東京土建

小平東村山支部

群会議の話題

講習番号と講習名
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日 程 （９時～または８時30分～）

足場特別教育
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第２０号

①１/１８（木）技術研修センター（池袋）

②３/７（水） 技術研修センター（池袋）

２０１７年1２月16日
受講料

13,000円 18歳以上

２/１（木）技術研修センター（池袋）

7,500円 18歳以上
4,200円 18歳以上

自由研削砥石

２/１４（水）技術研修センター（池袋）

7,500円 18歳以上

丸のこ

２/１５（木）技術研修センター（池袋）

4,800円 18歳以上

熱中症

２/１５午後（木） 技術研修センター（池袋）

3,300円

２/１５（木）技術研修センター（池袋）

7,500円 18歳以上

２/１４～１５（水木）技術研修センター（池袋）

14,000円 18歳以上

２/１３～１５（火水木）技術研修センター（池袋）

17,200円 18歳以上

２/１７～１８（土日）城東職業能力開発センター（足立区綾瀬）

16,000円 18歳以上

１/２６～２８（金土日） 西多摩支部会館（青梅線小作駅近く）

21,000円 18歳以上

セットコース

電動工具安全取扱
セットコース

石綿・電動工具
セットコース 【NEW】

ガス溶接
技能講習

玉掛

高所作業車

１/２７～２８（土日）※タダノ主催、写真当日持参

14Hｺｰｽ：自動車免許（普・中・
41,800円 大）所持者
タダノ教習センター（江東区）

12Hｺｰｽ：小型移動式クレーン

39,800円 運転技能講習修了者

フォークリフト １/２９～２/１（月火水木）※ＩＨＩ主催

ＩＨＩ技術教習所（江東区）

31Hｺｰｽ：自動車免許（普・中・

38,000円 大）所持者

①小型車両系特別教育修了者か

①１/２５～２７（木金土）西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）

13-1
車両系建設機械

1日目は午後のみ１時30分～

(整地等)
技能講習

つ経験6ヶ月ｺｰｽ（当日に自動車運

37,000円

転免許証を不所持の方も含む）

特別教育修了証

コピー添付

②１/２６～２７（金土）西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）

13-2

かつ経験3ヶ月かつ自動車運転免

他

外
部
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二級建築士
受験準備 学科講座

一級建築士
受験準備 学科講座

木曜夜６時半～（毎週）と日曜９時～（月3回程度、一級建築士と同じ日）

１/２１～７月中旬 技術研修センター（池袋）
日曜９時半～（１/２１・２８・２/４・１１・２５・３/４・１１予定、4月以降も月3回程度）

18万円

７月の学科試験に向けた講座。
半年間の通しの講座として開催
します

18万円

７月の学科試験に向けた講座。
半年間の通しの講座として開催
します

新規

２/２０（火）技術研修センター（池袋）

30,000円 経験10年以上

更新

新規は９時～、更新は午後２時～（2017年3月未更新の方も）
※ﾘﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰへの登録料込み

20,000円 月未更新の方

増改築
相談員

１/１８～６月下旬 技術研修センター（池袋）

JW-CAD習得

１/１１～３/１５ 木曜10回 技術研修センター（池袋）
９時半～１５時半

2018年3月更新または2017年3

パソコン基本操作ができる方
フリーソフトを使い、CAD初心者
53,000円 でも基本から平面・立面図まで
じっくり学習します

建築士講習（NPO東京土建ATEC）

建築士定期講習

①１/１０（水）けんせつプラザ東京（大久保）、②１/２３（火）池袋（技術研修センター）、
③２/１９（月）けんせつプラザ東京（大久保）
④３/６（火）全建総連神奈川県連会館（東神奈川）

10,000円 ３年度ごとに受講義務

管理建築士講習

①１/１８（木）池袋（技術研修センター）、②３/２２（木）池袋（技術研修センター）

12,000円 管理建築士になる方

専
用

職業訓練法人東京土建技術研修センター主催。申込は支部事務所へ、受講申請書・受講料・認印・顔写真1
枚(30×25㎜・パソコン講習は不要)を持参します。 ※締切は２週間前（締切後の申し込みはできません。）
※遅刻厳禁。また技術研修センターには駐車場がありませんので、車での出席はお控え下さい。※キャンセ
ルは、事前に連絡いただければ全額返金します。※雇用保険助成金は事前申請が必要になったため、申込前に
支部へ相談をお願いします。

