船津分会の中
島凌さん（今年
才）は、鉄筋
工として親子で
仕事をしていま
す。
中島さんはス
ポーツ全般、特
に野球が趣味で
すが、昨年はと
ても忙しく楽し
めなかったそう
です。とにかく
がむしゃらに仕
事をしたように
感じると話して
くれました。仕

南関分会の東山さん
信幸さんは孫の翼さ んへ受け継がれ、また
親 子 で す 。 東 山 信 幸 んが仕事に加わるよう その技術が翼さんへと
（ 才）さんが事業を になって、「仕事もス 継承していくことで、
始められ、息子の寅幸 ムーズに覚えるし、人 職人の技術を守ってお
（ 才）さんと一緒に 手も増えて随分助かっ られます。
これからも親子３代
工務店をされてました ている。今は息子にす
が、昨年から寅幸さん べて教えたので、全部 一つになって支えあい、
の息子の翼（ 才）さ 任せているところです。」 未来の建設業界がより
んも一緒に現場に行く と笑顔で話されました。 良くなるように、希望
信幸さんが培ってき をもって頑張っておら
ようになり、親子３代
で仕事をされています。 た技術が息子の寅幸さ れます。

左から寅幸（ともゆき）さん、信幸（のぶゆき）さん、翼（つばさ）さん
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の事にチャレンジして、
大きく成長していきた
いと思っています。そ
して、ゆくゆくは父親
の手を借りなくてもい
い よ うに な っ て 、 自 分
が親方となって、どん
ど ん 引っ 張 っ て い け る
ようになっていきたい
です」と、新年の目標
と将来の夢を話してく
れました。

高田分会の髙木
剣司さん（今年
才）は、 才から
大工の道に進み、
５年間の弟子入り
後、一人親方とし
て独立し現在に至っ
ています。「最近
は昔と随分仕事の
内容も職種も変わって した。そんな中、いち
来ました。昔は、電動 ばん気を付けていたの
工具やクレーンもなく、 が安全面。特に足場の
すべて人力でしていま 設置には十分気を付け
るなどして、ケガをし
ないようにしてました。
当時は、一人親方労災
や建設国保がなくケガ
や病気になると大変な
のでしたから。みんな
で作り上げてきた制度
をこれからも守ってい
かなければと思います」
となにより体を動かす
ことが大好きで、今年
も元気に現場で仕事す
ることが目標の髙木さ
んです。

84

事は 忙 し か っ たけ ど 、
建設業界は仕事の波が
大きいので、もっと政
治家 の 人 た ち は大 企 業
ばかり相手をするので
はなく、庶民目線に立っ
て安 定 し た 仕 事と 暮 ら
しができるような政治
をしてもらいたいと、
最近感じるそうです。
「今年は挑戦という
言葉を胸に、たくさん

16

▼２０１６年、今年の
漢字は「金」になりま
した。オリンピックの
金、銭まみれの金、だ
そうです。確かに政治
家のせこい金の使い方
でした。いつの時代も
「政治と金」にまつわ
る汚い話題が出てきま
す。
▼荒尾市の山下市長が
新人でありながら任期
途中で職を辞して市民
に信を問うとの発表に
は、びっくりしました。
２年前の市長選挙で市
民病院の競馬場への移
転反対を唱える山下市
長が誕生し、その後１
年かけて市議会で徹底
した議論と市民との意
見交換を経て、市中心
部の運動公園の一角に
決りました。しかし市
議会のトップを中心に
様々な段階で阻止する
動きばかりで、前に進
むことができないと、
市の為、市民の為に、
辞する覚悟を決めたと
いわれます。昨年夏、
山下市長と懇談した時
には「どことも、しが
らみがないので市政発
展のためにいつでもご
意見を」と言ってくれ
ました。そんな山下市
長にエールを送ります。
「負けるな山下市長！」
▼いよいよ後３ヶ月に
なりました「建設現場
に社会保険未加入事業
者は入場させない」、
昨年後半から多くの仲
間が相談に訪れていま
す。社保適用には費用
が掛かります、負担が
増えます、別枠で費用
の請求を、賃金の引き
上げを。

