共同事業グループニュース

平成２４年２月２９日
２３－１１号
（２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．年間目標達成のお願い
２．年度末特別価格セール！！
３．お知らせ
(1) クラフト紙が値上がりしています ～封筒値上げは必至～
(2) 非常信号灯が好評です ～まとめ買いされる組合支部も～
(3) １９０匁タオル通常出荷を開始します
(4) 官公需共同受注事業賠償責任保険の提供について
(5) 預金口座振替依頼書の記入内容でご確認いただきたいこと
○

農林漁業コーナー
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１．年間目標達成のお願い
２３年度も残すところ後１ヵ月となりました。共同事業年間目標の達成状況はいかがです
か？
ご承知の通り、年間目標は、①中型生命、自家共済（②賠償責任共済、③SS 総合共済）、
④給油伝票、⑤洗車タオルの５種目です。２月末見込で早くも５組合さんが全種目達成され
ているようです。
５種目全てを達成するには、は大変な努力を要すると思いますが、多くの組合さんが１種
目でも多くの目標を達成し、組合財政に貢献されることをお願いいたします。
共同グループ一同

２．年度末特別価格セール！！
日頃から共同事業をご利用いただいております感謝として、３月５日より年度末特別セ
ールを実施いたします。
今回はメーカーの協力を得て以下の商品を通常価格の５～１５％引きでご提供させてい
ただきます。重量増で商品改良したカーウォッシュタオルをはじめ、ＳＳでの使用頻度が
高いパーツクリーナー、洗車機洗剤など各種商品をご用意していますので、是非この機会
にお買い求めいただけたらと思います。
なお、タオルについては、各組合さんの年間実績にも反映されますので、当セールを積
極活用されますようお願いいたします。
１) ブレーキ＆パーツクリーナー（＃613）30 本入/箱
期間限定：２０１２年３月５日～３月１６日受注分まで
プロ用・速乾タイプ 840ml×30 本
特価６，９６０円＠232 （通常 7,560＠252）
２) 液晶保護シート（＃895）A4 10 枚入り/ｾｯﾄ
特価６，６００円＠660 （通常 7,600＠760）

１００ｾｯﾄ限定

３) 洗車機用洗剤（＃601）4 ㍑×2 本/ﾛｯﾄ
期間限定：２０１２年３月５日～３月１６日受注分まで
4 ㍑濃縮タイプ×２本（10 倍希釈用で 40 ㍑相当/本）
特価９，９００円 （通 常 11,200）
但し、１本の場合は別途送料 800 円で注文可能です。
４) 灯油缶カバー(＃621)600 枚×2 箱/ﾛｯﾄ(1,200 枚)
期間限定：２０１２年３月５日～３月３０日受注分まで
特価８．９円 （通常 9.5）
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５) シャープＬＥＤ照明キャノピー灯（＃849）
期間限定：２０１２年３月５日～３月３０日受注分まで
特 価１１０，０００円 （通常 115,000）
６) ＰＯＳカード（レディーメイド）
期間限定：２０１２年３月５日～３月３０日受注分まで
＃530 掛売用Ｇｺﾞｰﾙﾄ（左上） 特価 250 枚＠１１０（通常 115）
＃535 現金用 P/T ﾌﾞﾙｰ（左下） 特価 500 枚＠８５（通常 90 ）
＃595 現金用世界地図ﾌﾞﾙｰ（右）特価 1000 枚＠６８（通常 78）

７) リサイクルトナー（＃５４７）
期間限定：２０１２年３月５日～３月３０日受注分まで
全メーカーリサイクルトナー ２００円引き
参考例：キャノン ＥＰ－３２
特 価５，２００円（通常５，４００）
◎期間限定：２０１２年３月５日～３月３０日受注分まで
５円引き（｢以下 8.9.10｣）
８) 綿 100% ニューカーウォッシュタオル（＃730）
約 65g(210 匁タオル)約 37 ㎝×40 ㎝
120 枚＠８２ 180 枚～＠８０ 360 枚＠７７ 600 枚～＠７５
９) 綿 100% ニューカーウォッシュハーフタオル（＃695）
約 32g(105 匁)約 27 ㎝×27 ㎝
120 枚＠５０ 180 枚～＠４７ 360 枚～＠４４ 600 枚～＠４２
10) ﾎﾟｹｯﾄ付販売用ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰﾀｵﾙ（＃693 販売用）
約 38g 約 30 ㎝×48 ㎝
120 枚＠９２ 180 枚～＠８７ 360 枚～＠８６ 600 枚～＠８５

３．お知らせ
(1)

クラフト紙が値上がりしています ～封筒値上げは必至～
既にご連絡したとおり、紙の値上がりに伴い、３月よりロール紙・伝票類の価格改定さ
せていただきますが、封筒素材のクラフト紙についても、製紙各社が昨年 10 月頃から一斉
に 10％の値上げを封筒メーカーに要請しており、今般、メーカー側も大筋で値上げを受け
入れたとの情報を得ています。
現在のところ、メーカーは旧在庫にて製造しているため、本会には具体的な値上げの話
は来ておりませんが、業界事情を考慮すれば、早晩（４月以降）、値上げ協議に入ることは
避けられないものと推察いたします。
今後、メーカーから値上げ要請があれば、価格・時期等について十分吟味した上で、組
合員さんへの負担を極力少なくなるようメーカー側と協議していきたいと考えておりま
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す。
なお、新価格については決まり次第、改めてご連絡いたしますので、本件ご理解のほど
お願いいたします。
(2)

