共同事業グループニュース

平成 22 年 9 月 30 日
２２－０５号
（９月号）

○ 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および農林漁業部会各委員
○

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～事務手続きのポイント等
などです。
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１．中型生命秋期キャンペーンスタート！
「中型生命グループ保険の秋期キャンペーン」を１０月１日～１２月２５日の期間で実施
します。
各石協で新規加入者１５名を目標としています。
キャンペーン実績に対する報奨金として、新規加入者１名に付き 1,000 円、目標達成組合
には達成分報奨金を交付いたします。
是非、この機会に組合の役員企業の皆様を中心に、１名でも多くの中型生命への加入協力
を、働きかけお願いします。

２．秋期キャンペーン目標達成に向けて～取組状況のご報告
（1）

岐阜石協では「ミニポスター作成」
岐阜石協は、組合員の共同事業の積極的な活用を促す
ために、同組合で扱う商品をＡ４のコンパクトサイズに
まとめた「共同事業のご案内」ミニポスターを作成しま
した。
「廃タイヤ回収」、
「洗車タオル」、
「給油伝票」、
「中型
生命グループ保険」の４商品について、価格、特徴を写
真入りで紹介しています。ポスターには同組合の電話と
ＦＡＸ番号を入れてあり、ＳＳ事務所の電話横など目に
付きやすい所に貼ってもらうことで、在庫切れの際に注
文に直結するよう考えられたとのことです。９月からの
増強キャンペーンのスタートダッシュに期待が高まって
います。
各石協の皆様もキャンペーン推進の参考としてください。

（2）

島根石協は「独自目標」掲げて、全支部一丸で強力推進！
島根石協は、先般開催の共同事業委員会で、増強キャンペーン目標と年間目標を固め
ました。昨年は支部ごとに設定した目標を全支部がクリアすることを目指しており、今回
のキャンペーンでは、全石連数値に上乗せした独自目標を立てて、それを支部に割り振っ
て年度目標達成に一丸となって取り組んでいかれます。
土田好明委員長は「共同事業は組合財政に大きく寄与するものです。各支部とも強力
に事業へ取り組んでいただきたい」とし、石協事務局と一体となって、事業の積極的な活
用を組合員に呼びかけられています。

（3）

新潟石協は、支部長率先のローラー作戦！
新潟石協は、増強キャンペーンに合わせて集中募集を実施しました。例年この時期に
支部長と組合事務局がＳＳを巡回して、直接組合員に商品ＰＲを行っており、年間目標達
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成に向けて大きな成果を上げています。組合員か
らのニーズが高い商品をまとめたオリジナルのチ
ラシを使って支部長自らが商品説明を行い、洗車
タオルのサンプルを配付してＰＲに努めた結果、
多くの組合員から注文をいただきました。支部長
が率先して地元ＳＳを訪問していただいたことも
あって、その場で注文を下さる方もおられ、これ
までの同組合の地道な活動が、実績となって実を
結んだものと思われます。
普段、接する機会の少ない組合員の方に品質の良さ、価格の安さを理解してもらうには、
対面での商品説明が最も効果的であると、改めて感じました。同組合の取り組みを参考に
していただければと思います。

４．お知らせ
(1)

「マイクロファイバービック」が好評販売中です！！
既に販売している「マイクロファイバータオル」の超大判サイズが新登場。
（１）商品名
マイクロファイバービック
（２）サイズ
約６０cm×２００cm（約 300ｇ）
（３）素材
ポリエステル８０％
ポリアミド２０％
（４）色
紺
（５）価格
＠１，２００円（税別・送料込 ※但し沖縄・離島は別途送料が
かかります）
（６）注文単位 ５枚（５枚が最低注文枚数となります）
（７）商品ｺｰﾄﾞ ７３５
（８）特徴
車高の高い１ＢＯＸカーなどの洗車時に、１枚のマイクロファイバ
ービックを車の両サイドから２人で持ち、ボンネットから後方まで
一気に拭き上げることで、作業効率を大幅にＵＰできます。

