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   熱中症の予防のために  
◎直射日光・照り返しをさえぎり、 

 風通しをよくする。 

◎日陰の風通しのよい休憩場所を確保し、

長めの休憩と、状況に応じた臨時の休憩

をとる。 

◎水分・塩分の補給を随時行なう。 

◎作業場所・作業内容を、状況によって変更

できるように、柔軟な作業計画を立てる。 

◎透湿性・通気性の良い服装にする。 

など、励行しましょう！ 
     
     
     
     
     

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

  組織人員の状況（人） 月間純増を達成  

R3 年 

期首 
６月末 

７月 

加入 
７月脱退 

(内死亡) 
７月末 

前月 

対比 

1,600 1,568 4 7(3) 1,565 -3 
 

 組織人員の減少は、組合のメリット低減に 

  直結する大きな問題です。 

みんなの声掛けで流れを変えよう！！ 

～全支部・分会で純増拡大を達成しよう～ 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
     

 
     

 上記の変更に伴い、既存の 310 円/3,100 円の証

紙は使用できなくなります。（無価値になります）組

合で建退共に加入の方で【310 円】/【3,100 円】の

証紙をお持ちの場合は、【大至急】組合にお持ちく

ださい。 
     

 

 
 
 
 
 

     

鶴岡市支援情報 
     

第 2 回 小規模事業者経営継続支援金 
 １回目の支援金の交付を受けた方も申請

できます。 
     

支援金額：１０万円または２０万円  

申込期限：令和３年１０月２９日(金) 

       原則郵送で提出 

対  象：  

▷市内に事業所を有する小規模事業者または

個人事業主      
▷今年４月～６月のいずれかの月の事業収入

が前年または前々年の同月と比較して 30％

以上減少している   

▷前年または前々年の４月～６月のいずれか

の月の事業収入が１０万円以上ある 

         (↑要件緩和!!）  

問合せ先：0235-29‐2715(9:30～16:30)  
     

中小企業等新分野展開等支援事業 
 中小企業者が新たな分野への展開や設備導入

を行った場合最高 200 万円を補助 

問合せ先：鶴岡市役所商工課 25-2111 内線 544 
     

資本性劣後ローン利子補給事業 
 中小企業者が新型コロナ対策資本性劣後ロー

ンを利用した場合、利子の一部を補助 

問合せ先：鶴岡市役所商工課 25-2111 内線 544 
     

※詳しくは鶴岡市広報･HP をご覧ください。 
     

 

○＝○○＝○○＝○○＝○○＝○○＝○○＝○○＝○○＝○○＝○○＝○ 

     

全建総連ポケットティッシュ 

活用のお願い 
 全建総連作成のポケットティッシュを各種工

事などに伴う近隣住民へのご挨拶の際などに、

ご活用頂ける方に分配いたします。ご協力いた

だける方は、組合までお出で下さい。無くなり次

第終了となります。 
     

○＝○○＝○○＝○○＝○○＝○○＝○○＝○○＝○○＝○○＝○○＝○ 
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組 合 員 の 明 暗  (敬称略) 

            

☆赤ちゃん誕生おめでとう！ 

 渡會 至 （湯野浜） 

 

◆お悔やみ申し上げます    

藤井 藤雄（余目/左 官）7 月 13 日死去 85 歳 

佐藤 昭一（三川/左 官）7 月 14 日死去 92 歳 

井上 俊男（櫛引/大 工）7 月 27 日死去 88 歳 

※組合共済申請を基に掲載しています。 

 
       

７月加入者･促進者  (敬称略) 

       

○新しい仲間         【促進者】   

 宮崎翠南斗 （櫛引/板 金） 【櫛引－宮野 薫】 

 鈴木 正幸 （櫛引/大 工） 【櫛引－鈴木正美】 

 今野 陽介 （板金/電気工） 【板金－阿部陽介】 

 上野 雄基 （鶴岡/内装工） 【 － 】 

 

【加入４名、脱退７名(死去者３名) 

組合員総数 1,565 名】 

 

 ９月５日（日）に 

大山下池湖畔遊歩道散策ウォーキン

グを開催します。（軽スポーツ大会） 

別紙案内をご覧の上、ぜひご参加ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

８月・９月の行事 

       

 ８／11   三役会            (組合) 

       庄内町申入れ【午後】     (田川) 

   12   北東地協幹事会           (山形 Web) 

