共同事業グループニュース

平成２７年８月３１日
２７－０５号
（８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。

（目

次）

1. 秋期キャンペーン目標と目標達成のお願い
2. 平成２７年度版の共同事業総合カタログ「MayＩ Help you？2015-2016 保存版」とキャンペ
ーン周知用チラシ・商品別専用チラシをご活用下さい

3. ＳＳ総合共済の継続案内を発送します
4. コンビニ集金サービスの試験運用を始めます
5. お知らせ
（１）
（２）
（３）
（４）

共同事業インフォメーション夏秋号に誤りがありました
賠償責任共済の油濁賠償新タイプのＰＲのお願い
中型グループ生命保険の最新加入状況
石油組合におけるポスターの大量印刷作業のご用命は共同事業グループまでお願
いします

○

農林漁業コーナー

（お知らせ）
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1. 秋期キャンペーン目標と目標達成のお願い
９月から、恒例の秋期キャンペーンがスタートします。洗車タオル・ロール紙・給油伝票類
は、キャンペーン期間限定の特別価格をご提供いたしますので是非ご利用下さい。
年間売上の約４～５割をこの期間に販売している組合さんが多数あります。年間目標の達成
のため、是非、積極的推進をお願いいたします。
また、中型生命の加入推進も、洗車タオル・給油伝票類の販売と併せてお薦めすることで、
目標達成されている組合さんが多くあります。是非、一人でも多くの組合員さんが加入いただ
けますよう、お声がけ宜しくお願いいたします。
なお、キャンペーン推進等に関するご相談があれば、遠慮なく全石連共同事業グループにご
連絡ください。
○キャンペーン期間と対象
キャンペーン期間
27 年 9 月 1 日～11 月 30 日
資材部門

対象商品等
3 ヶ月

期間中受注分の

※既製ロール紙に限り、２月末までの ① 給油伝票（封筒、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞを
含む）
納入を条件に予約注文は実績にカ
ウントします。（例年通り）
② 洗車タオル（贈答用タオルを含
む）

中型生命部門

27 年 9 月 1 日～12 月 25 日

4 ヶ月

新規加入 12 人以上／各組合

※各組合のキャンペーン目標値詳細については、全石連事務連絡でお知らせしていますので、
詳細はそちらをご確認ください。

2. 平成２７年度版の共同事業総合カタログ「MayＩ Help you？2015-2016 保存版」
とキャンペーン周知用チラシ・商品別専用チラシをご活用下さい
９月からのキャンペーンに合わせて、総合カタログ「May I Help you？」及び「ぜんせき」
新聞の折込み「共同事業インフォメーション夏秋号（8 月 24 日付）
」の配布により、組合員さ
んへ商品ＰＲ及び特別価格のご案内をさせていただいております。平成２７年度版の「May I
Help you？」につきましては、9 月初旬までには組合員さんのお手元におとどけしていただき
ますよう宜しくお願いします。Ａ３サイズ（表裏）の「共同事業インフォメーション」
・その他
商品別専用チラシにつきましても、組合員さんへ郵送物等とご一緒に同封いただければ、利用
促進が図れるものと考えております。チラシ希望の組合さんは資材チームまでお申し付け下さ
い。 （見本は下記のとおりです）

《④普及型スキャンツール専用チラシ》
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《⑤グッドふきん》

《⑥洗車機用ｹﾐｶﾙ専用チラシ》

《⑦電池入替サービス専用チラシ》

◆商品別 専用チラシ◆
既連絡済み（見本は前月号をご覧ください）
①ワンタッチ給油栓「コッくんＢタイプ」②漏洩対応緊急セット「スピルキット」
③干支ボックスティッシュ
新規ご連絡
④普及型スキャンツール
⑤グッドふきん：SS でのイベント用に入るポケット付き、ノベルティに最適です
⑥洗車機用ケミカル注文書（紹介商品：FAX の流れ）総合カタログＰ４４掲載商品

※組合員さん⇒組合さん⇒全石連経由でのメーカー直接注文となります
⑦電池入替サービス（紹介商品：FAX の流れ）総合カタログＰ３６掲載商品

※組合員さん⇒組合さん⇒全石連経由でのメーカー直接注文となります

3. ＳＳ総合共済の継続案内を発送します
例年通り、ＳＳ総合共済の継続案内を 9 月上旬に発送します。26 年 11 月 15 日以降の新規・
継続加入分から改定された割引掛金、事故割増掛金の制度が適用されることは、昨年度の継続
案内発送時に文書でご連絡していますが、今年度も同様の説明文書を同封します。本件につい
ては、別途、事務連絡でご説明いたします。
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4. コンビニ集金サービスの試験運用を始めます
自家共済の掛金、斡旋保険商品の保険料は、口座振替で集金していますが、残高不足などの
理由で口座振替ができなかった場合は、本会が指定する口座への送金を依頼しています。現在、
各種公共料金や商品代金の支払いをコンビニ店舗で行うことが一般的になっており、送金を依
頼した組合員さんから「近くのコンビニから支払えるようにしてほしい。」とのお声をいただ
いていました。このたび、共同事業グループでの取り扱い品目（共済、保険、資材類）に関す
る支払い方法にコンビニ収納サービスを試験的に導入することとしました。専用の支払い用紙
を使うことで主要なコンビニ（全国約 45,000 店舗）で 24 時間いつでも支払うことができるこ
とになります。本会が利用するサービスでは、支払者にシステム利用料の一部をご負担いただ
くものですが（支払額 1 万円未満：64 円、1 万円以上 5 万円未満：108 円、5 万円以上：324 円）、
金融機関で送金する場合の送金手数料に比べると割安な金額となっています。
共同事業の集金業務の効率化への有効性などを検証していきたいと考えます。