第２０号

２０１７年1２月16日

☆小平東村山支部 新春旗開きのお知らせ

東京土建小平東村山支部 187-0042 小平市仲町381
℡042-342-2846 FAX042-342-2848

群会議 四〇分

進め方

◆新しい仲間は丁寧な運営と説明、柔らかい
雰囲気づくりを心がけましょう。
◆「これは重要、これだけは…」、２ページの
情勢を読みあわせし、仕事や生活、不払いな
ど困っていることがあれば支部への相談を勧
めましょう。
◆共済申請、脱退などを確認し、記入を。
◆自分(夫)の現場、仕事つながりで組合未加
入の人がいないか、毎回確認しましょう。
◆欠席者へは分担して次回の連絡、納入など
を連絡します。仕事や生活困難が判ったら分
会役員と連絡をとり、相談を勧めましょう。
◆住所や連絡先が変更になった方には支部に
連絡をするよう伝えましょう。

②小型車両系特別教育修了者

許証所持者（※コピー添付）ｺｰｽ
受 29
験
準
備 54

群会議の話題

7,000円 18歳以上

２/１３午後（火）技術研修センター（池袋）

丸のこ・熱中症

小平東村山支部

受講資格／対象

１/２７～２８（土日）西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）
※2016年7月～新たに必要となった資格

東京土建

今月の群会議

自分と家族を守るため

これだけは
やりましょう！
☆実増に向け
年末仲間づくりにご協力を！

[とき]１月２０日土 19：00開会
[会場]小平市福祉会館5階市民ホール
[参加対象]組合員・家族
[会費]１人１０００円
立食形式となりますのでご了承ください。ま
た、参加の上限がありますので、参加希望の
方は分会役員にご確認ください。

☆後継者交流会「こだひが会」に参加で
横のつながり広げよう
[とき] 未定
[会場] 未定 立食形式
[参加対象]５４歳以下組合員本人
[会費]１人２０００円
詳細は、今月配布のチラシをご参照ください。

☆運動の成果でアスベスト訴訟勝利判決へ
東京土建では、2008年の東京地裁第一陣を
皮切りに、国と製造企業に対し謝罪と賠償を
もとめた建設アスベスト訴訟を提訴してきま
した。当初、横浜地裁では国・製造企業の責
任を認めない不当な判決でしたが、運動の成
果から、連続して勝利判決を勝ち取り、10/
27の東京高裁（神奈川ルート）判決では、一
審の敗訴を覆す勝利判決ができ、すべての訴
訟で勝利しました。
製造企業の責任も限定的ですが2地裁1高裁
で認める判決となり、国の賠償から除外され
る事業主への救済にも一歩前進しました。
最終的には裁判をせず、すべての被害者が
救済できる「石綿被害者補償基金制度」の設
立を目指し、裁判 での 勝利は もちろんの こ
と、世論喚起も重要な課題です。

組織実増に向け、１１月～１２月で年末仲
間づく りに２９人を目標 に取り 組んでいま
す。組合に未加入の仲間がいましたらご紹介
をお願いします。
☆土建国保を守るために
予算要求ハガキ要請へご協力を！
11～１２月に財務省宛てハガキ要請に取り
組みます。土建国保補助金を確保するための
大切な取り組みです。国保未加入の方も含め
てご協力をお願いします。
※１２月２１日までに支部に届けてください

☆署名にご協力ください

☆賃金討議に参加しよう！（再掲）

健診受診率アップと合わせた健康指導率アッ
プのため、国保組合依頼の業者より、個別健
康サポートの個別呼びかけがありますので、
連絡の際には、ご協力をお願いします。

討議 資料に基づいて意 見交換 をし、アン
ケートの提出をお願いします。いただいたア
ンケートの情報は来年の企業交渉など賃金運
動に反映します。

◆関西建設アスベスト公正判決署名
◆府中市教員不当解雇反対署名

☆支部機関紙小平東村山新年号の配布方法
について
「小平東村山」新年号の配布方法について、
昨年は旧小平方式の郵送配布をしました。教
宣部 で討 議 し、 2 0 1 8 年 1 月 号 の 配 布方 式
は、旧東村山方式に習い1月群会議での配布
となりますので、ご了承ください。

