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鳥巣喜治さん （橘）・孫

６月８、９日と、２ 利費を別枠で見積り、 ること」や「不払い解
日かけて全建総連九地 請求してもらっている 決」「建退共の促進」
協として大手ゼネコン、 が、２次３次の間でど 「アスベストに関する
住宅企業、九州整備局 のように行われている 安全対策」「労働災害
への交渉が行われ、交 か把握していない」と 根絶と安全確立」の確
渉先の担当を九州の県 の回答でしたので、２ 認書の締結を申入れま
ごとに割り振り、建設 次３次など末端の事業
労働者・職人の適切な 所まで法定福利費が支
賃金確保や労働条件改 払われるように調査や
善に関して、交渉へ向 指導などするように。
かいました。大牟田支 また賃金についても適
部より３名が参加。
切な賃金が末端の労働
私は６月８日はフジ 者まで届くようにと要
タ。６月９日は大和ハ 請しました。
ウスへ訪問しました。
現場の安全衛生や管
適切な賃金と法定福 理は小さな現場になれ
利費の支払いを行って ば、下請まかせになっ
いるかの質問には両社 ているのでは？との質
とも「４月からは、１ 問には「自社で確実に
次の会社からは法定福 管理している」との回
答でしたが、 ６月 日（金）、大
アスベスト 牟田駅前と大牟田ゆめ
対策につい タウン前の２か所で全
ては、両社 建総連の大型宣伝カー
ともあまり を使っての消費税 ％
関心がない 増税反対、中止の宣伝
ようで本社
と協議する
と回答。
また、そ
れぞれの企
業に「社会
保険を適用
除外して建
設国保に加
入すること
が適法であ

フジタでの交渉

反対を訴える鳥巣副支部長

いたが、フジタはしな
い。大和ハウスは、大
阪の本社にて確認書を
だしているので福岡支
店ではしない。との回
答でした。
今後も組合員から情
報を聞取り、交渉を続
けていくことが必要で
す。アンケートなどみ
なさんの協力をお願い
します。（大橋通信員）
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署名行動をお
こない９名の
参加でした。
安倍内閣は、
国民の増税反
対の声におさ を上げさせない運動を
れて、今年４ 持続していかなければ
月からの ％ ならないこと。応能負
増税を２０１ 担の原則を徹底させる
９年 月からに引き伸 ようにすることを石本
ばしましたが、これ以 支部長、大橋税金対策
上の消費税増税は建設 部長、矢野書記次長で
に従事する職人労働者、 声高々に宣伝しました。
零細業者への暮らしと
短い時間でしたが、
営業を破壊するもので 増税に対しては関心が
あり、大企業や高額所 あるのか、増税反対の
得者・資産家への減税 署名は、 筆が集まり
や軍事費など無駄な支 ました。署名する方と
出を改めれば財源はあ 話をすると「もう増税
り、到底増税は認めら は 勘 弁 し て ほ し い 」
れない。きっぱりと増 「消費税があがっても
税中止を！と訴えまし 社会保障はいっちょん
た。（矢野通信員）
よーならん」などの声
が多く聞かれ、やはり
消費税は廃止にしなけ
ればなりません。
宣伝カーに上がり市民に呼
びかける石本支部長

【大橋税金対策部長】
宣伝カーから消費税
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所
行
発
ひかりちゃん
平成 年５月２日生まれ
29

10

署名の協力を！と永江副支部長
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大和ハウスで交渉する大橋副支部長
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▼共謀罪なるものが十
分な審議もせずに、秘
密保護法・戦争法に続
き、数に者をいわせて
強行可決させました。
北朝鮮以上の独裁政治
の推進といっても過言
ではありません。知れ
ば知るほど怖ろしい法
律です。国民の内心を
含め全ての情報を日ご
ろから監視し、政府の
方針に異を唱える者を
検挙する戦前の治安維
持法の再現です。戦争
反対、原発反対と話し
合っただけで検挙！
▼「彼らが最初共産主
義者を攻撃した時、私
は声を上げなかった。
私は共産主義者では無
かったから」「彼らが
労働組合員たちを攻撃
した時、私は声を上げ
なかった。私は労働組
合員でなかったから」
「彼らがユダヤ人たち
を連れて行ったとき、
私は声を上げなかった。
私はユダヤ人ではなかっ
たから」そして「彼ら
が私を攻撃したとき、
私のために声を上げる
者は誰一人残っていな
かった」
これは、言論弾圧を
自分には関係ないから
と見て見ぬふりしてい
たら、どんどん言論統
制が進み、いつの間に
か自分の身にもふりかっ
かてきて、その時には
もうどうにもならなく
なったという、昔の教
訓や戒めのような詩で
す。ドイツのマルティ
ン・ニーメラ牧師の詩
です。
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自宅の前に 階建て
のマンションが建築さ
れると知ったＡさん。
「このままでは住宅街
一帯の日照権が侵害さ
れる」と思い、近所の
人達に声を掛けて「マ
ンション建設に反対す

