１６０

１５８
軽油
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灯油（店頭）

１０４

１０２
灯油（配達）

１０９ －－－

県職員団体割引 約20％OFF（年払い）
スケ ールメリッ トを
活かし た低価格設 定

箇所

また、福井県内に約
箇所の指定給油所があり
ますので、自宅近くや職
場付近で必ず指定給油所

指定給油所 は
福井県内 に約

県学校生協との共同価格
で、それぞれの単協組合
員数のスケールメリット
により、市況価格（原則
的 に福 井市 内 の 看板 価 格）
から２～７円安めの設定
に なっ てお りま す。
しかしながら、業者間
転売油の取扱業者等と比
較すると、時として最大
５円前後の差があること
も 否め ませ ん。
ただし、生協が契約し
て いる 給油 所 は すべ て トッ
プメーカーの看板を掲げ
給油所展開を進めている
ため、石油製品の安全性
は 確保 して おり ます。

月払いの場合は16%の割引が適用されます！

（担当：千本、野村 TEL：0776-20-0641）

株式会社エール水仙

組合員のスケールメリッ
トをさらに向上させるた
めにも、多くの皆さまの
ご利 用が 必要 です 。
ぜひ、お手元に生協のガ
ソリンカードをお持ちく
ださ い。
（ 申込 先： 生協 事務 局）

があります。もちろん、
家族カードも作成するこ
とが でき ます 。
利 用 代 金 の お 支 払 い は、
原則的に給与控除で、振
込や持参する煩わしさか
らも解消されるため、利
用されている組合員には
とても好評をいただいて
おり ます 。
現在の組合員価格は、
この生協だよりの表面左
上を ご参 照く ださ い。
指定給油所の住所など
は生協のホームページで
確認 でき ます 。

株式会社エール水仙は、保険代理店を営む県庁生協の
別会社です。損害保険から生命保険まで幅広く保険の
ニーズに応えることができます。
ぜひ、ご相談ください。

組合員の皆 様へ

現在加入の自動車保険を生協の乗り合い代理店にすると・・

昨年 月から、原油価格
高騰はようやく落ち着き
を見せ、市況のガソリン
価格も若干の下げ基調と
なっ てい ま すが 、 新 年早々
からは、再値上げの可能
性もあるとの情報も流れ
てい ます 。

車の保険料、見直すチャンスです！

既にご存じとは思いま
すが、生協の基本的な事
業としてガソリン等石油
製品 の供 給があ りま す。
過去においては、年間
利用額も 億円を超える
ことがありましたが、セ
ルフサービスの台頭や、
安売りをメインとした給
油所の進出により、生協
ガソリンを利用される組
合員 は減 少して いま す。
生 協 の ガ ソ リ ン 価 格 は、
福井県民生協および福井

お問い合わせは、保険代理店 （生協別会社）

明けましておめでとうございます
組 合員の 皆様 方に おかれ まし ては 、新 春をご 家族 お揃 いで健 やか に 迎え ら
れたことと 心からお喜 び申し上げ ます。
世 界では 新型 コロ ナウイ ルス 感染 症の 新たな 変異 株「 オミク ロン 株 」の 出
現 に よ り 、 外 出 制 限 や 出 入 国 禁 止 な ど 再 び 感 染 対 策 の 強 化 を 図 る と と も に、
国内においてもオミクロン株の感染拡大を踏まえた新規入国禁止などの水
際対策に関し、岸田首相は昨年十二月の臨時国会後の記者会見において、
「当分の間、延長する」と表明するなど、回復しつつある社会経済活動に
水を差すような状態となっております。一方、県内の新型コロナウイルス
感染症は、昨年十月十四日の感染拡大警報解除以来落ち着いた状態が続い
ております が、まだま だ感染対策 には万全を 尽くさなけ ればなりま せん。
こ のよう な情 勢の 中、当 生協 の２ ０２ １年度 上半 期の 決算状 況は 、 感染 対
策関連用品の一時的な需要増等によりまして前年度を上回る結果を得るこ
とができました。しかしながら、テレワーク等働き方の変化や各種イベン
トの中止等により売店利用者や物品調達は減少傾向にあるなど大変厳しい
経営を余儀なくされています。当生協といたしましては、年度末決算に向
けてしっかりとした経営方針を立て、何としても経営の健全性、安定性の
確保に努め てまいりた いと考えて おります。
さ て、今 年の 干支 は十二 支の 三番 目、 「寅」 であ りま す。果 敢に 決 断し て
よく難題に耐え、大成功を得ることもあるが、頑固すぎて争いを起こし幸
運を 逃す こと もあ ると いわ れて います 。一 方、 経済 は、 「虎 は千 里を 走 る」
の故事成語 に因んで相 場が大きく 躍動する年 ともいわれ ています。
当 生協の 原点 は、 自分達 の自 分達 によ る自分 達の ため の協同 組合 、 協同 組
織性であります。そしてそのことは、当生協の「一人は万人のために、万
人は一人のために」の経営理念に、組合のミッション（使命）、ビジョン
（将来目標）、バリュー（組織共通の価値観）として込められています。
役職員一同、この経営理念を胸に、「虎」のごとく強い信念と自信をもっ
て、積極果敢にチャレンジし、この難局を乗り越えていきたいと気持ちも
新たにして いるところ です。
本 年も組 合員 の皆 様方の ご健 勝、 ご多 幸を心 から ご祈 念申し 上げ ま すと と
もに、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせ
ていただき ます。