   13－15 組合窓口夏季休業 

   18   全国労保事務組合研修会    (未定) 

   19   全建総連 住宅対策部会  (組合 Web) 

       組合監査会【午後】      (組合) 

   24   県連三役打合せ会       (山形) 

   25   全国建退共事務説明会   (組合 Web) 

   26   つるおか住宅活性化ﾈｯﾄﾜｰｸ幹事会 

                      (田川) 

   27   執行委員会          (組合) 

       全建総連オンラインセミナー② 

(各自 Web) 

   30   県連執行委員会        (山形) 

 ９／３   全建総連中央執行委員会   (山形 Web) 

   ５   軽スポーツ大会        (田川) 

   ７   木建パトロール        (田川) 

   ９   三役会            (組合) 

   13   県連組織拡大キャラバン行動  (田川) 

   15   執行委員会          (組合) 

   18‐20 全国青年技能競技大会     (島根) 

   21‐22 北東青協第 62 回定期大会    (青森) 

   22   全建総連オンラインセミナー③ 

(各自 Web) 

   29   委員会【午後】    (農村センター) 

☎📞☏✆☎📞☏✆☎📞☏✆☎📞☏✆☎📞☏ 

窓口夏季休業中の緊急連絡は 
執行委員長  川上清太郎 090-8785-1773 

副執行委員長 関 寛   090-7522-3392 

副執行委員長 和田 吉和 090-1495-9004 

までお願いします 
組合の夏季休業は、毎年 8 月 13 日～15 日です 

✆☎📞☏✆☎📞☏✆☎📞☏✆☎📞☏✆☎📞 
    

 

 住宅リフォーム支援補助制度 の  

活用で仕事の掘り起こしを！！ 
鶴岡市建築課   0235(25)2111 

三川町建設環境課 0235(66)3111 

庄内町建設課   0234(43)2211 

大蔵村地域整備課 0233(75)2111 
     

 

鶴岡地区協議会のみなさまへ 
グラウンドゴルフ大会のご案内 

 日 時 ８月２９日（日） 小雨決行 

1３:３0 集合 1４時開始 

 場 所 創造の森（羽黒町川代字向山 628） 

 申 込 8 月 1５日（日）・・支部分会長まで 

 参加費 ５００円 

（参加費は分会毎当日徴収します） 

鶴岡地協会員及びご家族 
（幼小中生はご遠慮下さい） 

申込みがないと、参加賞が準備できませんの
で、必ず、お申込み下さい。 
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建設国保ご加入の皆さまへ 
新しい被保険者証が 

発送になりました 

山形県建設国民健康保険被保険者証（被

保険者証）の更新に伴う『令和３年度 就労

形態・業務内容・労災加入状況申告書』の配

布、回収には御協力を頂き誠に有難うござい

ました。 

令和３年８月１日よりご使用いただく被

保険者証が７月末に建設国保組合より世

帯ごとに御自宅の方へ郵送になりました

（クリーム色の封筒です）。新しい被保険者証

は『薄茶色』です。古い被保険者証は、細か

く裁断をする等、各自の責任において処分し

て下さいますようお願いします。 

被保険者証に同封されている案内、今月

配布の『健康の広場』をご参考頂き、８月１日

より医療機関を受診される場合は新しい被保

険者証を提示して下さい。又、ケースの同封

はありませんので、ケースをご希望の方は、

組合窓口でお渡し致します。お声掛け下さ

い。 

７０歳以上の方は被保険者証と高齢受給

者証が一体化された被保険者証が交付され

ております。（窓口負担割合が記載された被

保険者証１枚の提示になります） 

被保険者証の紛失が増えております。取り

扱いには十分、ご注意ください。 
 
 

特定健診受診のオススメ 

特定健診受診券を紛失してしまった場合は、

田川建労の窓口で再交付のお手続きが必要とな

ります。 印鑑をご持参の上、お手続きを行って

下さい。 

※受診券は毎年３月下旬に該当者（40 歳～74 歳）

の御自宅へ郵送されております。 

 
     

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃ 

元請工事を受注しよう！！ 
 当地方の賃金相場形成の為にも、仲間で声を掛

け合い、仕事を掘り起し、元請工事の受注を増やし

ましょう。     
     

 
!! 

