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
も原水爆禁止世界大会

に向け、核兵器の廃絶
や原発再稼働反対をア
ピールしなが
ら、多くの平
和への思いを
届けるため、
北は北海道、
南は沖縄の全
国各地から平
和行進が行わ
れています。
今年は長崎が
目的地です。
７月 日に
四ツ山公園で
熊本の仲間か
ら平和のタス
キを受継ぎ、
大牟田市役所
まで行進。組
合からは５名
が参加。今回
の沖縄から長
崎までの通し
23

九州建設アスベスト
訴訟は１陣高裁が結審
し、 月 日に判決が
でます。１陣の高裁判
決がでるまでは、これ
まで全国一丸となって
積み重ねてきた勝利判
11

昼からの行進は陽射しが肌に突き刺さります

11

行進 者は 、
神奈 川県 横
浜在 住の 米
山幸 子さ ん
（ 才）。
横須 賀の 米
軍基地には原子力艦が
入港してくる。原子力
空母化にも反対の運動
を続けている。核と人
類は共存できないとうっ
たえます。
日は大牟田市役所
からみやま市役所まで
歩くコースに大牟田支
部から８人と中筑後支
部から２人が参加しま
した。午前中は曇り空
24

78

決をさらに前進させる
ため、様々な取り組み
を実施していきます。
福岡裁判所まえでの
早朝宣伝。自治体議会
での「国に対する早期
解決を求める意見書」

真ん中が通し行進者の米山さん
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〒 836-0044
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で時折風もあり歩きや
すい天候でしたが、午
後からは強い日差しが
体力を奪います。約
㎞の道のりでしたが、
沿道からの「頑張って
ね」という心強い声援
も受けつつ、完歩する
ことができ、多くの平
和への思いを繋ぐこと
ができました。中には
奈良市からの参加者も。
日本は被爆国であり
ながら「核兵器禁止条
約」会議への参加すら
見送っている状況で、
とても核兵器に対して
国際的な責任を果たし
ているとは言えません。
世界には現在でも約１
万４千発以上の核兵器
が存在しています。私
たちが普通に仕事をで
きるのも、平和が成り
立っている上でのもの
です。仕事や暮らしを
守る為にも、仲間の運
動や署名で、日々の生
活を守っていきましょ
う。

採択。大牟田支部管内
では柳川市が残ってい
ますので９月議会をめ
ざして準備していきま
す。福岡高裁の裁判長
あての署名も何度も提
出してもらいましたが、
さらに一回り、法廷外
の運動で世論をひろげ
るため、みなさんの協
力をお願いします。

15

▼７月におこなわれた
参議員選挙、自公政権
を過半数以下に追い込
み、消費増税をキッパ
リ取りやめさせようと
がんばりましたが、そ
れは叶いませんでした。
しかし改憲に必要な３
分の２以下に抑え込む
ことはでき、最低の目
標は達成することがで
きました。それにして
も今回も投票率の低さ
には呆れました。国民
が関心を持たないのは、
政府の徹底した自己責
任論政策が子供の時か
ら叩き込まれているせ
いで、それを代弁する
かのようにマスコミの
報道仕方にも問題があ
るではないか▼令和と
Ｎ国という新しい政党
が議席を獲得し、政党
としての要件を得たこ
と、そして維新が前進
したことが特徴です。
彼らが言っていること
は既存の野党にない、
単純明快で、虐げられ
ている国民の思いを説
いたのではないでしょ
うか▼福建労のお抱え
国会議員、熱血弁護士
「仁比そうへい」氏を
三期目の国会に送り返
すことができなかった
ことが残念でなりませ
ん。建設アスベスト裁
判の判決と全面解決の
ため、なくてはならぬ
議員でした。でも涙し
ておられません。ます
ます消費増税と年金減
少が進められていく中、
仲間と一緒に生活防衛
の運動を取り組んで行
く決意です。