非常信号灯が好評です ～まとめ買いされる組合支部も～
今年１月から販売開始した非常信号灯は順調に実績を伸ばしています。商品価値が伝わ
りやすく、組合員さんにお奨めしやすい点が好実績につながっているようです。
特に静岡県さんは、組合受付に信号灯を展示し、会議出席などで来館された組合員さん
に実際触れていただいて商品ＰＲをした結果、既に３００本を超える注文がございました。
この中には組合支部でのまとめ買いも含まれ、ＳＳ規模に関係なく需要が見込まれる商品
であることが窺えます。
実際にご購入いただいた組合員さんからは、車検時に「４年超の発炎筒の代替に」とい
ったセールストークが可能でお客様の納得を得やすいとの感想をいただき、販売価格をネ
ット通販に対抗して９５０円～１０００円（税込）に設定することで、一定の収益も見込
めるとの評価をいただいています。また、他の組合員さんは、兼業のトラックやタクシー
など社用車用として購入されたり、高速ＳＳでは三角表示板の補助灯として販売されてい
る事例もございます。
このように同商品は車両用としては勿論のこと、防災グッズとして一般向け需要も見込
めるなど、幅広い活用方法が考えられます。
備えて安心・安全な非常信号灯を組合員さんに是非お奨め下さい。

（3）１９０匁タオル通常出荷を開始します
グループニュース 12 月号にてご連絡しましたが、中国新工場の生産開始に伴い、
「手の
ひらサイズ１９０匁タオル」の通常出荷を３月７日から再開いたしますので、組合員さ
んへの周知方お願いいたします。
（4）官公需共同受注事業賠償責任保険の提供について
官公需共同受注事業は３６の組合で実施されており、組合財政への貢献度が高い事業と
しても注目されています。
同事業を実施している組合で、複数の組合員が交替制で暖房用の重油を配達していた自
治体の施設で、雪が解けた頃にタンク設備の一部が破損していることが発見されその修繕
を自治体側から求められたのですが、どの組合員の作業によるものなのかが特定できず、
その賠償の処理を巡って困惑した事例がありました。
こうした事故に対応できる保険はないだろうかという問い合わせを受け、当時、保険会
社と折衝しましたが、組合さんのニーズに合う内容には至りませんでした。
本事業の実施に係る賠償リスクに備える保険商品が必要になるという認識に立ち、再度、
保険会社に保険商品の設計を要請し、今般、現実感のある内容と保険料でご提供できるこ
とになりました。
官公需共同受注事業を実施するに当たって、組合でも独自に保険に加入していることは、
契約先の安心感を向上させることにもなります。
本保険の提案書を別途ご送付いたしますので、官公需共同受注事業を実施されている組
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合におかれては、是非ご検討ください。
（5）預金口座振替依頼書の記入内容でご確認いただきたいこと
共済掛金、保険料の口座振替手続きに必要な「預金口座振替依頼書」では、記載内容に
よっては取り扱い金融機関から再提出を求められることがあります。
組合員から提出された「預金口座振替依頼書」の記載内容について下記に該当する部分
が無いかご確認いただけると大変助かります。
1.会社名の記載では㈱、㈲の記載は不備とされるので、「株式会社」、「有限会社」と記入
されていること。
2.金融機関に登録している「口座名義人」が「○○株式会社 代表取締役○○○○」とな
っている場合は同じように記入されていること。
3.誤字や誤記入（○○㈱と記入されている）があった場合、訂正印での訂正は受け付けら
れません。
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国産Ａ重油の確認数量確保のお願い
毎回お願いしていることではありますが、「確認数量確保のお願い」を２/２７付で組合
宛お送りしています。
内容は確認数量の減少原因の調査と実績確保（確認数量の増量・新規登録業者の開拓）
のお願いとなっています。
ご存知のように、石油製品の需要の減少が続いておりＡ重油も同様の状態です。農林漁
業用Ａ重油も確認数量が大きく減少していることは、現場により近い皆さんのほうが感じ
ていることかと思います。
また今回は２年間の延長を勝ち取った農林漁業用Ａ重油制度ですが、制度存続について
は認数量確保が大きな要因になっていることはご承知のことと思います。
上記にもあるように、農林漁業用のみならず重油需要が大きく減少している中、組合ま
た登録業者の皆様には非常に厳しく難しいお願いであることは承知しておりますが、ぜひ
とも一社でも多く声をかけていただいて、実績の確保につながるようよろしくお願いいた
します。ロットの小さなものでも取りこぼしの無いようお声がけをしていただければと思
いますのでよろしくお願いいたします。

総括表作成システムの２月２９日の入力について
本会で作成し登録業者の皆様にご案内しております総括表作成システムで２月２９日が
入力できないエラーが確認されました。この場合お手数をかけますが一旦２月２８日で入
力し印刷した後、訂正印で２８日部分を２９日に訂正いただきますようお願いいたします。
ご面倒をおかけし誠に申し訳ありません。

農林漁業用事務手続きポイント
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
きたいことを紹介しています。
Ｑ．特約店が販売店に農林漁業用Ａ重油を販売した（卸した）場合に総括表を提出しても
いいのですか。その場合は明細を添付する必要がありますか。
Ａ．提出できません。
総括表はユーザー（農林漁業者）に直接販売した最終の販売者が提出することとな
っています。
そのため、特約店が直接ユーザーに販売した場合は特約店を登録業者として総括表
を出すことが出来ますが、質問のケースは販売店（３者・４者）が登録をして登録業
者となり総括表を作成・提出してください。
また質問にある明細は不要です（販売店が最終のユーザーである購入者を記載した
総括表を直接作成するため）。
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