久富 祐樹さん （瀬高）

らせないオール沖縄会
議の共同代表４人と翁
長雄志県知事はいずれ
も悲しみと怒りをあら
わにし、限界を超えた。
日本政府とアメリカ政
府に、たいがいにしろ！
６月 日、那覇市市 何時まで沖縄を犠牲に
内で元海兵隊員による すればいいのだ！と怒
残虐な蛮行を糾弾！被 り、基地がある限りこ
害者を追悼し、海兵隊 の悲劇は終わらないと
の撤退を求める県民大 挨拶。海兵隊の撤退、
会に、福建労大牟田支 普天間飛行場の閉鎖撤
部からも大牟田地区労 去と被害者と県民に対
連として参加しました。 する謝罪と完全な補償、
梅雨明けした沖縄は 日米地位協定の抜本的 いと座り込みを続ける
灼熱の暑さですが、開 改定を行うことを決議 村民も支援者も明るく
会２時間前から続々と しました。
大らかで、でも権力に
県内各地から参加者が
翌日 日は、東村高 は負けない信念の持ち
集まります。会場のグ 江のヘリポート基地建 主ばかりで、こちらが
ラウンドはいっぱいと 設反対で２００７年か 元気をもらいました。
なりサブグラウンドに ら座り込みを続けるテ
森と暮らしを守るた
まで溢れました。大会 ント村を激励に。テン めに座り込み、不当に
は古謝美佐子さんの童 ト村は、あのドキュメ も逮捕されたゲンさん
神（わらびがみ）の歌 ンタリー映画「標的の の奥さんのお店「水母
ではじまり、全員で黙 村」の映像そのもので （くらげ）」に寄り連
祷を行いました。主催 した。やんばるの森に 帯の挨拶をおこなって
者の辺野古新基地を造 はヘリパットはいらな きました。

▼今度の参議院選挙ほ
ど日本の命運がかかっ
た選挙はありません。
なんせ戦争への道に進
むのか、それとも過去
の過ちで多くの犠牲の
上に作られた「二度と
戦争はしない」と誓っ
て作られた「憲法９条」
を守るのか、を選択す
る選挙です。現在衆議
院で議席の３分の２を
確保している自公勢力
と大阪維新は参議院で
も３分の２の議席をとっ
て一気に憲法改正を行
うとしています。
▼先日沖縄で 歳の女
性がまたしてもアメリ
カ軍属に乱暴され殺害
されました。基地があ
るが故の事件です。
「追悼・基地撤去の県
民集会」に６万５千人
も集まりましたが、ア
メリカ軍基地の押し付
けの自公勢力は残念な
がら参加しませんでし
た。集会で沖縄の大学
生が「もしかしたら犠
牲者は自分だったかも
しれない。いつまで沖
縄に犠牲を押し付ける
のか。第二の加害者は
安倍首相とそれを支え
る人達だ」と告発しま
した。
▼選挙権がようやく
歳に引き下げられまし
た。素晴らしいことで
す。 歳以上の国民は
差別なくだれでも選挙
権があります。この権
利を行使して「戦争放
棄と平和で最低生活が
できる権利」が謳って
ある憲法を守る政治に
することが本当に必要
だと心から思いました。
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20

今の 政治を止め、
私たちの声を届けて
くれる政党へ一票を

福 岡 県 建 設 労 働 組 合
大 牟 田 支 部
〒 836-0044
大牟 田市 古町３ －２
TEL(53)1533 FAX(54)6830
発 行・ 編集 者 矢 野 誠
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消 費税増税は、 先送 りで
はなく廃止へ

!!