16

12

19

28

10

17

青年部石本さんが運転

35

33

７月４日（木）に、
を押しかえすため、世
大牟田支部にて労働安
論喚起の宣伝をと県内
全学校を開催。
キャラバンを再度実施。
大牟田労働基準
大牟田支部では６月 、
監督署の大橋安
日と７月 、 日に
全衛生課長を講
本部宣伝カーを使い街
師に、建設現場
頭宣伝とあわせ実施し
における労働災
ました。宣伝
害について学習
カーの運転は
しました。 名
青 年 部 の 石 本 残念ながら増税勢力を の参加。
さ ん も 乗 り 込 大きく後退させること
福岡労働局管
み 大 牟 田 支 部 はできませんでした。 内での労働災害
管 内 を 周 り ま しかし、生活と仕事を の発生状況は、
した。
守るため消費税は廃止 昨年の休業４日
７ 月 日 の に追い込まなければな 以上を伴う死傷
選 挙 結 果 で は、 りません。
災害が５５８０
人。 人が死亡。
７月 日 そ の う ち 建 築
に雇用保険 工 事 業 に お け
適用事 業所むけ の学習
会を開催し 人の参加
でした。
労働 者を雇う 場合事
業主に は、様々 な責任
が発生 します。 事業を
行って いくため 、労働
者を守 るために も事業
主の義 務を確認 してお
くことが必要です。
18

21

今年 の４月か ら働き
方改革 関連法が 順次施
行され ています 。労働
者を雇 う事業主 は、労
働時間の把握や 協定
書の提 出、就業 規則の
作成、 有給休暇 の管理
などが 求められ ます。
違反し た場合に は罰則
も設けられています。

勝立団地でマイク宣伝

28

29

した。署名は宣伝行動 の被害が広がらないた
の回数を重ねるにあた めの対策を求めていき
り、周りにアスベスト ます。福岡地裁では１
で被害にあったという ７０人が集まり門前集
方が多くなってきてい 会と傍聴行動後、報告
るように感じられます。 集会が行われました。
早急に国と企業は責任 次回の２陣期日は、
を認めさせ、これ以上 月 日です。

３月に行った消費税
増税県内キャラバン、
５月の九地協キャラバ
ンに続いて、参議院選
挙でなんとしても 月
から予定されている消
費税 ％への増税勢力
10

36

26

２陣の地裁期日５回 行動で通りかかりの方
目が７月 日に行われ にチラシと署名にとり
ました。裁判当日は、 くみます。「親類もア
原告と組合員、書記局 スベストで亡くなりま
人が参加。全支部各 した。被害がひろがら
地で街頭宣伝を実施し、 ないようにしたいです」
福岡地裁へ集結しまし と足をとめて署名に協
た。大牟田駅前の宣伝 力してくれる方もいま

大牟田駅まえで31人に署名を通じて宣伝

全木協が福岡県との 登録を募集します。ま
災害協定を締結したこ た、幹事工務店として
とにより、福岡県が災 の機能や関係する土木
害時の復旧施策として や設備、電工といった
応急仮設住宅建設時に 関係するすべての事業
福建労から「労働者供 者の登録もすすめてい
給事業」として大工技 ます。地域や行政の信
能者を送り出すことに 頼に応える体制を整え
なっています。そこで、 るためにも多くの登録
災害時に応急仮設木造 が必要です。
住宅建設に携わること
登録は組合事務所で
のできる大工技能者の 受け付けています。

４月の中建国
保交付会と５月
から１人３枚の
目標で取り組み
んだ厚生労働省
あての予算要求
ハガキ行動は、

３０８４枚が集まり７
月末に集中投函へ。
厚生労働省では全国
から集まった多くのハ
ガキを職員が全て読み
ながら確認します。手
書きのハガキが職員や
担当官の心を動かし毎
年補助金の獲得に大き
な力となっています。
上のハガキは娘さん
が書いてくれました。