12

る住民の会」を結成。
市や業者に要請しまし
たが、らちが明きませ
ん。そこで現場で抗議

の経過説明。福岡高裁 で協力をお願いします。」
への署名の取り組みと ２陣の原告で準備をす
カンパの訴えを行いま すめている丸山さんか
した。
らは「アスベストでの
原告の石原さんと石 集会など参加してまだ
橋さんからは「今後増 日が浅いですが、二陣
えると思われる被害者 での闘いに参加して頑
のためにもなんとして 張っていこうと思いま
も福岡地裁で前進した す。協力をおねがいし
結果をめざしています。 ます」と訴え、それぞ
アスベスト基金の創設 れの団体から激励と支
めざして頑張りますの 援をうけました。

大牟田駅前にて毎月街頭宣伝

活動をしたところ、業
者が「暴行された」と
騒ぎ立て、Ａさんは逮
捕。その後釈放された
ものの、警察は「これ
以上は威力業務妨害罪
になる」と。
いなくても、現場を下
組織的威力業務妨害 見したなどの「準備行
罪は共謀罪の対象です。 為」で逮捕できるのが
住民の会の活動も「犯 共謀罪。でも、たとえ
罪の準備」とみなされ、 ば 「 犯 罪 の 下 見 」 と
表立って抗議を行うこ 「花見」はどうやって
とが難しくなります。 区別するの？
金田勝年法務大臣は
「花見であればビール
や弁当を持っているの
に対し、下見であれば
実際に犯罪が起きて

に願ってます。頑張っ
てください」と署名に
協力してくれました。
高裁での闘いも結審
を展望する段階となり
ました。 万筆の目標
で取り組んでいる高裁
宛ての署名は引き続き
取り組んでいます。広 みなさんの協力をお願
く世論をひろげるため、 いします。
50

福建労は５月 日の
全国建設アスベスト訴
訟総決起集会の行動提
起を受けて、九州各県

の労組、民主団体への 民主団体 団体へ、一
来年初めにも予定され 陣と二陣予定の遺族原
ている福岡高裁での結 告３人を含め６人で訪
審判決に向けて、「公 問。それぞれの団体へ
正な判決を求 地裁での支援に対する
める」福岡高 お礼と、全国での裁判
裁へ の 万筆
の署名への協
力を要請する
キャラバン行
６月５日は毎月１回
動を６月 日 の大牟田駅前でのアス
に３組に分か ベスト裁判街頭宣伝行
れて、佐賀県、 動を行い７名の参加で
長崎県、宮崎 した。宣伝ティッシュ
県へ展開しま を配りながら呼びかけ
した。
ていると、「自分の親
大牟田支部 族もアスベストで亡く
からは、佐賀 なりました。これ以上
市内の労組、 被害が広がらないよう
佐賀県建設労働組合連合会にて支援の要請

６月 日 に参 院 本会 議 で強 行 可決 さ れた テ
ロ 対 策を う たう 共 謀 罪 （ 改 正 組 織的 犯 罪 処 罰
法 ） 「自 分 には 関 係 な い 」 と 思 って い る 方 は
ま だ 多い の では 。 本 当 に そ う で しょ う か 。 こ
れまでに明らかになった共謀罪の怖い内容は？
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地図や双眼鏡、メモ帳
などを持っている」と
説明しました。では、
弁当とビールを持たな
い花見は「犯罪の下見」
ですか。双眼鏡と地図
を持ってバードウォッ
チングしたら犯罪者で
すか。あまりにもデタ
ラメな説明です。とう
てい納得できません。

６月 日（日）福建
労本部会館にて、第
回青年技能競技大会が
開催されました。大会
は技術の伝承と青年職
人の技能向上を目的と
しており、さらに９月
に愛知県名古屋市で行

り警察に呼び出されま
した。なぜ？
実は、旅行が趣味の
友人が沖縄の基地建設
反対現場に行き、組織
的威力業務妨害罪で逮
捕されていました。彼
のスマホの通話履歴に
自分の名前があったた
め「犯罪集団の仲間で
はないか」と疑われた
のです。友人は自然保
護に関心があり、以前
から「沖縄の海に基地
を作るのは反対だ」と
話していました。
犯罪者扱いされるの