18

20

所
行
発
王凱（おうが）くん
平成 年９月 日生まれ
27

26,000人がプラカードで怒りをアピール

子供 たち を戦 場に 送 らな
いた めに 戦争 への 道 を選
挙で断固阻止しよう

!!
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高江ヘリポート反対で戦い続けるテント村

10

木の温かみのある仮設住宅

木の家はあたたかみが
あり良かです。そして
サッシも複層ガラスで
壁や屋根裏には断熱効
果が高いテコスドライ
工法など施されていま
す。仮設なので１戸の
広さはさほどありませ
んがコンパクトに収め
られ、物入れなど屋根
裏収納庫が設けられて
います。自分の仕事が
忙しい中、被災者の１
日も早い入居のために
阿蘇まで来てくれた仲
間に感謝です。

熊本地震で被災した
熊建労の組合員を支援
するため、福建労では
６～７月の日曜日に各

サンライフ久留米

31

強固な基礎に驚き
から大工工事が行われ
る予定で、建て方が出
来る材料が搬入されて
いました。しかし、と
ても仮設とは言えない
強固な基礎です。
二つ目の現場は６月
６日から大工作業が行
われている同じ阿蘇市
三久保です。こちらは
順調に作業が進んでい
ますが日曜日にもかか
わらず作業しています。
ここには福建労を中心
に大牟田の仲間４人を
含め 人が支援就労に
来ています。単身者用
や小世帯大世帯用など
戸と集会所が建設さ
れています。やっぱり
26

上げを行うよう管理指
導することを強く求め
てきました。
また、熊本地震に対
する復興現場で
被災者への適正
な対応と、現場
就労する労働者
に対しても適正
な賃金とアスベスト対
策など労働条件の確保
を優先するよう求めま
した。（矢野通信員）

８月21日(日)

００円（交通費別）の
賃金が支払われます。
この事からも、私たち
が日頃から要求してい
る単価でも実現可能と
いうことがわかります。
賃金引上げや公契約
条例制定への運動を進
めていきましょう。

６月 日、福建労な
どが参加する全木協
（全国木造事業協会）
は、熊本大震災での応
急木造仮設住宅の視察
を阿蘇にて全国の仲間
と一緒に行いました。
阿蘇市内牧の現場は
基礎工事が終了し 日
13

熊本での応急木造仮 ています。
設住宅の建設では、福
設計労務単価が４年
建労としても初めて参 連続引き上げられまし
加する労働者供給事業 たが、なかなか上がっ
（全建総連と主幹事工 た賃金が労働者まで届
務店が労働協約を結び、 かない現状の中、労働
組合員はその条件にて 者供給事業にて就労す
供給先と雇用関係を結 る労働者には労働協約
ぶ）にて労働者が携わっ に基づく日額２万６０

引き上げられた設計
労務単価を現場に！
全建総連九州地方建
設労働組合協議会は６
17

月９日と 日の２日間、 向き、元請け発注者と
福岡に支店をおく鹿島 して末端で働く職人労
や竹中、積水ハウスな 働者が人間らしく生活
ど大手ゼネコン住宅企 出来るよう、下請け業
業 社と
九州整 備
局に対 し
て、建 設
労働者 ・
職人の賃金確保・労働 者に対して単価の引上
条件改善に関する要請 げと法定福利費相当額
をおこないました。
を別枠で支給し、社保
私は積水ハウスに出 の完全実施と賃金の引

【矢野 修（左官）
を使って実施されてい
勝立分会】 る組合の集団健診を受
私は体調管理のため、 診しています。
毎年中建国保の補助金
そんな中、今年の春
の集団健診で再検査と
なり、手術入院するこ
とになりました。健診
での早期発見のおかげ
で難しい手術ではなかっ
たので、入院期間は長
期にはならなかったの

工や営業で消費者の利
益を守るというのが国
の「リフォーム事業者
団体登録制度」です。
全建総連でも全リ協
（全建総連リフォーム
協会）団体が登録され
ました。他の団体に比

ですが、入院
期間とその後
しばらくは仕
事ができない
ので収入面ですごく不
安がありました。だけ
ど、中建国保に加入し
ていたので、医療費に
ついては、後日１７，
５００円を超えた分が
償還金で還付されたし、
他にも傷病手当金や組
合のたすけあい共済が
あったのでとてもたす
かりました。