る災害は３６０人で発 こと、墜落防止工法と
生し、７人が死亡。こ して、安全帯の設置設
こ数年４日以上 備の紹介がありました。
の休業を伴う私
災害事例をみながら
傷災害が増加傾 原因の説明では、中で
向にあると報告 も多かったのが、脚立
がありました。 や梯子を使用しての作
全国の状況でみ 業における災害が大変
ても、建築現場 多く、次に電動工具使
での墜落・転落 用時の災害。とくに木
が多く発生。主 造家屋の建設現場では
な原因として、 電動丸ノコの取り扱い
外部足場の設置、 方法の認識不足による
安全ネットの設 ものが多発。なにより
置が無かった。 自分は大丈夫との思い
安全帯を準備し が災害につながりやす
ていない。準備 い。熱中症についても
していても使用 注意喚起がされ、まわ
していない、取 りで症状が出たら軽度
付設備が無かっ だと思っても一人にし
たなどがあ ないで誰か付き添う。
げられ、足 病院に診せることも大
場からの墜 事と。
落防 止措 置
参加者には熱中症予
の充実やフ 防グッズを配り注意喚
ルハーネス 起をしました。後日、
型を使用す 参加者名簿は安全学習
るときの特 を行っている事業所と
別教育が必 して労働基準監督署へ
要になった 提出しました。

「自分は大丈夫」が危険

10
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フルハーネス特別教
育を７月 日（日）に
組合事務所で実施し、
人が参加しました。
平成 年６月の労働
安全衛生施行令が一部
改正され、今年２月か

の粉争に自衛隊が協力
自衛隊を
７月の参議院選挙では改憲勢力の３分の
する「集団的自衛権」
指揮でき
２の議席を防ぐことができました。しかし
を行使できるようにな
平和国家のありよう ることがうかがえます。
安倍首相は、引き続き改憲を目指す姿勢を
りました。それでも、 も変わります。現在、
自衛隊のための土地
表明しました。自民党は自衛隊を条文に明
日本への武力攻撃の恐 自衛隊は防衛省の行政 収用が可能となり、国
記するだけで大きな影響はない、と説明し
れのある「重要影響事 組織の一つと扱われて 防機密漏えいにはより
ますが、本当でしょうか。九条の会の事務
態」の場合は、「後方 います。改憲案を読む 強い罰則が科されるこ
局長の小澤教授に聞きました。
支援」に限るなどさま と、明治憲法下の天皇 とになります。大学は
ざまな限定を付けてい のように内閣総理大臣 軍事研究への協力を迫
ます。
が 「 統 帥 権 」 を 持 つ られ、公教育や自治体
局長官経験者らが違憲
それらを全部取り払 「実力組織」となって には軍事的な要請が強
であると訴え、全国で い、米国の戦争に自衛 います。閣議を経ずに まるでしょう。
大きな反対運動が起き 隊が関わることを可能
ました。
にすることに狙いがあ
自衛隊が海外にどん ります。
「侵略から日本を守 感じるでしょう。軍事
どん出ていくことに国
事実、自民党の改憲
民の支持はありません。 案は「自衛の措置」を る抑止力が必要」とも 的対抗関係はエスカレー
「国民の支持」を改憲 妨げないとしています。 いわれます。抑止力に トし、東アジアの緊張
の理由にするのは、論 これには集団的自衛権 は、他国の攻撃を阻止 はさらに悪化してしま
理のすり替えです。
が含まれると解するの するものと、圧倒的軍 います。
韓国の文在寅大統領
が妥当です。政府は従 事力で他国を威嚇する
来「必要最小限度」の ものとがあります。従 は、悲惨な朝鮮戦争を
実力行使として、自国 来、自衛隊は専守防衛 二度と起こしてはなら
を守る個別的自衛権の で、他国の攻撃から国 ないと、戦争状態の終
行使が認められると説 を守るという前者の位 結に向け北朝鮮と米国
の交渉を後押ししてい
明してきました。改憲 置づけでした。
それが、「空母」を ます。日本も平和な東
案ではこの「最小限度」
配備するなど米国と一 アジアにするために努
が消えています。
自衛隊を憲法に明記 緒に他国に武力行使で 力を尽くすべきです。
しても影響はないとい きるように変えられよ 憲法９条を変えるので
う自民党の説明は、ま うとしています。当然、 はなく、生かすことこ
中国や北朝鮮は脅威に そ今求められます。
やかしです。
９条に自衛隊を明記
すれば、自衛隊の役割
はさらに強まります。
そうでなければわざわ
ざ憲法を変える必要は
ありません。
安保法制では、他国