12

12
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の設立をめざして闘っ
月５日、お昼の
時から大牟田駅前にて、 ていることをうったえ
アスベスト街頭宣伝を ながら、チラシや署名
遺族原告含め９名で実 への協力を呼びかけま
施しました。ハンドマ した。「国が管理して
イクでアスベスト問題 なかったとやけん、き
が続いている事や基金 ちんと国が責任を認め
んとでけん
と思うよ」
「まだ、続
いている問
題やったと
ね。まわり
にも伝えと
き ま す 」
「がんばっ
てください」
など、 分
と短い時間
でしたが、
通行してい
る一般の方
からの声か
けも。毎月
大牟田駅前にて旗を掲げる原告団

仲間と家族のみな
さん、新年明けまし
ておめでとうござい
ます。
今年こそ、希望に
満ちた年であるよう
に願う傍ら、安倍首

５日を街宣行動日とし
て、 時から実施して
います。１月は５日で
す。お昼休みの時間で
すが、少しの時間でも
いいのでみなさんの参
加をお願いします。
月 日は、建設
アスベスト高裁の５
回目期日でした。当
日は、朝９時から大
牟田駅前で宣伝行動を
して、福岡高裁での支
月 日に税金学習
援行動に参加しました。
今後は、第２陣提訴 会を開催し１０６人の
の準備も進めていると 参加で税金に関わる情
勢と対策、記帳やマイ
ころです。

１月は、「九州ア
スベスト署 名」を配
布しますの で、ご協
力をおねがいします。

19

相は様々な暴
走を重ねてい
ます。「私た
ちの命と生活をおび
やかす、最悪の政権
です」安倍自民公明
政権が推し進める大
企業金持ち優遇の政
治は、私たちの仕事
と暮らしを壊し、ま

12

16

すます生活を破壊し
ます。
福建労は、１９５
５年１月に結成され
て以来、仲間の仕事
と暮らしを守る要求
実現に向けて闘って
きました。昨年も仲
間を増やす取り組み
の中で大牟田支部は

1月20日（金）

①午後２時
②午後６時
※都合のいい時間に
どうぞ（約２時間）
場所 組合事務所
資料代 ５００円

ナンバーについて学習
しました。
新たに始まっている
マイナンバー。施主や
業者間の取引にマイナ
ンバーは関係ありませ
ん。従業員の源泉徴収、 番号の確認と資料の紛
雇用保険を取り扱って 失や漏えいしないよう
いる事業者だけが関係 な管理が必要となりま
します。番号を取り扱 す。
記帳義務が強まり、
う場合は、本人確認や
以前は義務でなかった
所得３００万以下の方
も記帳が義務となって
増勢を続け過去最高
います。消費税の増税
の峰も更新中です。
は先送りとなりました
この勢いで、さらな
が、廃止の運動を引き
る高みをめざして、
続きしていかなければ
今後とも仲間のみな
なりません。
さんの協力をお願い
年明けは１月 日
します。ともに頑張
（金）に昼夜２回開催
りましょう。今年も
しますので、まだ参加
よろしくお願いしま
されていない方はぜひ
す。
参加ください。

新築住宅の省エネ基
準適合率を平成 年度
までに１００％とする
ことを目的とし、地域
の木造住宅生産を担う
大工技能者等断熱施工
にかかわる方を対象と

住宅に関するストッ
ク活用が重視され、住
宅リフォームによる住
居水準の向上に関する
ニーズが高まる一方で
「悪質リフォーム」が
社会問題化するなど、
安心できる良質な住宅
リフォームが求められ
ています。
このような状況の中、
豊富な経験と知識を持っ
て消費者に対する適切
なアドバイスを行うこ
とができる増改築相談
員に対し、多くの期待
が寄せられています。
２月に福建労会館
（本部）で増改築相談
員研修会が開催されま
す。お申込みは組合事
務所まで。

