の看板

【1 枚】2,500 円

※価格改定に伴い、送料込みで表示いたします。

※「品質管理の表示板」と「危険物取扱者の看板」は従来通りの価格（送料込み）です。
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(4) 商品ｶﾀﾛｸﾞ「May I Help You?」が全石連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載されました
全石連のホームページ“石油広場”から、最新
の共同事業 G 商品カタログ「May I Help You？」
とその価格一覧表がご覧いただけるようになり
ました。全 35 ページ、フルカラーで掲載してい
ます。ダウンロードして印刷もできます。

○

商品基礎知識コーナー

(1)

ニーズに応えた全石連のロール紙(廉価版)～ここが違う！

全石連のロール紙(廉価版)については、他社の低価格版ロール紙と比較した場合、小
ロット（Ⅰタイプ；８０巻/箱・ＩＷタイプ；６０巻/箱）でも安価で送料込み、他社よ
り長さが数メートル（約３㍍）長く、保存性も良い点などが特徴となっています。
全石連のロール紙(廉価版)

（送料込み/消費税別）
IW ﾀｲﾌﾟ商品ｺｰﾄﾞ:671

Ⅰﾀｲﾌﾟ 商品ｺｰﾄﾞ:671
80 巻/箱

紙幅約 58 ㎜

63 ㍍

60 巻/箱

紙幅約 80 ㎜

組合員単価

組合員単価

＠７９

＠１１０

63 ㍍

※保存性はいずれも中保存（7 年程度）

紙幅

コア内径

外径

(保存性)
印字保存期間については、各製紙メーカーによって示さ
れています。しかしながら、高保存（１０年程度）
、中
保存（７年程度）、ノーマル・低保存・
（５年程度）等の
表記については、厳密に検査機関によって規定されてい
るのではなく、あくまでも業界内で一般的に使用されて
いるスペックと考えた方が良いと思われます。
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参考；他社のロール紙
Ｎ

Ｅ

社：特徴：基本は６０巻/箱×２箱＝１２０巻を発注単位
ラインナップ：①中保存タイプ：印字保存性７年程度
②ノーマル保存タイプ：印字保存性５年程度
③紙薄ノーマル保存タイプ（輸入ロール紙と思われる）
社：特徴：国産原紙使用を強調し、基本は８０巻/箱×２箱＝１６０巻を発注単位。
ラインナップ：①中保存タイプ：印字保存性７年程度
②ノーマル保存タイプ：印字保存性５年程度

その他：ロール紙は、感熱紙を芯（呼称：コア）に巻いたものであるため、スリッターと
呼ばれる機械があればどんな業者でも商品として取り扱うことができます。
また、安価なロール紙については、取扱業者によってロール紙の長さを本会（63 ㍍）
よりも若干短くカット(約 60 ㍍･約 59 ㍍)している業者もあるので単価を単純比較
することはできないと思われます。
今後、組合員各位より、ロール紙を全石連ロール紙と等交換して実測していただ
き報告下されば、担当者各位の情報の共有化に繋げさせていただきたいです。
なお、全石連並びに一部組合測定によれば、Ｎ社、Ｅ社とも長さは約 60 ㍍との
結果がでました。
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（2）賠償責任共済～施設賠償責任保険の保険金支払い事故例
賠償責任共済にセットされている賠償責任保険では、以下のような事故に対して保険
金が支払われています。組合員さんにご案内する際に、是非、参考としてください。
事故の概要

支払額(万円)

配送先での作業ミスによる事故
食品工場に、ローリーで重油を配送給油しに行き、重油タンクと湯タ
ンクを間違い、給油してしまった。

３５

軽油使用の油圧シャベル機に配達給油した際、誤って重油を給油して
しまい故障させた。

１０３

工場に灯油を配達に行き、タンクに給油する際、誤ってバルブを開け
たまま給油をしたので、灯油が敷地内アスファルト上に溢れ出てしま
った。

３３

施設設備の管理･作業ミスによる事故
従業員が給油している際に操作ミスでポリタンクからノズルが外れ、
そばにいた客に灯油がかかると同時に、避けようと転倒して骨折した。

１２０

給油に来店した客が給油依頼後、車から降りかけたところ、従業員が
不意に車のドアを閉めたため、足を車のドアに挟みケガをした。

７６

強風で SS 構内設置の看板が吹き飛び、通りかかった車両に当たり車体
が傷ついた。

４１

給油のため SS 構内に入ろうとした際、側溝の蓋が外れ、車両を損傷さ
せた。

１１

給油終了後、顧客車両が SS を出ようとしたところ、突風でノンスペー
ス計量機のノズルが大きくなびき、車のドアに当たり損傷を与えた。

７

配達に向かうためローリーに重油を積み込みしていたが、来店客に対
応している間にノズルが外れて、重油が近隣の田んぼと用水路に流出
した。

９５

油濁賠償事故
来店した客との対応に気を取られて、ローリーに重油を積み込んでい
ることを忘れてしまい、気づいた時にはローリーから溢れ出た重油が、
１，２０３
河川に流出した。
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○

農林漁業コーナー

農林漁業用重油 用途 Q&A
用途Ｑ＆Ａの第４弾は第３弾と関係のある酪農や養鶏関係です。こんなところでも重油
は使用されています。ぜひ新規開拓の参考にしてください。
(004)
Ｑ．飼料を作るときに使用するＡ重油は用途範囲
内ですか。
Ａ．畜産農家等が、家畜の飼料を作るために使用
するＡ重油は、自家用のみ用途範囲内です。
“自家用のみ”とは他に販売していない、と
いうことを示しています。
飼料を他に販売しているのであれば、その場
合は製造業または加工業とみなされるため、仮
にＡ重油を使用したとしても農林漁業用とは
みなされません。

農林漁業用事務手続きポイント

－その２－

農林漁業事務手続きでのお問い合わせが多いこと、書類確認・作成時に注意していただ
きたいことの第２弾です。
登録変更届関係
・ 元売が変わらず直近供給先のみが変わった場合は、変更届の提出は不要です。
・ 元売の追加をする場合、実績の発生する月より前に変更届を提出してください。
提出日が登録日となるため、提出日以前の実績は受け付けることができません。
登録取消申請書関係
・ 記入欄はありませんが、空いている場所に登録を取り消す業者の「登録番号･取消の理
由」を記入してください。
取消理由記入例）事業所廃止のため、廃業のため、合併のため 等

お知らせ
Ａ重油両制度の延長については、１２月１８日現在確定しておりませんので、確定次第
お知らせする予定です。
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