認。また、新年度の班
編成や分会での活動、
分会会計報告、班長交
代、分会役員や９月
日（日）に開催する支
部定期大会の代議員の
選出、支部執行委員の
推薦などが行われまし
た。

ち組合員は、組織で成
り立っています。とも
かく、拡大は重要です。
組合員一人ひとりの力
が大きな力になります。
団結の力で色々な問題
が解決に進みます。仲
間がいれば仕事も繋が
ります。私たち組合員
の仲間の力で奮闘し、
より良い仲間の拡大に
がんばりましょう。

▼年に一度の分会総会
はじまりました。なか
なか日頃顔を合わせな
い仲間たちと会い、懇
談するとお互い元気を
もらいます。分会員ど
うしも同じ班の仲間と
は顔を合わせますが、
行事や運動などでも全
員が顔を合わせる機会
がないのでこの総会は、
自分の廻りにこんなに
も沢山の仲間がいるこ
とを実感する絶好の機
会で、どの分会も大い
に盛り上がります。特
に今年は新しい仲間が
沢山増えた中での総会
なので一層盛りあがり、
大きな団結を作ること
ができています。
▼８月 日昼、炎天下
の中、玄海原発再稼働
に反対する集会が福岡
市警固公園で、原発ゆ
るさないオール九州の
主催で開催され、九州
各県と韓国から２５０
０人が集まりました、
再稼働反対、全ての原
発今すぐ廃炉などの集
会アピールを採択して、
九州電力本社までデモ
行進、本社まえで、九
電は今すぐ原発やめろ！、
玄海原発再稼働するな！、
電機は足りてる！など
大きな声でコールして
抗議の声をあげました。
福島では未だ事故の終
息がみえないどころか、
もう再び故郷に戻れな
い状況なのに、なぜ再
稼働なのか？、事故処
理の負担金を電気料金
や税金で賄う、国民犠
牲の原発は今すぐ廃炉
だ！

27

８月 ～ 日 に 分
総会の中で「アスベ
会にて分会総会が開催 スト裁判の勝利判決を
されました。他の分会 かちとろう」「公契約
は９月７日までに開催。 条例を制定させよう」
分会総会は、みんな 「平和憲法を守ろう」
のための要求をみんな 「仲間を増やし強大な
の力で実現するために 福建労を」を中心に１
分会で全組合員に呼び 年間のみなさんの運動
かけ開催しています。 の経過と取組方向を確

30

今宮選手のホームランに大歓声

【田中スポレク部長】 ４対３で勝ゲームとな
毎年恒例のソフトバ りました。良かったで
ンク応援バスツアーを す。久し振りの勝利観 聞きとれず応援参加で トスタンドのチケット
７月 日にバス３台、 戦。花火も見れました。 きません。いつから、 を１００枚入手するの
１１７名の大所帯で楽
感じたことは、試合 どうしてこうなってし は、神風を吹かせるよ
しみました。
が始まるとライトスタ まったのか…。次回は、 うなものですが…。組
試合は日本一のショー ンドの応援団の太鼓と ライトスタンドで応援 合員の皆さん来年も仲
トストッパー今宮選手 ラッパの音がレフトス 団に交じって観戦した 間を増やして応援に行
のホームランもあって、 タンドの大音響で全く いと思いました。ライ きましょう。

11

27

11

目標
3
米生延命
3
船 津
4
松 原
2
白 光
4
甘 木
3
歴木Ａ
2
歴木Ｂ
3
田 隈
5
橘
5
高 田
2
大 和
3
瀬 高
2
山 川
2
南 関
3
荒 尾
6
事業所
9
合 計
61

大和分会では後藤和彦さんを議長に開催

10

【永江組織部長】
日頃のお仕事と組合
活動ご苦労さまです。
秋の拡大月間がはじ
まっています。準備月
間を８～９月、本月間
を ～ 月です。
一昨年から社保未加
入対策が根付き、みな
さんの奮闘と共に大き
く拡大に結び付けるこ
とができました。私た
10

25
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勝 立
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万７０００円、月給者
含めた総平均は１万５
６０８円（１２６４円
増）となっています。
また全職種平均では、