☆個別健康サポートへご協力ください

東京土建

小平東村山支部

群会議の話題

第２０号

東京土建

小平東村山支部

群会議の話題

第２０号

２０１７年1２月16日

◆１月書記局会議

事務所の平日休業

☆本部分会機関紙コンクールの結果
美園・南が特選、野火止・青年部が入選

12

[とき]１月１４日土 10：00～１４：00
[会場]小平市津田団地集会所
[内容]餅つき（青年）、けんちん汁（主婦）
[会費]無料
飲み物の差し入れ大歓迎
[備考] 詳細はチラシをご覧ください
※食中毒防止のため、お餅の持ち帰りは不可

11月19日（日）本部通信員総会で、分会
機関紙コンクールの結果が発表され、
「MISO
NO ～絆～」
（美園）、
「九道の辻」
（南）が特選
に選ばれ、
「野火止分会」
（野火止）、
「MEN'S
LINE」
（青年部）が入選しました。入賞した
分会の皆さんおめでとうございます。

26

☆アスベスト健康教室・原告団交流会

☆確定申告相談会の予定

[とき]１２月２０日水 19時３０分～
[会場]支部事務所３階
[内容]アスベスト教室、原告団交流

◆相談会期間（予定）

月 日火

終日事務所を閉めさせていただきます。午後から

☆青年・主婦共催 餅つき大会

☆建築カレッジ２３期生募集

19

建築カレッジの第２３期生を募集していま
す。仕事を手伝い始めたお子様や従業員など
お声かけをお願いします。
【募集詳細】第４回募集
[締切] 2月1日木 [試験日]2月７日水

年末調整相談会

１月５日金～ 日金（ 時～ 時、 時～ 時・
土日休日を除く）の期間で年末調整相談会を開催し
ます。支部事務所まで予約をしたうえでご来所くだ
さい。必要書類等詳細は支部までお問い合わせくだ
さい。

20

本部経営相談

23

は職員中心に電話対応させていただきます。

29

事務所の年末年始休業

19

12

日時・・・ １月 日 火、２月 日火
会場は本部、要予約です。支部までお問い合わせ
ください 。

18

駅頭宣伝行動

時～ 時

18

月 日火

17

13

◆消費税駅宣 小平駅

12

19

月 日金～１月４日木

時 分～

13

右記の期間、支部事務所を閉めさせていただきます。

無料法律相談

日時… 月 日水

☆小平親子映画「この世界の片隅に」上映会
[とき]１２月２４日日 ①10時３０分～

②１４時30～
[ところ]ルネ小平 中ホール
[料金]前売り ８００円
当日 １０００円（４歳以上）
５００円 （障がい者）
[申込み・問合せ] 支部まで

２月１５日木～３月８日木）まで
◆日曜相談会（予定）
２月１８日・３月４日・３月１１日の３日間
（うち一日は東村山市民センター）
◆夜間（予定）
２月１９日月、２６日月、２７日火
（うち一日間は市民センター）
※新支部会館の工事の進捗、東村山市民セン
ターの予約が未定のため、予定となっていま
す。
※昨年相談者・ここ１年の新加入者（事業所
従業員を除く）に対して、１月中旬に案内発
送を予定しています。
※予約申し込みは、ハガキが到着した後とな
ります。あらかじめご了承ください。