した、住宅省エネルギー
施工技術者講習会が福
岡県内で行われます。
参加費用は、１０００
円（修了証発行費別）
で申し込みが必要です。
日程ごとに定員は 名。

50

足を止めて説明を聞いてくれる方も

たえる大橋税対部長

日時 新規 ２月1９日（日）～２０日（月）
更新・再登録 ２月２０日（月）
会場 福建労会館（福岡市南区清水）
受講料 新規 組合員27,000円（外32,000円）
更新・再登録 組合員18,500円（外23,500円）
受講資格 実務経験10年以上
必要なもの 受講料・顔写真（4０✕3０㎜）
申込締切 ２月７日

32

（とりまとめ帳別途500円）

情勢学ぶ参加者

20

増税反対の運動をうっ
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大牟田市古町３-２
福建労大牟田支部

住宅ストック循環支
援事業がスタートする
ことになっています。
前回の省エネ住宅ポイ
ント制度に似た補助制
度を含むものとなって
います。
今回の補助事業の申
請者は、施工した事業
主になります。申請す
る事業者は、請負契約
前に登録が必要で登録
はインターネットでし
かできなくなっていま
す。
対象工事をされる方
は平成 年３月末まで
に手続きが必要なので、
お忘れが無いようにお
願いします。

〒８３６-００４４

【藤本 憲子 田隈】
今年も早い年末にな
りました。毎月のあし
７つのまちがい答えと近
況をハガキに書いて事務所
まで送付ください。抽選で
５名様に粗品プレゼント。

月に福建労大牟田
支部や新婦人などで作
る実行委員会が市内４
地域で行った、街角
か所のウォッチング。
その状況をまとめ、
月 （火）に大牟田市
に対して要請をおこな
いました。実行委員会
名と市当局９名の参
加でした。
市当局からも沢山の
担当者の皆さんが対応
して、私たちの取組に
敬意を表し、当局とし
ては現地を確認して対
処した行きたい。と、
すべての個所について
内容を確認されました。
その結果は年明けに回
答するとなりました。
毎年沢山の危険個所
の改善をおこなって、
私たちの仕事おこしに
もなってきました。

ば新聞マチガイ捜しを
考えながら見つけ楽し
みにしています。また
来年もがんばって捜し
たいと思ってます。来
年もまたよろしくお願
いします。
【浦 清美 甘木】
今年も庭のみかん
（はるか）が実を付け
ました。甘くてとても
おいしいみかんです。
長男の子供が好きで植
えたのですが、その孫
も 才になります。今

◆ 月７日、田隈
分 会 の 清 田正 夫 さ
んの御尊父様がお
亡 く な り にな ら れ
ました。

◆ 月９日、甘木
分 会 の 杉 野剛 さ ん
の御母堂様がお亡
く な り に なら れ ま
した。

５日（木）御用始め（午前中）
５日（木）アスベスト街宣
大牟田駅前
６日（金）支部旗開き
組合事務所
ガーデンパレス
８日（日）本部執行委員会
日（水）パソコン会計
組合事務所
日（金）年末調整仕上会
組合事務所
日（土）全県書記長会議
県本部会館
日（月）県教宣活動者会議 県本部会館
日（月） 事業所向け経営セミナー 本部会館
日（木）年末調整仕上会
組合事務所
日（金）支部税金学習会
組合事務所
日（金）県社保活動者会議 県本部会館
日（土） 筑後ブロック交流会 久留米
日（火）労働保険事務研修 福岡商工会
日（木）本部４・５役会議 県本部会館
日（金） アスベスト第２陣提訴説明会 博多
日（日）新春餅つき大会
組合事務所
日（日）青年部県委員会
県本部会館
日（火）中建国保交付会
組合事務所
日（火）新加入者教室
組合事務所

１月は５日（木）から事務所を開けます。
（午前中までです）

年始と休所日のお知らせ

１日（水）本部執行委員会
県本部会館
１日（水）ちょうちんデモ
博多
２日（木）支部執行委員会
組合事務所
５日（日）全県支部３役学校 組合事務所
５日（日）アスベスト街宣
大牟田駅前