また、「マイクロファイバービック」の実績枚数は下記のように設定しております。
なお、既にご注文いただいているものにつきましては、下記換算で実績算入していま
す。
マイクロファイバービック
５枚/箱あたりの実績＝６０枚
（１枚あたりの実績＝１２枚）
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（2）

贈答用タオルの注文はお早めに！
年末年始のご挨拶に活躍する贈答用タオルですが、毎年１０～１１月は注文が集中す
るため、ご希望の納期に間に合わなくなる可能性があります。
ご注文は余裕をもって、お早めにいただきますようお願いいたします。

(3)

カートリッジ３０３（大容量）がお得です！
Canon カートリッジ３０３（印字枚数 2,000 枚対応）を再値下げしました。
トナーカートリッジにつきましては、アスクル・カウネット・たのめーる等のオフィス
通販の価格より安く、また、組合各種共同事業商品はどこより安く、組合員が全商品ご利
用いただけるよう、競合他社の価格を下回るよう努力しております。トナーカートリッジ
にかかわらず他社情報をご提供下さいますようお願いいたします。
旧価格 5,100 円 ⇒ 新価格 4,000 円
全石連では「カートリッジ３０３（大容量）」と称し、印字枚数を３，５００枚に増量
したオリジナルカートリッジ（プール品のみ）をご用意しています。印字枚数１枚あたり
のコストを考慮しますと、再値下げした通常タイプ（１枚あたり＝２円）より２割程度お
得（1 枚あたり≒1.6 円）ですので、是非大容量をお薦めいただきますようお願いいたし
ます。
なお、９月１７日付の事務連絡（全石協事発 22 第 112 号）で、カートリッジ３０３（大
容量）は、
「リサイクルのみ」のお取扱いとご連絡しましたが、正しくは「プール品のみ」
で、リターン品のお取扱はできません。大変申し訳ありませんが、ご対応の程宜しくお願
いいたします。

(4)

石油広場（全石連ＨＰ）の「May I Help You？」更新しました
全石連ホームページ上の「May I Help You」と価格表を最新版に更
新いたしました。全４０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のでご活用ください。

＜御礼＞ 超特価品『レタートレー」完売！
２２―０３号（７月号）でご紹介した、超特価品「レタートレー」
が完売となりました。ご協力ありがとうございました。
なお、「半透明ゴミ袋」と「ポリ規格袋」は販売継続しておりますので、引き続きご周
知の程、宜しくお願いいたします。
＜お詫びとお願い＞ 灯油缶カバー、メーカー在庫が欠品中です
灯油缶カバーが現在、メーカーで欠品となっています。大変恐縮ですが、本日より１０
月７日（木）までのご注文の出荷は、１０月８日（金）とさせていただきますので、ご理
解・ご了承の程宜しくお願いいたします。なお、１０月８日以降は通常通りの出荷となり
ます。
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＜ご入用の際はご連絡下さい！＞
１．２０１１年度カレンダーのパンフレット
メモルダー６種類の詳細を紹介しているパンフレットを数部ですが、ご用意しており
ます。
２．「すきっと」訂正シール
「May I Help You？（2010 保存版）」で、その他商品ご紹介コーナーに掲載した「す
きっと」の送料の表記誤り（送料込み → 送料別）の、訂正シールをご用意してお
ります。（ホームページ上の「May I Help You」は訂正済みです）。
３．共同事業インフォメーション 秋号
９月６日付の機関紙「ぜんせき」に折込んだ「共同事業インフォメーション秋号」を、
Ａ３判に両面カラー印刷したチラシをご用意しています。
※いずれも９月６日付の事務連絡（全石協事発 22 第 105 号）でご連絡済のものです
◎「預金口座振替依頼書」の様式を再改定版しました
「口座振替依頼書」の様式を再度改定しました。今後ご利用の際には、９月１７日付
でメール配送しています新様式をお使いいただきますようお願いいたします。
【変更箇所】
①申込者記入欄及び欄外に、「個人情報の取り扱いについて」を加筆
②（不備返送先）の日本システム収納株式会社の電話番号を変更
(3)