10
12

講習番号と講習名

13

1

15

作
業
主
任
者

木造建築物
の組立て等

日 程 （９時～または８時30分～）

受講料

受講資格／対象

２/２１～２２（水木）技術研修センター（池袋）

11,000円 経験３年以上

１/３０～３１（火水） 技術研修センター（池袋）

11,000円 18歳以降の経験３年以上

２/７～８（水木） 技術研修センター（池袋）

11,000円 経験３年以上

２/２０～２１（火水）技術研修センター（池袋）

11,000円 18歳以上

2

足場の組立て等

3

型枠支保工

8

有機溶剤

9

石 綿

１/２５～２６（木金） 技術研修センター（池袋）

11,000円 18歳以上

10

酸欠・硫化水素

１/２２～２４（月火水）技術研修センター（池袋）

19,000円 18歳以上

職
14
長

職長・安全衛生
責任者教育

①１/１０～１１（水木）

（

共
済
・
資
格
取
得
祝
金
対
象

の組立て等

）

今月の配布資料

◆群会議の話題 本紙
全員
(
)
◆けんせつ
全員
◆小平東村山
全員
◆分会新聞 発行分会のみ
全員
(
)
◆餅つき大会チラシ
全員
◆後継者交流会「こだひが会」チラシ群５
◆アスベスト健康教室チラシ
群３
◆予算要求ハガキ（財務省・追加分）群５
◆関西アスベスト訴訟公正判決署名 群２
◆府中教員不当解雇反対署名
全員
◆２０１８年土建国保カレンダー
全員

情勢を読み合わせて意見などを
出し合いましょう

25

時～ 時

この特別国会では「働き方改革」など、重
要 法 案 は1 月 通 常 国 会へ 先 送り する 事と な
り、
「教育無償化」論議では、衆議院選公約時
の全対象を早々に崩し、所得や対象の制限も
始まっています。
安倍首相は「憲法改正の議論」要望を声に
出しており、11/24全国知事会が参院選挙に
関わる憲法改正草案を発表、改憲論議は一歩
一歩進んでいます。
私たちは、
「くらしと命を守る為の政治」を
目指してもらうために、運動を進め声を大き
くしていきましょう。

20

12

月 日月

《改憲だけは着々と》

12

時～ 時

日経平均株価を見ると9月以降2万円越えを
キープして、順調な景気回復として いまし
た。しかし同時に「庶民に実感がない意見を
多く聞かれる」状況が顕著で、企業の設備投
資と内部留保（ため込み）が右肩上がりでも
人件費が横ばいのままであるデータも各所で
発表されています。以前からの報道で「輸出
産業・大企業だけの恩恵」と批判され続けた
経済政策ですが、私たちへの政策へシフトを
変える時はまだ訪れていません。

◆消費税駅宣 久米川駅

《経済動向は開きが進み続け》

場所…支部事務所

第4次安倍内閣の発表と合わせ11/1から特
別国会が開かれました。しかし安倍首相の所
信表明は、開会2週間という異例の遅さで所
要時間も15分とこれまでの所要時間の半分で
した。森友・加計問題に焦点が当たる国会で
あることは明白で「建設的な説明」を求めら
れましたが、解明には至っていません。11/
28の予算委員会でも、野党質問も集中しまし
たが、徹底調査も行われないまま、不信感に
満ちた国会運営が続いています。

12

30

◆憲法駅宣 小平駅 １月９日火

《特別国会は開かれたが…》

※電話で要事前予約

11月は、70周年どけんまつり参加をメイ
ンに、予算要求集会（支部40名、全体3700
名）、小平市民集会（支部40名、全体70
名）、定例憲法駅宣など、集会・宣伝活動を多
く行いました。11/12の70周年どけんまつ
りは晴天に恵まれ、支部253名（全体1万
人）参加で賑わいました。また11/11・12
には東村山市産業まつりが開催し、東村山住
宅サービス協力会が参加しました。11/20に
は小平市技能功労表彰が行われ、
「増田昭弘
（美園）、中根信行（一ツ橋）」両名が表彰を受
けました。

２０１７年1２月16日
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(リスクアセスメント含む)

足場作業主任者
能力向上教育

新入職者教育
中堅者教育
〃

1 日間ｺｰｽ

技術研修センター（池袋）

②２/７～８（水木） 技術研修センター
③３/７～８（水木） 技術研修センター

２/２０（火） 技術研修センター（池袋）

8,000円

①１/１７～１８（水木）

②３/６～７（火水）

技術研修センター（池袋）

技術研修センター（池袋）

２/７～９（水木金）技術研修センター（池袋）
２/９（金）技術研修センター（池袋）

14,000円 20歳以上がふさわしい

※熱中症（作業管理者向け）教育
も、この中で実施します

足場作業主任修了者
※修了証添付

9,300円 18歳以上
18,000円 管理者の方
5,000円

職長教育を最近（3～4年以内）受
講した、管理者・経営者の方