31 31 29 29 27 26 24 21 20 20 19 16 16 14 13 11
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は金沢にいますが、成
人式の着物を私のお下
がりですが欲しいそう
なので、染め直してプ
レゼントしようと思い
ます。

毎月の収支計算を実際に会計ソ
フトに入力しながらのパソコン会
計教室です。
１月は11日（水）
午後１時からです。

11

29
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Ⓐ良質な既存住宅の購入
Ⓑエコリフォーム
①開口部断熱→窓ガラスの交換・うち窓設置・外窓交換・外
部と接するドアの交換
②外壁、屋根、天井、床の断熱改修工事
③設備エコ改修工事→太陽熱利用システムや節水型トイレ、
高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水栓のうち３種類以上）
①～③までのいずれかの工事をおこなって「補助額が５万円
以上になると申請ができる」という制度。
さらに、「合わせて対象となるリフォーム工事」行うと補助額
が追加されます。上限は30万円。
Ⓒエコ住宅への立替
それぞれ補助対象となる建物に要件などありますので、
詳しくはホームページにてご確認ください。
【先月の答】①左上・シャワーフックの位置 ②窓際のサボテ
ン ③ブラシがスポンジに ④中央・お父さんの
顔の傷 ⑤下・鳥の頭の羽 ⑥㊨・お母さんのタ
オルの長さ ⑦右下・子どもの短パンのライン
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月 日（土）、荒
尾分会の忘年会を荒尾
のＫＡＴＵＭＩ（福建
労の提携店・組合員が
利用すれば特典あり）
で開催し、 名の参加
でした。分会長からは、
拡大月間が終わり、目
標を達成したことの報
告と新年のみなさんの
運動への参加協力がうっ
たえられました。
最期は全員で新年も
がんばろーと団結しま
した。
月８日、大牟田支
部ゴルフ愛好 会の恒例
の年末コンペ と総会を

行いました。
毎年 締めのコンペ会
場は、 名門チャンピオ
ンコースの
玉名カント
リーです。
当日は青空
で最高の景
色の中、楽
しみました。
今年は５
回の例会を
開催。例会
ごとの優勝
者たちで競
い合うトリ
キリ戦の優
勝者は米生
延命分会の
ゴルフ好きの仲間で楽しんでます

社会保険未加入問題の期限が平成29年３月末まで
と迫って来ました。組合では、対策などによる相談
を受け付けていましたが、再度説明会を開催します。
また、法定福利費を確保するための「標準見積書」
の書き方や計算方法などの説明もあります。説明会
は無料です。未加入対策でお悩みの方や「どうやっ
て法定福利費を請求すればいいかわからない」など
の方はぜひ参加ください。申込みは、組合まで。

丸 山洋史さんでした。
当 日優勝は瀬高分会の
原田善治さんです。
夜には愛好会の総会
と 表彰式を兼ねた交流
会 を開き、当日のドラ
コ ン、ドラタン、ニア
ピ ンなどの大会の話で
盛り上がりました。
愛好会では２ヶ月ご
と に例会を開催してい
ま す。参加はどなたで
も 。ゴルフ好きな人
の 参加待ってます。日
程 は、機関紙の予定表
に 掲載してますので組
合までご連絡ください。

原田善治さん

丸山洋史さん

12

10

18

提携店を随時募集して
います。行きつけのお店
などありましたら、ご紹
介ください。登録いただ
ければ、福建労のホーム
ページなどに掲載され宣
伝されます。登録は無料。
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OK

１月 日（日） 時
から「もちつき大会」
を開催します。昨年も
好評で大雪の中の開催
でしたが大勢の参加で
盛り上がりました。餅
つきしたことないよと
いう方もこの機会に体
験してみては？
みんなでワイワイ、
楽しくついた出来たて
の美味しいお餅を食べ
ましょう。他にも温か
いだご汁も予定してい
ます。家族や仲間を誘っ
てご参加ください。
参加申し込みは１月
日までに組合までお
願いします。
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