べ安価の加入金なし、
年間費１万円。全リ協
の説明会を筑後地域は、
８月 日（日）にサン
ライフ久留米で開催さ
れます。ぜひ、説明会
へ参加をお願いします。
申込みは組合まで。

０袋では足りず、倍の ていたので助かりまし
６００袋を準備。
た。」と喜ばれました。
組合員訪問では被害
連絡が取れない方や
状況や共済申請の説明、 避難のため転居してい
罹災証明発行の確認、 る方もいましたが、多
支部で分担して災害ボ 不足しているものや困っ くの方から聞き取りを
ランティアに参加する ていることなどの聞き 行うことができ、被災
こととなり、６月５日 取 り を 行 い ま し た 。 状況を確認することが
に大牟田支部から書記 「あまりの揺れの凄さ できました。
３名で参加。当日は被 と立て続けに起こる余
まだたくさんの方が
災した組合員の訪問や 震で、しばらく車中泊 復旧作業に追われてお
現場作業を行いました。 をしました。」という り、以前の生活に戻る
現場作業では崩れて 方や、全国の仲間から までにはかなりの年月
きた土砂を土嚢に詰め 送られてきた支援物資 がかかります。一日も
て除去する作業へ。事 のブルーシートやティッ 早い復興のためにも支
前の聞き取りを大幅に シュを渡すと、「被災 援の輪を広げていきま
上回る土砂の量で、用 してすぐもらったブルー しょう。
意していた土嚢袋３０ シートがもう破れてき

国土交通省は、悪質
リフォーム事業者の排
除の為、適切な営業・
施工をおこなう優良事
業者の育成を目標にし
ています。リフォーム
業者を育成する団体に
所属させて、誠実な施

21

熊建労の仲間と訪問行動

（9:30～12:15）

三久保の現場に参加の大牟田の仲間
清水ハウスにて交渉

12
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平和を守る政治
を願う堤さん

毎月 日に「戦争さ
せない・９条をこわす
な」総がかり行動が開
催され、署名活動やチ
ラシ配りなどのアピー
ル行動を実施していま
す。
19

６月 日はゆめタウ
ン前の東新町交差点に
て、総がかり実行委員
会主催にて「政治を変
えようおおむた市民集
会」が開催されました。
会場では横断幕やプラ 竹内信昭さん（社民党）
カードで選挙 の代理３名も参加し意
に行って戦争 見発表がありました。
法廃止や立憲 ３名からは、「暴走す
主義を取り戻 る安倍政権の政治を止
そう、選挙に めるために、ともに頑
行こうと参加 張っていきましょう」
者がアピール とそれぞれから発言。
行動を行いま 通行人や車に向かって
した。また、 選挙に行こうとデモ行
集会には参議 進も行いました。
院の福岡選挙
参加した松原分会の
区立候補予定 堤さんは「今回の選挙
者であった古 こそ絶対に大事な選挙。
賀 之 士 さ ん みんなで、今のひどい
（民進党）、 政治を変えなん」と思
柴田雅子さん いを語られました。
（共産党）、
20

申込みは７日までに

日～８月 日まで
割引料金にてパスポー
トチケットを購入で

きます。「ふっけん
ろうファミリーカー
ド」と今月おろすち
らしが必要です。
２９００円→千円に。

新 組 合 員 さ ん
氏 名 職 種 所属
梅津 太輔 鉄 工 荒 尾
酒井 史生 配管工 事業所
久富 晶斗 配管工 白 光
下川 忠幸 土木工 荒 尾
小宮 博幸 土木工 大 和
関
清輝 土木工 大 和
河野 眞澄 配管工 歴木Ａ
山隈 茂喜 製缶工 荒 尾
矢ヶ部淳一 塗装工 船 津
原
瑞栄 建設業 事業所
佐藤 学 配管工 荒 尾
前田 浩 配管工 歴木Ｂ