われる全国大会の県予
選を兼ねて、上位３名
が福建労の代表として
出場することになりま
す。今年は 名の選手
が出場し、大牟田支部
からは井堀幹也さんが
出場しました。
競技課題
は、制限時
間６時間で
「四方転び
踏み台」の
製図から製
作までを行
い、その完
成度を競い
ます。競技
開始の合図
とともに、

は心外だから、「これ
からは政治や社会のこ
とを話すような人とは
関わらないようにしよ
う」と思うようになり
ました。
このような恐ろしい
法律は廃止させるため
にも、来るべき選挙で
今の政府を変えていく
しかありません。

一斉に図面に向かい、
会場は緊張感に満ちた
雰囲気の中ペンを走ら
せる音が響き渡ります。
１時間程で図面を引
き終えた選手は墨付け
から削り作業へ移って
いくと、一気に鉋を引
く音とノミをたたく音
が会場全体を埋め尽く
します。選手は日ごろ
培った技術で一つひと
つ丁寧に加工していき、
完成を目指しました。
見事完成した中から
厳正に審査され、一位
は福岡東支部の生田和
広さんが見事３連覇を
決めました。井堀さん
は惜しくも全国大会へ
の切符は逃しましたが、
丁寧に加工を進めてい
く様子が際立っており、
大健闘でした。
（小山田通信員）
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共謀罪なんて自分に
は関係ないと思ってい
たら、ある日、いきな

18

真剣な表情で臨む井堀さん

11

山辺豊彦氏を講師に て、構造計画の能力向
迎え、木構造を理解す 上につなげて下さい。
るための３日間（ 時
申込みは組合事務所
間）にわたる講習会が までご連絡ください。
開催されます（全木協）。 テキストが必要な方は
木造実務者のバイブ 別途４０００円が必要。
ル的な存在の「ヤマベ
の木構造」をテキスト
として使用し、木造住
宅の構造計画について
基礎の設計、力の流れ
を考えた架構の組み方、
断面設計のポイント等、
基礎から応用までを演
習を交えながら徹底的
に学び、木造住宅を基
本としてこれからの木
造建築物に向けて、根
拠をもった設計・施工、
構造計画ができること
を目指した講習会です。
この機会にぜひ参加し
●申込期限 ７月12日（水）

殿

通常の６時間の講習が
必要です。
右記日程で特別講習
（６時間）受講者の募
集をします。申し込み
は、組合まで連絡をお
願いします。

６月 日にシニア友
の会の秋のレクレーショ
ンや敬老祝い会などに
ついて、計画を立てよ
うと話し合いました。
敬老祝い会は 月
日に開催予定。昨年は
「肥後にわか」を迎え
大笑いのショーで楽し
みました。今年も楽し
い催し物を予定してい
ます。
また、一泊での温泉
旅行も 月から 月に
計画していきます。お
楽しみに！
６月 日には県本部
にて県シニア支部代表
者会議が開催され、支
部代表の勝立分会の小
田さんが参加して、活
動報告をしてきました。

※●● に県名。▲▲ には職種（大工、左官、土
木工、塗装工、内装工、電工な ど）を記入 して
ください。▲▲業 はダメです。

住
氏

所
名

）
）

私は●●県で▲▲をしています。
建設国保は、いのちと健康を守
る大切な制度です。
建設国保への補助金は、現行水
準を確保してください。
（
（
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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。
参加は無料です。７月は 日（金）午後１時からです。

２０１５年７月１日
から労働安全衛生規則
の改正により、足場の
組立や解体、変更に従
事する者全員に６時間
の『特別教育』をおこ
なうことが義務づけさ
れました。
７月１日時点での既
従事者は今年６月末ま
でに受講すれば時間短
縮（３時間）の受講で
良いこととされていま
した。
まだ、受講していな
い方や、２０１５年７
月１日より後から足場
の組立等の作業に従事
するようになった方は

申込者が定員に満たない場合は
日程を延期する場合があるので、
ご了承ください。

６月１日から切手の金額が 円から 円にあがっています。以前、購入したハガキ
を使用の場合は、 円になるように切手を追加で貼っていただくようにお願いします。

保険局長

千代田区霞が関１の２の２
厚生労働省

●講習日 １回目 ７月19日（水）
２回目 ７月26日（水）
３回目 ８月 2日（水）
●講習時間 13時00分～17時00分
●会場 福岡県中小企業振興センター
●受講料 組合員 12,000円
組合員外 25,000円