5. お知らせ
（１） インフォメーション夏秋号に誤りがありました
申し訳ございませんが、8 月 24 日付「ぜんぜき」新聞に折り込みました共同事業インフォメー
ション夏秋号に一部誤りがございましたので、お問合せの際は訂正いただきますよう、お願い
致します。
スタンダードサイズⅠ型
「６０枚以上は送料込」

価格部分
「１８０枚以上は送料込

（２）賠償責任共済の油濁賠償新タイプのＰＲのお願い
賠償責任共済で油濁事故（石油製品が海や一級河川に流出した事故）をカバーするタイプに
ついて、これまで自己負担額（免責金額）が 100 万円でしたが、これが 1 万円になる新タイプ
を本年 4 月 15 日から提供しています。既存のご加入者に新タイプへの切り換えをご提案した
ところ、多くの加入者が新タイプに切り換えています。現在、毎月の更新のご案内の際にも油
濁賠償新タイプのＰＲ文書を同封していますが、チラシをご覧いただいた加入者様はほぼ新タ
イプに切り替えられています。
毎月の継続加入案件の一覧をまとめたリストを各組合さんにご提供していますが、この中で
油濁賠償プランに加入されている組合員さんには、是非、新タイプへの切り換えをご提案下さ
い。油濁事故の補償限度額 5,000 万円の場合、現在の掛金にプラス 4,400 円で事故が起きた時
の自己負担額が 100 万円だったものが、新タイプでは 1 万円と格段に減ることになるわけです
から、組合員さんにとって、切り替えることのほうがメリット大と言えるのではないでしょう
か。
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（３） 中型生命グループ保険の最新加入状況
中型生命グループ保険の 9 月１日現在の加入者数は、8,371 人(前月 8,372 人、前月比-1 人）
です。
先日、中型生命の簡易パンフレットをご覧になった組合員さんから本会に制度の内容につい
てお問い合わせをいただきました。制度内容をご説明した後に組合員さんが所属されている組
合事務局の方にお問い合わせがあったことをお伝えしたところ、すぐにその組合員さんにアプ
ローチされ、新規加入 8 名のお申し込みをいただきました。組合員さんの関心度が高いうちに
対応されたことが成果につながった事例でした。
（４）石油組合におけるポスターの大量印刷作業のご用命は共同事業グループまでお願いします
石油組合におけるポスターの大量印刷作業がありましたら、ご用命は共同事業グループまで
お願いします。印刷物のデザインについては、地元業者様との意見交換等のやり取りが必要に
なると思いますので、印刷データを確定していただき、印刷・納品のみで結構ですのでご依頼
いただきましたら幸いです。事前にお見積りいたしますので、お声がけ下さいますようお願い
いたします。
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農林漁業コーナー

農林漁業用軽油

対象について

温対税の還付制度は二つありますが、そのうちの農林漁業用軽油の対象について以下の
点をご確認ください。
農林漁業用の軽油の対象は基本的には農林漁業用国産Ａ重油の対象と同じです。ただし、
農林漁業用に軽油を販売したからといって、それをそのまま申請することはできません。
農林漁業用軽油の申請は「都道府県の免税証を利用して購入された（販売された）ものの
うち、免税証に「農」または「林」または「漁」と記載のあるものだけが対象」となるこ
とに注意が必要です。
また、漁業用の場合、免税証に「漁」と記載があっても「遊漁船や取締り船」は国Ａ同
様対象外となります。さらに林業の場合、免税証に「木加（木材加工業）」や「木市（木材
市場業）」と書かれているものがあり林業と混同することがありますが、
「木加」や「木市」
は対象ではありませんので、こちらにも注意が必要です。
対象は
・軽油 免税証に「農」・「林」・「漁」と記載のあるもののみ。
ただし、以下に注意
・「漁」とあっても遊漁船、取締り船は対象外
・「木加」や「木市」は対象外
・用途内でも免税証を利用して購入されなかった軽油は対象外
・免税証利用でも業転は対象外
いわゆる総括表（農軽の場合は正式には使用数量集計確認証といいます）を提出できる
のは末端の農林漁業者に直接販売した販売業者となります。

～ ８月末までに提出の総括表等 ～
８月末までに全石提出締切の総括表等は以下の通りです。まだ総括表が組合に届いてい
ない登録業者さんがいる場合には至急登録業者さんに確認の電話をお願いいたします。

無税重油
国産Ａ重油
農林軽油
海運用燃油

７月分（無税重油は２５日まで）
７月分
な し
な し

6