紹
介
氏 名
香月 祐也
事 務 所
事 務 所
事 務 所
古賀 康隆
古賀 康隆
堤田 雅也
山隈 浩一
事 務 所
中村 功
成清 永希
事 務 所

者
所属
橘

大 和
大 和
歴木 Ａ
荒 尾

事業 所
松 原

札幌
県本部会館
県本部会館
農民会館
鍋海岸
県本部会館
組合事務所
組合事務所
組合事務所
組合事務所

組合事務所
組合事務所
組合事務所
四ツ山～
～船小屋
県本部会館
福岡市

７月の行事予定

６～７日 源泉特納者相談会
７日（木）しらぬひ法律講座③
８日（金）労働安全講習会
８日（金）平和行進大牟田入り
９日（土）平和行進
９日（土）本部大会議案討議
日（日） 県青年部経営セミナー
日（日）参議院選挙投票日
～ 日 中建国保組合員会
日（土）全県専従書記長会議
日（金）本部会計監査
日（土） 消費税廃止各界連総会
日（日） みんなで楽しい地引網
日（月）本部５役会議
日（火）支部パソコン会計
日（木）高齢受給者証交付会
日（金）新加入者教室
日（金）中建保険証交付会

14

室。７月 日（火）午後１時からです。

トに 入力 しな がらの パソ コン 会計 教

毎 月の 収支 計算を 実際 に会 計ソ フ

１日（月）本部執行委員会
県本部会館
２日（火）支部執行委員会
組合事務所
２～３日 全建総連税対活動者会議

８ 月 の 行 事 予 定

29 29 28 26 25 24 23 22 16 13 10 10

31

手が出場し、大牟田支 く音と鉋を引く音が会
部から南関分会の井堀 場に響き始めました。
幹也さん（ 才） 選手たちは自らの持つ
が出場しました。 技術を最大限駆使して
大会は制限時 丁寧に加工し、時間内
間６時間で課題 での完成を目指しまし
の「四方転び踏 た。見事完成した作品
み台」の図面ひ が厳正に審査され、上
きから製作まで 位３人が全国大会の切
を行います。競 符をつかみました。井
技が始まると会 堀さんは全国大会出場
場は選手の真剣 を逃しましたが４位と
な眼差しで図面 健闘しました。
を引く音に息を 【井堀さん感想】
のむ ような 雰囲
今回で７回目ぐらい
気が漂いました の挑戦になりましたが、
が、１時間程で やはり練習が大事だと
図面をひき終え 感じました。大変よい
た選手が墨付け 経験ができるすばらし
から削り作業へ い技能競技大会だと思
移り、徐々にノ います。みなさんにも
ミを木槌でたた 挑戦してほしいです。
33

福建労の提携店の
ひとつ、大分ハーモ
ニーランドにて７月

６月 日（日）大牟
田支部会館で第 回青
年 技 能 競技 大 会
が 開 催 され ま し
た 。 大 会は ８ 月
に 徳 島 県で 行 わ
れ る 全 国大 会 の
県 予 選 も兼 ね て
お り 、 上位 ３ 名
が 福 建 労を 代 表
し て 出 場す る こ
と に な りま す 。
今年は 名の選

場所：組合事務所

19

12

午後２時から

16

【小宮 美紀子】
はじめまして。新た
に書記局員になりまし
た小宮美紀子です。慣

れないことばかりで、
いたらないところが多
くご迷惑をお掛けする
かもしれませんが、き
ちんと仕事を覚えて、
はやく組合員のみなさ
んから頼っていただけ
るようになりたいと思
います。よろしくお願
いします。