厚生労働省
大臣官房審議官医療保険担当 殿
厚生労働省
殿

７月の行事予定

４日（火）源泉特納者学習会 組合事務所
５日（水）アスベスト宣伝行動 大牟田駅前
５日（水）しらぬひ法律講座③ 組合事務所
６日（木）源泉特納者相談会 組合事務所
７日（金）労働安全学校
組合事務所
８日（土）県社保協定期総会 博多
８～９日 本部大会議案討議 県本部会館
日（土） 消費税各界連定期総会 県本部会館
～ 日 全建総連教宣大学 福井県
日（金）支部パソコン会計 組合事務所
日（土）全県専従書記長会議 県本部会館
日（土）平和行進大牟田入り 四ツ山～
日（日）足場組立等安全教育 組合事務所
日（月）平和行進
～船小屋
日（火）本部４・５役会議 県本部会館
日（火）社保協宣伝行動
ゆめタウン
日（火）社保協幹事会
社保 協
日（土） 大牟田空襲を記録する会 大牟田
周年「宝田明講演会」 文化会館
福岡ドーム
組合事務所

１日（火）本部執行委員会
２日（水）支部執行委員会
３日（木）社保協定期総会

県本部会館
組合事務所
組合事務所

８ 月 の 行 事 予 定

日（日）ヤフオク野球観戦
日（月）新加入者教室
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●開催日程 ７月23日（日）
●講習時間 ６時間
●会場 組合事務所３F
62

21

国民健康保険課長

45
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※裏面は３枚とも同じで
すが、仕事や生活の厳し
い現状も書いてください。

52

※宛先の住所は、
３枚とも同じです

12

このハガキ要請行動は、国保組合への
予算獲得だけでなく、全建総連で要求し
ている建設産業で働く私たちに関連する
予算獲得の大きな力となっています。
まだ提出していない方はお願いします。
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72

まもなく広島、長崎
に原爆が投下されてか
ら 年目の夏を迎えま

す。今年も、８月６日
に広島、９日に長崎で
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
にむけ北は北海道から、
南は沖縄から、平和の
たすきを繋ぐ平和行進
が行われています。
大牟田は、７月 日
時 分に四山公園で
熊本より引継ぎ大牟田
市役所まで歩きます。
日（月）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、いっしょ
に歩いて核のない平和
な世界への願いを届け
ましょう。
【藤本憲子 田隈】
６月に入りいやな梅
雨時期になりました。
ヶ月半は天気を見な

「大牟田の空襲を記 ら講演します。同時に
録する会」主催にて、 大牟田空襲のスライド
７月 日（土）に大牟 上映もされます。参加
田文化会館にて活動
して平和について考え
周年の記念企画が開催。 てみてはどうでしょう。
俳優の宝田明さんを
前売り券は７００円。
招き、戦時中に満州で 当日券は１０００円と
の悲惨な少年時代の体 なってます。（高校生
験をもとに平和の尊さ 以下無料）
について歌も交えなが
29

45

がら生活ですね。長雨 災害になりかねないの
はきらいですね。外仕 でホドホドにとは思い
事 も 大 変 で す よ ね 。 ますが天候は自然まか
【黒肥地征子 荒尾】 せ…。被害の出ない程
やっと梅雨入り宣言。 度の雨は降ってほしい
田植えの季節に雨が少 です。
ないと米農家さんも困 【古澤喜美子 歴木Ａ】
られますよネ。大雨も
入梅。これから憂う

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
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」と今月おろすチ
ラシが必要です。
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７月22日（土）
四山公園
（16時30分）

２９００円が

１２００円に

ふっけんろう
ファミリーカード

つな日が続くかな？友
達と楽しく過ごせます
様に！
２０１７年（本年）
と２００６年は曜日が
一緒なので２００６年
の手帳も使用してます。
【野田千代子 山川】
今年もつ
ばめが巣を
作りました。
ひながとて
もかわいい
です。孫た
ちも元気に
学校へ行っ
ています。
孫たちが学
校から帰っ
て く る ま で が私の自由な時間です。

15

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

【先月の答】①左上・屋根の上の鳥 ②お地蔵さんの茶碗
の位置 ③ネコのしっぽ ④たまっている水の量 ⑤中央・子
どものザックの止め金 ⑥奥の人の眼鏡 ⑦右端・柵の支柱
の高さ

22

船小屋
（1６時ごろ）

16

24

大牟田市役所
（９時）

30

７月 日（月）は平和行進に
参 加 の た め 事 務 所 を 閉 所 し ま す。
ご 協 力を お 願 い しま す 。

７月24日（月）
24

大牟田市役所
（18時ごろ）

（４）
第５３４号
ば
し
あ
７月１日
２０１７年

1