給されません。詳しく
は組合事務所まで。
労災保険加入し未納
が無い事や建設業許可
業者または、建設キャ
リアアップシステムの
事業者登録者などの要
件があります。（７本
以上購入の場合は添付
書類がさらに必要です）

県本部会館
偕成ビル
天草
ゆめタウン
司ロイヤル
組合事務所
組合事務所
東京

組合事務所
広島市
長崎市

８月の行事予定

６日（火） 大牟田社保協定期総会
６日（火）原水爆禁止広島大会
７～９日 原水爆禁止長崎大会
～ 日 お盆休み
日（土）全県書記局研修会議
日（日）県労連定期大会
～ 日 シニア友の会旅行
日（土）社保協宣伝行動
日（火）愛好会コンペ
日（水）支部パソコン教室
日（金）新加入者教室
日（土） 建設アスベスト全国連絡会議

15

22

９ 月 の 行 事 予 定

31 30 28 27 24 21 18 17 13

１日（日）第 回本部定期大会 ガーデンパレス
２日（月）支部執行委員会
組合事務所
５日（木）アスベスト街頭宣伝 大牟田駅前
８日（日）第 回支部定期大会 組合事務所

65

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。８月は 日（水）午後１時からです。

54

28

自民党は「国民の９
割が支持している自衛
隊を憲法に明記するの
は当然」と述べていま
す。大事なのは何を支
持しているのかという
こと。国民が支持して
いるのはあくまで災害
救援に従事する自衛隊
です。
自衛隊が国連平和維
持活動（ＰＫＯ）で派
遣されていた南スーダ
ンが内戦状態だったこ
とがわかった際、部隊
の帰国を求める世論が
高まり、実際に撤退し
ました。海外での戦争
参加に道を開く安全保
障法制が国会に提案さ
れた２０１５年には、
憲法研究者や内閣法制
降 は 使 用 し な け の予定。対象品は、谷
れ ば な ら な く な 沢製作所製のフルハー
り ま し た （ ２ ０ ネスセット商品３００
らフルハーネス型安全 ２２年１月１日までは ００円で補助額は１２
帯を使用する場合は特 経過措置として旧規格 ５００円。組合を通じ
別教育の受講が義務づ でも可）。新規格のフ て申請書と代金を納め
けられました。同時に、 ルハーネス型の購入に て購入。補助金支給決
一定の要件を備えた新 対して補助金がでます。 定後本人に振り込まれ
基準のフルハーネス型
補助金申請の受付は ます。補助金全体の予
安全帯を２０２２年以 ９月４日から中旬まで 算を超えた場合は、支

60人が受講の特別教育
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米海兵隊と訓練する陸上自衛隊

区分２：6,000円

必ず参加いただきま
すようお願いします。
病気や仕事などで、ど
うしても組合員本人が
出席できない場合はご
家族の方が代理でご参
加ください。

ガス溶接、コンクリート破砕器、ずい
道等の覆工、ずい道等の掘削等、砕石
のための掘削、鋼橋架設等、コンクリー
ト橋架設等、特定化学物質等及び四ア
ルキル鉛等、鉛、木材加工用機械、地
山の掘削及び土止め支保工、型枠支保
工の組立等、足場組立等、建築物の鉄
骨組立等、木造建築物の組立等、コン
クリート造の工作物の解体等、酸素欠
乏・硫化水素危険、有機溶剤、石綿

12

☆日 時
☆場 所

２ ０ １９ 年 ９月 ８日 （ 日） 午 後２ 時 ～
組 合 事務 所 ２階 （大 牟 田市 古 町）

年度の支部役員立候補を次のとおり受付けます。
支部 長、副支 部長、 書記長 、書記 次長、執 行委員 。
執行 委員につ いては 、分会 総会で の推薦を 得ての 立候補 となり ます。
54