26

選挙に行こうと呼びかける参加者たち

況に追い込まれます。 全学習会を開催します。
組合は、仲間と家族 ご参加ください。
の命と暮らしを守る立
また参加者には、安
場から、労働災害の根 全学校修了証を発行し
絶を最重要課題として、 ます。監督署にも安全
安全対策学習会や現場 学校実施に参加した事
の安全対策に必要な予 業所として名簿を提出
算要求などを行ってい します。
ます。
参加の申込みは、７
今年も大牟田労働基 日までに組合事務所ま
準監督署より講師を招 でお電話ください。
き、７月８日に労働安

19

７月１
日から７
日は全国
一斉の労
働安全週
間です。
ひとたび
労働災害
がおきれ
ば、本人
や家族は
大変な状

日時：７月８日（金）

第５２２号
ば
し
あ
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（３）

７月９日（土）

大牟田市役所
（９時）

船小屋
（1６時ごろ）

◆４月 日、米生
延命分会の武田信
綱さんの御母堂様
がお亡くなりにな
られました。

☆田中 慶聖くん
（けいせい）
５月６日誕生
荒尾分会
田中 友之さん

◆６月 日、山川
分会の北原哲雄さ
んの御母堂様がお
亡くなりになられ
ました。

◆５月 日、橘分
会の遠藤晃さんの
御母堂様がお亡く
なりになられまし
た。

☆成清 桜菜ちゃん
（るな）
５月 日誕生
松原分会
成清 永希さん

☆原田 華練くん
（かれん）
５月 日誕生
瀬高分会
原田 茂樹さん

15

25

【黒肥地征子 荒尾】
６月も下旬。今年の
梅雨は大雨で土砂くず
れなどあちらこちらで
警戒情報が出されてい
ます。被害が大きくな
らないといいのですが
…。今年は九州地方に
いろんな災害が多くて
気持ちが明るく過ごせ
ませんネ。今から、半
年は何事も起こらない
で、元気を取り戻せれ
ば…と思っています。
食中毒に気をつけましょ
うー

25

７つのまちがい答えと近況を募集。
抽選で５名様に粗品プレゼント。
〒８３６ ００４４ 大牟田市古町３の２
福岡県建設労働組合大牟田支部

!!

しょに歩いて平和への
願いを届けましょう。

【藤本憲子 田隈】
今年も梅雨の気候に

11

24

なり、毎日が
いやな日々に
なりました。
だけど、あじ
さいの花が雨
に打たれて美しい色に
なりきれいで
すね。私の小
さい家庭菜園
のきゅうりも
大きくなり、
４～５本は取
れました。５
才の孫がきゅ
うり大好きな
ので喜んで食
べています。

【先月の答】①左下・手前の手すりの支柱 ②犬の鼻
③額縁の内側の額 ④中央下・おばあちゃんの丸めた髪
⑤右上・花びんの葉 ⑥右上・女の子の左足の靴下
⑦右下・お父さんのワイシャツの後ろの線

市役所まで歩きます。
９日は９時に大牟田
市役所を出発
し、船小屋を
目指して歩き
ます。
国道をず～っ
と歩きますの
でお時間があ
る方は少しの
距離だけでも
いいので、いっ

大牟田市役所
（18時ごろ）

８月６日と９日を中
心に広島、長崎で核の
ない平和を願う原水爆
禁止世界大会が開催さ
れます。その会場にむ
け北海道から、沖縄か
ら、平和のたすきを繋
ぐ平和行進が行われま
す。
大牟田は、７月８日
時 分に四山公園で
熊本より引継ぎ大牟田

四山公園
（16時00分）

30

７月８日（金）

（４）
第５２２号
ば
し
あ
７月１日
２０１６年

７月24日（日）朝７時30分
から玉名の岱明鍋海岸にて、
地引網を開催します（現地集
合です）。そのあと獲った魚
などでバーベキューをします。
日頃めったにできない体験
です。お子さんや家族、仲間と一緒に楽しみましょう。参加
希望の方は分会、または組合事務所まで申し込んでください。
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