53

ながっています。 今
年度は、地域の実態や
課題を出し合 え
るような取り 組
みにしていこ う
と決まりました。
４つの地域で
「地域の集い 」
を開き、住民 の
方からの不安 や
要望を聞取り 、
必要なら現地を視察し
て、要望をまとめ市役

所などへ改善を要請し
ます。右の４地域で
「地域のつどい」が開
かれますので、気にな
る場所等あれば参加を
お願いします。集合場
所は組合まで連絡を。

９月28日(木)
手鎌地区 13:30
10月７日(土)
吉野地区 13:30
10月12日(木)
勝立地区 13:30
10月20日(金)
三池地区 18:30

として国交省は引上げ
ましたが、これまでの
私たちの運動の結果で
あり成果といえます。
しかし、アンケート
の引き上げが実施され、 の結果からもわかるよ
年度からすると ・ うに、単価や賃金の引
３％、５０８９円の引 上げはまだ履行されて
上げとなっています。 いないのが実態です。
これは賃金の低下と この引上げを現場で完
労働条件の悪化で若年 全実施させるため、公
労働者の入職減少が続 契約条例の制定などの
いて、労働者・技能者 取り組みが重要となっ
不足が顕在化してきた ています。

12

15

39

41

今年６月分の賃金実 から回答をもらいまし
態調査では、４３５人 た。それによると常用
（昨年４１６人）（一 大工で、１万４７４４
人親方・職人３２７人、 円で、昨年から４０４
事業主１０８人の仲間 円の増。手間請けは１

常用者１万３３４３円 前年より４４５円増で
８月３日に街角ウォッ
で昨年より２６７円の した。年収は３４３万 チング実行委員会が開
増。手間請１万５５６ ４千円で前年より１万 催され、今年度
５円で昨年より 円増、 ２千円の減。平均就労 の取組みについ
月給制平均は 万７３ 日数は昨年の ・４日 て話し合いまし
０３円で前年より３５ から ・４日に１日の た。毎年、地域
１５円増、全職種の総 増です。１日の労働時 での危険な個所
平均は１万３７１９円、 間は８・２時間と前年 や改善が必要な
から変わりませんでし 場所を調査し市
た。また生活面からみ 役所などに改善
た希望する日当は平均 要請を出してい
１万８０３７円（昨年 ます。この取組は地域
１万７５２３円）です。 での仕事おこしにもつ
昨年と比べて日当が
上がった ・９％（昨
年 ％）、５・５％
（昨年４・７％）の人
が下がった。事業主で
は単価が上がった人は
公共工事の設計労務
６・７％（昨年７・１
単価の基礎になる２省
％）で下がった人は
・６％（昨年８・１％） 協定賃金は、２０１３
年４月に全職種平均
となっています。
他のアンケートやモ ・１％、２０００円の
ニター制の家計簿調査 引上げが行われて以来
と合せて、国や県や自 ５年連続で、今年も３
治体交渉の重要な資料 月に年度を先取りして
として活用しています。 ８・６％、１５４４円

16

しかし、実態は ない現場も多い。請求
１次下請けまで してもその分値引きさ
は単価の引上げ れるなどの回答が多く
等は履行されて 寄せられました。
いますが、２次
今回の設計労務単価
定福利費を確保（労務 以下ではほとんど履行 の引上げには社会保険
費の ％）するための されていないのが実態 適用時の労働者の負担
「標準見積書」の運用 です。
分も加味されており、
を開始しましたが、専
アンケートの中でも、 国交省が指導する法定
門工事業者から「標準 現場によっては ％程 福利費の労務費単価
見積書」を提出したの 度の福利厚生費を払っ ％を上乗せするように、
は前年度から比べると てくれるところも中に 元請に対して工事単価
・１％から ・２％ はあるが、もっと下回 の引上げを実施させる
と倍増（建専連調査）。 るところや全くもらえ ことが必要です。
41

12

20

社会保険未加入問題
では、現場において社
会保険への加入の有無
だけが先行して、加入
の指導が強行されてお
り、法定福利費の経費
がでない零細業者にとっ
ては死活問題となって
います。事業者には法