SS マネーガード
ＳＳマネーガードの商品内容が改定されます。
本商品は平成１４年１１月に発売されましたが、初年度から想定を超える保険金の支
払いが発生するなどしたため、制度継続のために１５年、１７年と制度改定が行われまし
たが、現行制度下では収支状況の改善が達成されるまでには至らないため、平成２２年度
から３回目の制度改正が行われることになりました。
現在の加入者に対しては、満期案内（１１月１５日）の案内と制度改正の通知を９月
１０日に発送しています。
２２年度改定内容
1.保険料の改定
2.防犯警備割引の新設

全プランについて一律３０％アップとなります
運営する全てのＳＳについて、警備会社が提供する警
備サービス※を契約している場合、保険料が２０%割引
となります。
【警備サービス】
防犯システム機器により２４時間外部からの侵入を
監視し、不審者の侵入を感知した場合は、ただちに警備
会社へ異常発生が連絡され、警備会社拠点より警備員が
急行するもの。
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3.保険料見直しのルール化

保険料が改定された年から３年ごとに保険金支払い
実績をベースに保険料の割増・割引を決定するルールを
導入します。

4.解約返戻金の支払

保険期間中に解約した場合、解約返戻金が支払われま
す。

９月２９日付けぜんせきの紙面にＳＳマネーガードの紹介記事が掲載されています。
ＳＳを狙った現金盗難事件に備える保険として組合員の皆さんにお勧めください。
新パンフレットは１０月中旬頃にお届けできる見込です。
(4)

SS 総合共済の継続加入手続について
ＳＳ総合共済が１１月１４日に満期を迎えるため、満期案内を９月１０日に発送してい
ます。（対象 3,236ＳＳ）
回答期日としている９月３０日までに「継続しない」旨の連絡がない場合は、自動継続
となります。継続加入に係る掛金は１０月２２日の口座振替となります。
今回、ＳＳ受託自動車保険に加入していないＳＳを対象に、受託自動車保険への加入を
促すため加入申込書を同封したところ、約５０ＳＳから申込書が返送されてきました。
なお、ＳＳを閉鎖、廃業された組合員でＳＳ総合共済に加入していたケースがありまし
たら、本会までご連絡ください。
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○

農林漁業コーナー

～漁業経営セーフティーネット構築事業～

燃油助成事業申込締め切りました（22 年度 2 回目）
水産庁が実施する漁業者向け燃油助成事業(漁業経営セーフティーネット構築事業)につい
ての本年度第２回目の申し込み（『２年半タイプ』）が終了しました。
第１回目と第２回目の申込の結果は以下のとおりとのことです。
第１回目
・燃油
・飼料
○合計
第２回目
・燃油
・飼料
○合計
合計
・燃油
・飼料
○合計

件 数
２，９４３件
１８３件
３，１２６件
件

金 額
７１８，２３１千円
５４，６３５千円
７７２，８６６千円

数
３５９件
２３件
３８２件

金 額
９６，４４６千円
６，６７２千円
１０３，１１９千円

件 数
３，３０２件
２０６件
３，５０８件

金 額
８１４，６７７千円
６１，３０７千円
８７５，９８５千円

四捨五入の関係で合計が合わない場合があります。

『燃油』分としては『３，３０２件』、約８億円が積立てられたとの事です。
申込は全て漁協等を経由して行なわれ、
『３年タイプ』
『２年半タイプ』とも本会を通じての
申し込みはありませんでした。組合員さんや漁業者の方への周知、並びに問合せへの対応等あ
りがとうございました。

農林漁業用事務手続きポイント

－その５－

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５弾です。
Ｑ．漁協や農協に販売した場合の「明細」とは何ですか。
Ａ．登録販売業者が農協や漁協にＡ重油を販売した場合、一般的にはその農協等がさらに自身
の組合員に販売をします。そのため農協等が販売した先を「明細」として総括表に添付し
ていただく必要があります。
様式は総括表用紙をそのまま利用していただいて結構ですが、販売業者の住所及び氏名欄に農
協等の住所・名前を記載し証明印を押印してもらってください。内容が一緒であれば同様のも
のを別途ＰＣ等で作成していただいても結構です。ただし、総括表と同様４種類（全石協控、
組合控等）必要になります。また、農協等が全量自身で農林漁業用に使用するのであれば明細
は必要ありません。
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