平成２６年７月３１日
２６－０４号
（７月号）

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

１． 平成２６年度版の「Ｍａｙ

Ｉ

Ｈｅｌｐ

ｙｏｕ？」を作成中です

本年度版の「Ｍａｙ Ｉ Ｈｅｌｐ ｙｏｕ？」を作成中です。皆様からのご意見を反
映させて作成しております。皆様のお役に立てる商品を１つでも多くご案内したいと考え
ております。
なお、皆様のお手元には例年通り８月下旬から９月上旬にお届けいたします。

２． 賠償責任保険の被保険者の範囲について
賠償責任共済で配送センターを加入施設としている組合員さんから次のような質問があ
りました。
「当社では 5 台のタンクローリーを所有し石油製品の配送を行なっているが、社員の他
に請負契約を結んだ個人事業主にも配送を行なわせている。この個人事業主が配送先でオ
ーバーフロー等の事故を起こしたとき、その損害賠償金は保険の対象となるのだろうか。」
保険会社に確認したところ、本会が保険会社と締結している契約内容では、被保険者（”
被保険者”とは、保険での補償の対象=保険金が請求できる人を指します。）の範囲は自社の
従業員だけで、下請け業者は被保険者になっていないため、質問のような事故が起きた場
合は、保険の支払対象にならないという回答がされました。
配送業務の一部を下請け業者を使って行なっている事例は稀なケースであると思われま
すが、加入施設の形態が「配送センター」に類似しているケースでは、加入前に「被保険
者の範囲」について説明してくださるようお願いします。

３． お知らせ
（１） ＳＳ総合共済の制度改定の認可を取得しました
ＳＳ総合共済の事故割増掛金制度の改定などを盛り込んだ共済規程の改定について、所
管行政庁である経済産業省から平成 26 年 6 月 30 日付けで認可を得ることができました。
新制度は平成 26 年 11 月 15 日以降の新規・継続加入分から適用されることになります。加
入者の皆様に対する新制度の内容説明については、9 月上旬に予定している平成 26 年度の
契約更新のご案内の発送時に説明文書と新制度の内容を反映したパンフレットを同封する
ことで対応いたします。
（２） 中型生命グループ保険秋季キャンペーンについて
中型生命グループ保険秋季キャンペーン（9 月 1 日～12 月 25 日）目標は一律新規加入 12
名と設定いたしました。
平成 25 年度では、15 組合を「推進強化地区」として選定し、担当生保会社を割り当て、
募集活動を展開する試みを実施いたしました。
今年度も「推進強化地区」を中心とした募集活動を進めることにしており、昨年度の 15
組合に生保会社の取り組み姿勢などに関するアンケートにご協力いただき、生保会社と今
年度の進め方を協議しているところです。
8 月中旬までに地区の選定を行い、関係組合様にご連絡させていただきますので、その際
にはご協力をよろしくお願いします。
また、組合諸会議での説明会開催や組合員の訪問活動などについて当グループに支援要
請がありましたら積極的にお引き受けいたします。
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中型生命グループ保険の 8 月１日現在の加入者数は、8,369 人(前月 8，527 人、前月比-158
人）です。
（3）月次提供データの内容変更について
毎月ご提供している生保商品加入者に関するデータ：生保加入明細****.xls について、
「中
型生命の加入者について傷害保険への加入の有無がわかるようにできないか」というご提
案をいただきました。
8 月から、「生保加入明細」の内容に「中型損保種類」、「中型損保保険金」という項目を
追加することにしました。損保商品に加入している方については、この項目にデータが入
っていますので、ご活用ください。
なお、この変更に伴い、損害保険加入者に関するデータ：共済加入明細****.xls には、中
型生命用傷害保険の加入者データは含まれていません。
見本（項目を抜粋しています）
事業所名
種目 加入者番号 加入者名 性別 生年月日 年齢 加入日
△△有限会社 中型
田中 一郎 男 S40-10-31 48 H09-11-01
△△有限会社 中型
田中 二郎 男 S32-11-12 56 S55-12-01

掛金 保険金 中型損保種類 中型損保保険金
954 2,000,000 交通傷害
2,000,000
1,646 2,000,000 交通傷害
2,000,000

（４）リサイクルトナーを使って、
「Ｅ＆Ｑマークラベルを集めて応募しよう！」キャンペーン
が実施されます
弊会リサイクルトナーの取引先は、日本カートリッジリサイク
ル工業会に所属していることから、ご注文いただいたリサイクル
トナー（一部除く）にはＥ＆Ｑマークラベルが貼られています。
今回、同工業会では、
「Ｅ＆Ｑマークラベルを集めて応募しよう！」
キャンペーンを実施します。Ｅ＆Ｑラベルを８枚集めて（箱より
はがす）キャンペーンに応募すると、1,000 円分のＱＵＯカード
が先着 1,000 名様に当たります。この機会に是非「品質と環境」
のＥ＆Ｑマークラベル付きトナーカートリッジをご注文いただき、応募してみてはいかが
でしょうか。
応募者多数によりプレゼント総数 1,000 枚に達した時点でキャンペーンは終了しますの
で、お早目にご応募して下さい。
なお、アンケート回答が必須となっております。回答がない場合は無効となりますので
ご注意下さい。
【キャンペーン 概要】
■応募期間：１０月３１日まで
■応募方法:ご使用済みのカートリッジの梱包箱からＥ＆Ｑ マークラベルをはがし、
応募用紙（下記ＨＰアドレスよりダウンロード）に８枚貼付して郵送
■郵送先：〒143‐0023 東京都大田区山王 3‐32‐1‐103
一般社団法人日本カートリッジリサイクル工業会 事務局
■応募用紙ダウンロードはこちらから
http://www.ajcr.jp/EQ/campaign.pdf
※詳細をご覧下さい。
3

