３大要求のプラカードをそれぞれ掲げて、要求声をあげました

下記日程で一斉地方選挙が行われます。私たちの声を政治に届けてく
れる議員を増やすチャンスです。必ず、選挙にいきましょう。当日行け
なくとも期日前投票もできます。周りの仲間にも声かけをお願いします。

大牟田市議選挙
荒尾市議選挙

福岡市街に３大要求の声が響き渡りました

福 建労の ３大 目
標「消費税 ％ へ
の増 税阻止 」「 建
設ア スベス ト全 面
解決 」「公 契約 条
例の 制定」 を実 現
する ために 、福 建
労各 支部か ら福 岡
の冷 泉公園 に１ ３
００ 人が参 加し て
集会を開催しました。 山さんも参加して早期
行きのバスの中では中 解決をうったえました。
建国保の新年度更新説
午後からは、福岡県
明会も行い情勢と福建 集会が開催され、３０
労の３大要求を確認し ００人が集結。野党の
ました。
国会議員や各政党も参
集会には立憲民主党 加して市民との共闘で、
の野田国義参議院議員、 ４月の一斉地方選挙、
日本共産党の田村貴昭 ７月の参議院選挙で暴
衆議院議員も参加して 走する安倍政権をストッ
連帯の挨拶をうけまし プさせようと声をあげ
た。大牟田支部は１７ ました。集会後は、福
２人、貸切バス４台で 岡の街中を「増税反対」
参加。アスベスト訴訟 「社会保障をまもれ」
については、矢野さん など発しながらデモ行
と原告の石原さん、丸 進しました。
10

福岡県知事選挙
福岡県議選挙
熊本県議選挙

▼今年も桜が３月中に
満開を迎えました。で
も花冷えで夜桜見物に
はチョット寒すぎます
が、酒好きな者には寒
かろうがそこに酒があ
ればいいと、酒好きの
友人はいいます。私の
桜はやはり４月の入学
式ですが、なかなか自
然はそうはうまくいき
ません。▼早かったり
遅かったりしても季節
の移り変わりは必ずやっ
てきて郊外や野山に出
れば様々な花々が一斉
に咲き、山野草が芽吹
いていて春を堪能する
ことができます。▼一
方、仕事や暮らしの春
は待っててもやってき
ません。 月から消費
税を ％に増税させ、
軍事費の増大と社会保
障費の削減をおこなう
予算を強行成立させ、
実質賃金の値下がりの
中、さらに国民負担を
押し付けるものです。
▼４月は一斉地方選挙
です。①「消費税増税
に反対」②「アスベス
ト全面解決」③「公契
約条例制定」に賛同す
る候補者を議会に送り
出し、アベ政治を終わ
らせ政治の春を呼び込
みましょう。

10
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大牟田集会での学習
講演は、下関大学の関
野教授から「消費税増
税でどうなる景気、社
会保障」の講演があり
ました。
消費税が低所得者ほ
ど負担率が高いこと。
消費税が増税するたび

３月 日（日）、大
牟田市築町公園で「さ
よなら原発大牟田市民
のつどい」が雨の中行
われました。福建労か
らは 名が参加。全体
で２００名でした。
東日本大震災と福島
原発事故から８年にな
りますが、大量の放射
能汚染で、今なお、９

15

10

者への減税をなくせば、 きるとうったえました。
消費税を上げなくても
社会保障の財源はある。
４月の一斉地方選挙、
７月の参議院選挙で、
暴走する安倍政権を退
陣へ追い込むことで消
費税増税はストップで

24

に景気が悪化しること
が今までのデータで明
らか。大企業や高所得

求めるために毎年おこ
なっているものです。
公共工事の設計労務
単価が７年連続で引上
げられ、平成 年に比
べれば、 ％も上がっ
ています。しかし、現
場にはその引き上げが
廻ってきていません。
社会保険の完全適用
と他産業の労働者と同
じ賃金が確保され、若
者が魅力ある建設業界、
新３ （給料の引上げ。
希望が持てる業界へ。
休日を確実にとれる）
で現場が改善されるよ
うに今後も運動してい
きます。
48

23

３月 日に支部目標
険、中建国保、確定申
名を達成しました。
告、社会保険未加入問
組合を訪れた仲間は、 題の対策などの組合の
「仕事仲間がみんな福 情報を聞いての加入が
建労のこと言いよらし ほとんどです。
みなさんの日頃から 準備月間中の３月 日 たんできました」と組
拡大月間も残りひと
の声かけや訪問が実り、 に県本部拡大目標 名、 合員から労災や雇用保 月、全分会での達成め
ざして毎週木曜日の統
一行動日を中心に行動
していきます。
仕事確保、賃金引上
げ、重税反対、社会保
障充実など、私たちの
要求はたくさんありま