24
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英子さんが壇上にあが ました。
広めていく運動が必要
り、車椅子ながらキッ
今年７月７日に国連 です。
パリとした口調で核兵 にて核兵器のない世界
大会宣言採択では、
器の被害者をつくらせ を実現するために核兵 国連にて採択された核
ない決意を述べられま 器禁止条約が採択され、 兵器禁止条約について
した。
核廃絶へ向けて大きな 触れ、被爆国である日
文化企画では、シン 一歩が踏み出されまし 本もこの条約に参加す
ガーソングライター・ た。
べきである。核兵器の
ユキヒロさんによる
しかし、日本も含め 無い世界への実現に向
「ＨＥＩＷＡの鐘」と、 条約に不参加の国もあ けて、さらに運動を前
九州のうたごえによる り、これらの国々に条 進させていくことが必
合唱の「ヒバクシャと 約に参加させるために 要な事を参加者全員で
共に」が披露され、核 も、核廃絶への運動を 確認しました。
廃絶を音楽で訴えかけ より一層強め、世論を
（武田通信員）

る公正な判決を求める
署名は随時集めていま
す。まだの方は組合ま
で。（中嶋通信員）

９月の行事予定

４日（月）アスベスト宣伝行動 大牟田駅前
４日（月） 九州建設アスベスト訴訟 福岡高裁
日（日）支部第 回定期大会 組合事務所
日（火）本部４役会議
県本部会館
日（水）支部パソコン会計 組合事務所
日（金）本部執行委員会
県本部会館
日（金）支部３役会議
組合事務所
日（火）社保協幹事会
社保協
日（火）総がかり宣伝行動 大牟田駅前
日（日）拡大支部執行委員会 組合事務所
日（月）社保協宣伝行動
ゆめタウン
日（火）社保協幹事会
社保協
日（水）支部パソコン会計 組合事務所
日（木）本部５役会議
県本部会館
日（木） 街角ウォッチング集い しおかぜ
日（木）新加入者教室
組合事務所
日（金） 健康ウォーク実行委員会 組合事務所
日（金） 役員班長合同会議
組合事務所

月 の 行 事 予 定

52

縄まで数多くの団体、
海外から参加した外国
の方々も含めて全体で
約７０００人が一斉に
集まって平和への祈り
をささげました。
原爆投下時刻の 時
２分に会場全体で黙と
う。被爆者である松谷

の大きな闘
いをむかえ
ます。世論
喚起を高め
て完全勝利するために
街頭での宣伝や支援、
署名にご協力をお願い
します。裁判所に対す
25

今年も原
水爆世界大
会が８月６
日に広島。
８月９日に
長崎にて開
催され、大
牟田支部か
らは３名が
参加しまし
た。
長崎大会
の会場には
北は北海道
から南は沖
８月５日（土）、ゆ 地裁で神奈川２陣の判
めタウン前の交差点に 決。 月 日は高裁で
て、毎月恒例のアスベ は初めてとなる東京高
スト裁判の街頭宣伝を 裁で横浜ルートの判決
行い 人の参加でした。 もでます。来年には東
全国各地で行われて 京・京都・福岡で高裁
いる建設アスベスト裁 判決がだされる予定で
判は、 月 日は横浜 す。いよいよ、最終版
27

災認定への取り組みに
ついて、病名ごとに説
明。また、労災認定を
勝ち取ったことで医療

10

基に今後の労災認定へ
と活かすための報告が
ありました。
九州社会医学研究所
31

８月はゆめタウンで署名行動

で被害者救済を考える
ことが必要だと訴えら
れました。
アスベスト被害での
肺ガンにおける国保組
合の医療費負担が、昨
今の新薬登場により、
急激に上昇。労災認定
を勝ち取ることは私た
ちの国保組合の存続を
財政的にも守ることに
つながるという報告も
ありました。
（小山田通信員）