【藤川清志 荒尾】
５月 日に福建労の
春のフェスティバルの
大運動会に参加させて
もらい弁当も食べて、
商品も沢山貰って帰り
ました。
その中で、前川清コン
サートが抽選で当選出
来、その日が来るのを

楽しみにして６月５日 学校にいっている時は 体に気をつけましょう。
の催しに大牟田文化会 お昼ご飯の用意もしな 【川島伸也 米生延命】
館へ行き超満員の中、 ければならないので、
私は現憲法の第９条
実物を見るのは初めて たいへんになります。 は日本の宝であり、世
でしたのでとても嬉し
かわいい孫のため頑 界の国々へ分けてあげ
く楽しいひとときを過 張ろうと思っています。 ねばならないと思いま
ごす事が出来ました。 【藤本憲子 田隈】
す。戦争はしたくない
これも組合に入ってい
７月に入り、梅雨入 し通常の兵器でも戦争
ればこそ。とても嬉し りになっているけど、 となれば多くの戦死者
く楽しかったです。母 ７月５日に初めてセミ がでます。今は核の時
ちゃんも、えらく喜ん の声をききました。梅 代です。互いに脅しあっ
でいました。
雨明もしてないのにと ていたら必ず核戦争が
【野田千代子 山川】 思いました。これから おきて、勝っても負け
もうすぐ夏休みです。 暑い日々が続きますね。 ても地球までも死んで
し ま いま す 。 だ
か ら 、命 を 懸 け
て 戦 争に な る こ
とを防止するた ました。いつもワンパ
め、憲法第９条 ターンな味なので、レ
を守らなければ シピを調べたら「一番
ならないと思い 美味しいお店のコロッ
ます。
ケ」っていうのがあっ
【浦清美 橘】 て隠し味が練乳とあっ
新じゃが、玉 たので作ってみたら、
ねぎがでたので、 すごくおいしかったで
コロッケを作り す。

県全体の組織数が14,000人到達を記念して、
支部対抗のゴルフコンペが開催されます。10月
18日に夜須高原です。参加費込みプレー代14,0
00円です。どしどし参加ください。

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。
００４４大牟田市古町３の２
福岡県建設労働組合大牟田支部

〒８３６

-

区分３：3,000円／作業主任者
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二級建築士、木造建築士、二級技能士、
二級施工管理技士、第二種電気工事士、
電気主任技術者（第三種）、電気通信
工事担任者、職業訓練指導員免許

８ 月 日 （火 ）～ 日（ 木） は 、お
盆休み のため 事務所 を閉めて います 。

【先月の答】①球審の帽子 ②捕手が落したボールの位
置 ③打者の左足 ④一塁走者の背番号 ⑤チアガールの
１人の位置 ⑥三塁線の位置 ⑦ピッチャープレートの長
さ

各分会で８月下旬か 大会での代議員を選出
ら９月上旬にかけて分 します。
会総会が開催されます。 分会総会は、組合で
分会総会では、１年 最も大切な会議のひと
間の取り組みや成果、 つで、分会に所属する
財政について組合員み 組合員の過半数の出席
んなで確認し、新年度 がなければ成立しませ
の分会役員や支部定期 ん。

一級建築士、設備設計一級建築士、構
造設計一級建築士、単一等級技能士、
一級技能士、一級施工管理技士、第一
種電気工事士、電気主任技術者（第一
種、第二種）、電気通信主任技術者、
登録基幹技能者

組合員全員を対象に「資格取得報奨
金制度」があります。（2018年４月開
始）資格取得をした場合、合格証の写
しを添付して申請することにより、取
得資格の区分に応じて10,000円、6,00
0円、3,000円が支給されます。
さらに青年部登録者は、今までと同
じく「たすけあい共済」のお祝金も申
請できるので、２倍に。ぜひご自分の
スキルアップも含めて資格取得をめざ
しましょう。申
請は分会を通じ
てしてください。
期限は資格取得
して６か月です。
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（４）
第５５９号
ば
し
あ
２０１９年
８月１日
区分１：10,000円