K

す。特に今年は、アス
ベスト被害で苦しんで
いる仲間、これから増
える多くの被害者のた
め基金設立にむけた運
動を大きく前進させる
年です。要求実現には、
仲間を増やす事が重要
になってきます。
知人や近所、現場の声
かけをお願いします。
未加入の仲間がいたら
ぜひ声をかけてくださ
い。

万人の住民
が故郷を追
われ、事態
は収束して
いません。現内閣は
「原発ゼロ」を求める
国民多数の声を無視し、
川内原発再稼働に続い
て、玄海原発の再稼働
を強行しました。
私たち国民が安心し
て暮らしていけるよう、
原発再稼働に断固反対
して、被害を生まない
よう声を上げましょう。

アメリカ生まれの詩人アー
サー・ ビナー ドさん を迎え
「合衆国憲法と日本国憲法と
この国のこれからについて」
と題し講演があります。前売
り券５００円ですが、組合員
の方は無料券さしあげます。
参 加の 方 は
組 合事 務 所
ま でご 連 絡
を。

雨の中ゆめタウンまでパレード

61

「住まいと暮らしを
この行動は、各分会
守り、災害時に不可欠 の役員が中心に最寄り
な建設職人が活躍する の駅頭で、出勤する労
には賃上げが必要」と 働者や消費者に理解を
３月 日に全国で一斉
に駅頭宣伝行動が行わ
れました。早朝から大
牟田支部管内の 駅頭
（ 大牟田、荒尾、銀
水、吉野、渡瀬、瀬高、
西鉄大牟田、新栄町、
銀水、柳川）と南関町
では、いきいき村にて
実施し 人が参加。

30

関野教授

56 16

10

15

３・ 重税反対集会
を３月 日は玉名税務
署管轄地域が玉名市民
体育館、３月 日は大
牟田税務署管轄地域が
大牟田文化会館にて開
催し全体で６００人。
福建労で２７５人の参
加でした。

準備月間の２月から
支部役員を中心に主要
交差点で、早朝宣伝を
実施しています。「お
はよう～、いってらっ

15

西鉄大牟田駅にて宣伝
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JR

しゃい」と手をふって
組合をアピールしてい
ます。３月１日は白金
交差点、 日は日出町
交差点、４月
１日は瀬高町
金栗交差点。
４月 日は高
田濃施交差点
で実施します。
朝７時から
分ですので、
近くの方は参
加ください。

拡大 達成
まで

春の目標 数
勝 立 3 0
米生延命 3 0
船 津 4 0
松 原 2 3
白 光 4 5
甘 木 3 0
歴木Ａ 2 0
歴木Ｂ 3 1
田 隈 5 9
橘 5 3
高 田 2 2
大 和 3 2
瀬 高 2 0
山 川 2 0
南 関 3 1
荒 尾 6 10
事業所 9 15
合 計 61 51
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永江組織部長が笑顔で宣伝

「消費税反対～」と声が上がる会場
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14:00～16:00 17:00～19:00

4月23日(火)

14:00～16:00 17:00～19:00

ました。（詳細は保険
証交換会等にて）この
健康診断で多くの仲間
が病気を早期発見・早
期治療を行うことがで
き、喜ばれています。
健診料等詳しいことは
事務所まで。
中建国保の被保険者
で 歳以上の方は家族
も含めて必ず受診をし
てください。
中建国保の被保険者と
歳以上の家族は無料
です。

中建国保以外の方は
次のとおりです。
福建労での基本健診
１１，０００円
企業健診Ａ
（ 歳と 歳以上）
７，０２０円。
企業健診Ｂ
（ 歳未満と ～ 歳）
３，７５０円。
40

4月24日(水) 9:30～11:30

諏訪公園
濃施交差点
各分会
各投票場
県本部会館
熊本空港
ゆめタウン
各分会
県本部会館
組合事務所

ホテルセキア

県本部会館
各投票場
福岡裁判所
福岡地裁
各分会

４月の行事予定

13

40

35

35

4月18日(木) 9:30～11:30

と関係ない作業を従業
員がすることがある場
合は、その部分につい
ても別途労災をかけて
おくことが必要なこと
などを確認しました。
また、フルハーネス
型の使用と特別教育の
義務化。キャリアアッ
プシステムが新しくス
タートするにあたり制
度の概要について説明
がありました。

米の山
病院 4月19日(金)

特別加入、雇用保険に
ついて。また、労働基
準法、労働安全衛生法、
労災保険法などについ 働者を１００日以上連
ても内容の確認があり れて行く人は、事業主
ました。
の特別加入。そうでな
事業主や一人親方の い場合は一人親方労災
特別加入の加入方法に へ加入）。また、作業
間違いがないか。（労 場や倉庫での建設現場

14:00～16:00 17:00～19:00

労働保険の制度説明
会を３月 日（月）に
労災保険適用事業所と
一人親方。 日（水）
に雇用保険適用事業所
向けに開催し、全体で
１２２人が参加しまし
た。労働保険の目的や
仕組み。労災の種類や

4月11日(木)