福井 県庁生活協 同組合
理事長 田邊
猛人
役職 員一同
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●この割引率は、2021年10月1日以降の保険契約が対象と
なります。 ※生協の組合員であることが第1条件です。
●割引率は毎年の団体損害率等により見直しされます。
●福井県内のカーディラーの数十社とも契約しています。
●組合員ご本人はもちろん、配偶者、同居の家族、別居の
扶養親族のお車もご契約の対象となります。また、退職後
も継続可能です。
●現在のノンフリート等級も継承されます。
（ただし、一部の保険・共済を除く。）

60

組合員数：3,834人 出資金総額：21,332千円（2021年4月1日現在）
※総額表示（消費税等ほか含む。）

万人は一人のために
レギュラー

一人は万人のために
１７０

2022年1月号
1月1日現在のガソリン価格

福井市大手3丁目17番1号
TEL(0776)23-1021
FAX(0776)23-6154

１７２

福井県庁生活協同組合
ハイオク

福井県職員の方だけの特典！
1

セルフ
ル
フ
名
品

http://www.pref-fukui-coop.or.jp/

生協だより
2022年1 月号

生協だより

2022年1 月号

http://www.pref-fukui-coop.or.jp/

【指定店】
店名・社名

取扱品目

住所

電話番号

木村電気商会

家電・工事

福井市日之出1丁目7-5

0776-22-4547

呉服のやまき

呉服・婦人服

越前市平和町11-16

0778-22-1888

寺島時計店

時計・宝石

福井市田原1丁目12-16

0776-23-4910

東洋羽毛北信越販売㈱

寝具

金沢市矢木3丁目270

076-269-3931

花山（和ふくの花衣山）

呉服・小物

福井市城東1丁目15-3

0776-72-2758

美女工房おざわ

化粧品

福井市宝永2丁目1-48

0776-22-8888

ひめ空間Suzuya

寝具・エステ

福井市南四ツ居1丁目2-20

0776-57-0650

ペリー商会

掛軸・美術品

福井市羽水1丁目201

0776-35-2366

宝石・貴金属 寺九

宝石・貴金属

坂井市春江町いちい野中央610

090-1390-9605

(有)丸山ファミリーオート

車検・販売

福井市丸山1丁目605

0776-52-1833

米岡眼鏡

眼鏡・ｺﾝﾀｸﾄ

福井市飯塚町12-10-1

0776-34-7411

【ハウジング協定企業】
会社名

住 所

電話番号

㈱ウエキグミ パナソニックホームズ事業部

福井市花堂南2丁目1-13

(0776)35-4855

積水ハウス㈱ 福井支店

福井市成和2丁目1108

(0776)25-2828

セキスイハイム中部株式会社 北陸支店

福井市大和田町21-12

(0776)25-2661

住友林業㈱ 福井営業所

福井市和田中2-906

(0776)29-7182

大和ハウス工業㈱ 福井支店

福井市和田中2-2101

(0776)23-2717

北陸ミサワホーム㈱ 福井支店

福井市花堂中2-1-3

(0776)35-2030

㈱一条工務店

福井市成願寺町10字大門

(0776)41-8111

三井ホーム北新越株式会社 北陸本社福井営業所

福井県福井市大和田町21-12

(0776)53-2431

【建築協力店】
店名・社名

住 所

電話番号

株式会社シンハル

坂井市春江町中庄43-3-1

0776-51-5612

石橋工務店株式会社

福井市飯塚町6-30-1

0776-34-0138

永和住宅株式会社

福井市問屋町4-620

0776-21-7788

株式会社ヒライ

小浜市四谷町20-10 おばまショッピングセンター2F

0120-052-038

丸勝建築株式会社

福井市木田町2303-2

0776-36-0090

【石油協力店】
店名・社名

住 所

主な給油所の場所

電話番号

福鉄商事㈱

越前市塚町218

鯖江市、越前市

0778-23-1415

井上商事㈱

福井市日之出2丁目1-6

福井市春山、開発、問屋町、大町

0776-27-8387

カワイ㈱

越前市上太田町29-15-1

南越合庁近く、ベル近く、大野市

0778-36-3530

福信商事㈱

福井市花堂南2丁目14-31

福井市花堂（ベル近く）

0776-36-4348

㈱斉藤石油店

坂井市三国町錦4-2-63

三国町錦（旧三国土木事務所横）

0776-82-1136

勝山商事㈱

勝山市沢町1丁目6-25

勝山市（バイパス沿い）

0779-88-2111

あおい商事㈱

福井市二の宮4丁目44-1

福井市、越前市、敦賀市ほか

0776-27-8326

㈱西浦石油店

敦賀市白銀町6-22

敦賀市（二州健康福祉C近く）

0770-25-1900

栄月㈱

福井市大手2丁目11-12

福井市、鯖江市、あわら市ほか

0776-25-1112

㈱藤井商店

越前市国府2-5-10

越前市小松、粟田部ほか

0778-22-5150

井田石油㈱

小浜市和久里17-12

敦賀市、小浜市、おおい町

0770-56-3388

今年も組合員皆様のご利用をお待ちしております！