リサイクルトナー本体のラベルは、はがさないで下さい。
注：Ｅ＆Ｑマークとは、第三者審査機関を通して、環境管理・品質管理基準に基づいた
厳しい審査を会員の工場に出向き、毎年１回実施しています。
環境管理基準は 6 テーマ 28 項目、品質管理基準は４テーマ 10 項目にわたり、全て
合格する製品のみ本体と外箱にＥ＆Ｑマークラベルが貼付されています。
（５）トナーカートリッジ 510 と 510Ⅱは「ＬＢＰ―３４１０用」のトナーです
トナーカートリッジ 510（印字枚数 6,000 枚）
とトナーカートリッジ 510Ⅱ（印字枚数 12,000
枚）はどちらもキャノンのプリンター「LBP-3410」用のトナーカートリッジです。下の写真
のように形状が異なる為、510 をお使いの組合員さんが 510Ⅱを使用する際に戸惑われるこ
とがあるようですが、どちらも問題なく同機種にお使いいただけますので、ご周知の程宜し
くお願いいたします。
トナーカートリッジ 510

トナーカートリッジ 510Ⅱ

（６）９月より発売の液晶保護シートは更に貼りやすくなります
ご好評をいただいている液晶保護シート（商品コード：895）の素材が改良され、気泡が
抜けやすく、貼りやすくなりました。まだお試しいただいてない組合員さんは、これを機
に是非お試し下さい。
また９月からのキャンペーンでは、昨年同様キャンペーン特価 6,600 円（通常 7,600 円）
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にてご提供いたします。
（７）オイルフィルターが８月末日で販売終了となります
弊会斡旋商品の「オイルフィルター（商品コード：753）」ですが、メーカー都合により８
月末日で販売終了とさせていただきますので、ご周知の程宜しくお願いします。
（８）日本プロ野球名球会３５周年記念誌『球極』(日本プロ野球の伝説を創った輝ける男たち)
のご注文承ります
一般社団法人日本プロ野球名球会の総監修のもと、「日本プロ野球名球会３５周年記念誌
『球極』(日本プロ野球の伝説を創った輝ける男たち)」のご注文を承ります。
本誌は日本プロ野球名球会設立 35 周年を記念して製作したものです。
時代順に名球会プレーヤーの伝説を追っていき、書籍メディア初出となる当時の貴重な写
真も多数掲載し、時代の空気感やプレーヤー一人ひとりの魅力を伝えています。
●本書仕様：ＢＯＸケース、Ａ４判・全２８８ページ
●豪華特典
・名球会現会員寄せ書きサイン色紙（印刷）
・活躍の軌跡“特別編集”DVD（動画は使用していません）
・名球会全会員レコードブック
●価格：本体１２，０００円（税別・送料込）
一般社団法人 日本プロ野球 名球会35周年記念誌発刊記者会見
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２５年度実績（一部第３四半期まで）
平成２５年度（一部第３四半期実績）の農林漁業用Ａ重油等の実績がまとまりました。

無税重油
無税重油の輸入業者による輸入数量は原油高や円安、需要減の影響を受け、前年度に
比べ約２万キロ㍑減少し約１万８千キロ㍑（前年度対比 47.5%）となりました。

国産Ａ重油
国産Ａ重油の確認数量は約５万６千キロ㍑少なく約６６万９千キロ㍑で前年度比
９２．２％となりました。２６年度も少しでも確認数量の増加を目指し、取りこぼし等
の無いようよろしくお願いいたします。

農林漁業用軽油
温対税還付関係の農林漁業用軽油の概算の集計結果は約６万２千キロ㍑となりまし
た。これは大臣証明前の数量であり、今後精査され変更となる可能性があります。

海運用燃油
海運用の軽油・重油については第３四半期分までの集計で軽油約６万８千キロ㍑、Ａ
重油約４３万１千キロ㍑、Ｃ重油約１２７万９千キロ㍑となりました。

海運用燃油の総括表受付(受取)時の確認事項について(再掲)
登録業者が海運の総括表を組合に提出する際に、今一度登録業者へ下記の事項について
確認をお願いいたします。

【登録業者への指導・徹底事項】
① 元売と提出者との間に他の販売業者が介在する場合は、総括表の「直近供給先欄」に全
ての中間業者名を正確に記載してください。
②記載数量の適正化（総括表に記載する数量は、海運業者が特定用途に供する軽油又は重
油の販売数量です）
③総括表を組合に提出する前に、記載元売に提出することを伝え、問題ないか確認願いま
す。（３者・４者の場合も２者を通じ確認願います）
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