春の健康診断会を５
つの病院診療所で実施
します。自らの健康管
理をしっかり行うため
にも、年に１度の健康
診断をうけましょう。
また、今年度から中
建国保加入者の節目の
年齢による人間ドック
への一部補助も再開し

27 26 26 25 25 24 23 21 18 15 14 12 11 11

博多バスセンター

１日（水）第 回統一メーデー 築町公園
１日（水）支部執行委員会
組合事務所

５ 月 の 行 事 予 定

６日（土）全県書記局研修会議
７日（日）県知事・県議選挙
９日（火）築炉じん肺訴訟期日
日（木）建設アスベスト２陣
日（木）拡大統一行動日
～ 日 県シニア友の会交流会
日（日）春の大運動会
日（月）早朝宣伝行動
日（木）拡大統一行動日
日（日）市会議員選挙
日（火）本部４役・５役会議
日（水）愛好会コンペ
日（木）社保協宣伝行動
日（木）拡大統一行動日
日（金）本部執行委員会
日（金）新加入者教室
日（土）あさがおの会総会

CC

し、安全衛生法で
も使用を義務付け
ることになりまし
た。（施行は、今
年２月１日）
ハーネス型墜落制止
用器具を装着して作業
する際、６時間の特別
教育を受けていないと
いけません。
組合でも下記日程で
特別教育を実施します。
受講の場合は組合まで
ご連絡ください。

14:00～18:30

【受講料】組合員は6,000円
（他は10,000円）
登録された情報（経
験年数や取得資格など）
により事業所も技能者
も適正に評価される制
度です。
今後、建設産業で必
須になるシステムです。
登録はインターネット
や郵送申請のほか、組
合の窓口でも受け付け
ています。

4月16日(火)

39

14:00～18:30

組合事務所にて６時間講習を実施しま
す。受講の方は、組合までご連絡下さい。

年度更新の説明も

テムは、建
設技能労働
者や事業所
の情報をデータ化する
仕組みです。国が主導
し建設業関係団体が一
体となり、技能水準の
適正な評価や、工事の
品質向上、現場の効率
化などを目指して作ら
れました。

90

従来の「胴ベルト型
安全帯」は、墜落時に
腹部に強い力がかかり
内臓を損傷する事例が
発生。腹部だけで支え
る胴ベルト型でなく、
腿から上半身にかけて
広い部分で支える「フ
ルハーネス型」を普及

「建設キャ
リアアップ
システム」
がいよいよ
４月から本
運用開始さ
れます。
このシス

4月7日(日) 9:00～12:00

20

今回は実施しません
中友
診療所

36

4月26日(金)

さかき
診療所

14:00～18:30
4月22日(月)

中央
診療所

時間
日程
病院
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4月28日(日) 9:00～12:00

５月 １
日 （水 ）
はメーデー
で す。 国
民 がそ の

春のトレッキングは
九重の黒岩山に行きま
す。ミヤマキリシマが
咲く季節です。ピンク
に染まった自然をみな

組合の大運動会フェ のかけっこなどもり
ステバルを４月 日 だくさん。もちろん、
（日）に諏訪公園で それぞれの競技の参
開催します。９時
加賞もあります。運
分開会です。
動会の最後は、お楽
参加の方は分会、 しみ抽選会を開きま
または組合事務所へ す。ぜひ、家族一緒
ご連絡してください。 に参加してください。
分会対抗のパン食
い競争やアメ食い競
争、全員が参加でき
るゲーム、ちびっこ
30

14

がら春の山を楽しみま
す。参加費は１人２千
円（交通費と温泉代）
です。参加希望の方は
組合事務所まで連絡を。

私たち全員が加入し
ている福建労たすけあ
い共済に、小中学入学
祝い金があります。
組合員さんのお子さ
んが、小学校か中学校
に入学されたとき申請

【先月の答】 ①お風呂に浮かぶアヒルの位置 ②中央の男性・頭
のてぬぐい ③中央の男性の口 ④中央の男性の右の湯気⑤右下の
子の髪の毛 ⑥山の雪の形 ⑦右上の雲

により支給されます。
入学祝い金の申請期限
は６月末まで。早めに
分会を通じて申請され
ますようご案内します。
（組合費封筒裏参照）

【浦清美 橘】
やっと少し寒さが穏
やかになり庭のチュー
リップ達が芽をだしは
じめました。春が近づ
いてきています。息子
の末娘も小学１年生に
なります。本当に月日
の経つのが早いですね。

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

-

時々の要求を掲げ、団 功させるため、本人、
結と連帯の力を示す日、 ご家族、知人どなたで
労働者の祭典として大 も結構ですので、多数
きく発展してきました。 の参加を呼びかけてく
より多くの参加で成 ださい。

４月 日（木）は、九州建設アスベスト
訴訟第２陣４回期日に参加のため、事務所
を 閉めて います 。ご協 力をお願 いしま す。
11
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