１日（日） 全県幹部学校秋の出陣式 久山
３日（火） アスベストじん肺キャラバン 大牟田玉名

29 29 28 28 28 27 26 25 24 19 19 15 15 13 12 10

11

費の負担がなくなり、
家族の生活を経済的に
も守り、治療に専念す
ることができるという
話があり、本当の意味

11

所長の田村昭彦先生に
よる「建設従事者の職
業病」と題した講演で
は、アスベスト疾患を
中心に実例をもとに労

10

８月 ～ 日に全建
総連主催の全国労働保
険事務組合協議会・研
修会が神奈川県横浜市
の「建設プラザかなが
わ」にて全国 県連・
組合より１１１人の参
加で開催され、小山田
書記が参加しました。
全国から労働保険の
担当者が集まり、労働
保険事務組合としての
実務や職業病の労災認
定を勝ち取った事例を

10

24

世界各国代表と松谷英子さん（中央）

新築住 左記日程で開催されま
宅の省エ す。参加費用は、１０
ネ基準適 ００円（修了証発行費
合率を平 別）で申し込みが必要
成 年度 です。日程ごとに定員
までに１ は 名。申込みは、イ
００％と ンターネット。または
すること ファックスにて。申込
を目的と み用紙は組合にありま
し、地域 すのでご連絡ください。
の木造住
宅生産を
担う大工
技能者な
ど、断熱
施工 に か
かわる方を対象とした、
住宅省エネルギー施工
技術者講習会が全国各
地で行われ、福岡県内
でも開催されます。
近場では久留米会場で
http://www.shoene.org
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月 日（日）に地
元での仕事おこしにむ
けて、福建労の全支部
で一斉にチラシの各戸
配布を行います。
地元には様々な職種
の工務店や職人さんが

はち」さんこと岡部は
ち郎さんが組合にやっ
てきます。すばらしい
歌に楽しいトーク。先
輩たちを敬う会の一環
として行います。どな
たでも参加できます。

いるので、建設に関す
ることなら何でも福建
労の組合員におまかせ
くださいという仕事お
こしと、まだ組合に加
入していない仲間への
宣伝になっています。
後日、ビラを見て仕
事の依頼もきたりしま
す。地域のみなさんに
私たちを知ってもらう
ためにもみんなで参加
して成功させましょう。
集合場所と時間は各分
会より連絡があります。

15

15

現在、筑後協議会を
除く全県の組合費は４
０００円です。一昨年
の大会で平成 年 月
より全県で組合費の統
一が決定されていまし
た。
それにともない、大
牟田支部でも昨年の支

13

【武田和幸・ 才】
８月から入職した武

田和幸と申します。
まだまだ、至らぬ点
も多く、ご迷惑をおか
けする事もあるかもし
れませんが、日々努力
し少しでも早くみなさ
んの力になりたいと思
いますので、よろしく
お願いします。

してます。
先日納骨堂
の清掃に参
加し、ご先
祖様に元気に過ごして
ますと報告して来まし
た。
早く涼しくなってほ
しいです！
酷暑の日々、熱中症
に注意し頑張ろう！

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

【古澤喜美子
歴木Ａ】
残暑御見舞
い申し上げま
す。心配して
いた台風５号
も何んの影響
も無くホット

24

部大会で決定していた
とおり 歳までの組合
員は今年 月から組合
費は、４０００円にな
ります。但し、 歳か
ら 歳の組合員は３５
００円。 歳以上の組
合員は、２０００円で
す。

27

74

10

75

70

70

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。９月は
日 （ 水 ）と 日 （ 水 ）
の２回開催
します。午
後１時から
です。

【先月の答】①左上・入道雲の大きさ ②中央上・日よけの長
さ ③フラッシュの数 ④カメラのレンズの長さ ⑤右から２人
目の女性のお団子ヘア ⑥右上・ホオズキの鉢の数 ⑦右端の
人のズボンの裾

月 日のチラシ
配りの後お昼から、
「ふっくおかけん♪
けんせつろ～ど～く
みあい～♪ふっけん
ろ～♪」のラジオＣ
Ｍでおなじみ「おか

10月より新しい分会役員体制となります。
分会役員や班長さんの役割、組合共済の手続
き方法など、新分会役員の皆さんにお集りい
ただき、全体で学習します。そのあと、各分
会にわかれて、班長会議の日程や組合費の上
納方法などについて話し合います。
お忙しいなかかと思いますが、重要な会議
ですので、分会新役員と新班長のみなさんは、
必ずご参加いただきますようお願いします。
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