 組合員全員で「賃金アップ運動」を行ない、みん

なで賃金アップを実現しましょう。   
 賃金アップした金額で見積書を作成、お客様に

理解を得られるよう説明しましょう！  
     

法定福利費を見積書に 
記載しましょう。 

 簡易的な方法として、賃金の 13～16％を(一人親

方でも)事業主負担分の法定福利費として賃金と別

枠で見積書に記載する方法があります。   
 まずは、見積書に「法定福利費」の項目を設けて

みましょう！ それも…と言う場合は、諸経費な

ど既存の項目に記載するなど工夫しましょう！  
     

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃ 
 
     

令和２年４月以降 

小学校・中学校・高校に入学 

された組合員のお子様に 

図書カードを進呈中！ 

☑

☑
☑
☑
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☆∴∴☆∴講習会のお知らせ∴☆∴∴☆ 
    

☆ 既に定員に達しているものが多くなって ☆ 

☆ います。また、定員間近なものもありま ☆ 

☆ す。お早めにお申し込み下さい。    ☆ 
   

 ★労働基準協会連合会      023-674-0204 

●特定化学物質及び四ｱﾙｷﾙ鉛等作業主任者講習 
  ○ ９月３０日～１０月 １日    山形会場 

●有機溶剤作業主任者講習 
  ○ ９月１６日～１７日       山形会場 

    

 ★建設業労働災害防止協会 鶴岡 0235-22-2364 
      酒田 0234-33-0702 寒河江 0237-83-2211 

●車両系建設機械(整地･運搬･積込･掘削用)運転技能講習 
  ○１２月 ２日～ ３日      寒河江会場 

●車両系建設機械（解体用)運転技能講習 
  ○ ９月１０日（締切間近）    寒河江会場 

●高所作業車運転技能講習 
  ○１２月 ９日～１０日（締切間近）寒河江会場 

●不整地運搬車運転技能講習 
  ○１０月１９日～２０日       鶴岡会場 

●足場の組立等作業主任者講習 
  ○ ９月 ９日～１０日       鶴岡会場 

●型枠支保工作業主任者講習 
  ○１０月１４日～１５日(年度内最終)寒河江会場 

●小型車両系建設機械運転(整地･運搬等)特別教育 
  ○１０月 ７日～ ８日(予定外講習)寒河江会場 

●自由研削用といし(ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ等)の取替等業務特別教育 
  ○１０月 ５日(年度内最終)    寒河江会場 

●石綿（補講講習を含む）特別教育 
  ○１０月２６日(年度内最終)    寒河江会場 

●低圧電気取扱い特別教育 
  ○１１月１１日(年度内最終)    寒河江会場 

●巻上げ機の運転業務（ウインチ）特別教育 
  ○１１月 １日～ ２日(年度内最終)寒河江会場 

●足場の組立等特別教育 
  ○ ９月１４日（締切間近）    寒河江会場 

●ロープ高所作業特別教育 
  ○ ９月３０日(年度内最終)    寒河江会場 

●フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 
  ○１０月 ６日(予定外講習･締切間近)寒河江会場 

●丸のこ等取扱い作業従事者教育 
  ○ ９月 ８日          寒河江会場 

●ﾁｪｰﾝｿｰ以外の振動工具取扱作業従事者教育 
  ○ ９月２８日(年度内最終)    寒河江会場 

    

 ★陸上貨物運送事業労働災害防止協会 
     023-676-5560   庄内分会 0234-33-1770 

●フォークリフト運転技能講習 
  ○ ９月２２日・２３日～３０日   酒田会場  

  ○ ９月２２日・２７日(大特)    酒田会場 
    

    
    

 ★陸上貨物運送事業労働災害防止協会のつづき 

●はい作業主任者技能講習 
  ○ ９月 ９日～１０日       天童会場 

    

    

 ★ボイラ・クレーン安全協会  023-664-0085 
              酒田分室 0234-24-8737 

●玉掛け技能講習 (内３日間) 
  ○１０月 14～15 日・18～21 日 余目・鶴岡会場  

●小型移動式クレーン運転技能講習 (内３日間) 
  ○１１月４～５日・９～12日     山形会場  

●床上操作式クレーン運転技能講習 (内３日間) 
  ○１０月 ７日～１２日       山形会場  

    

 ★全建総連ほか実施団体 
    山形県連 023-666-7702 田川建労 0235-22-2832 

●登録建築大工基幹技能者講習 
  〇１０月 ３～ ４日 神奈川 

  〇１２月 ２～ ３日 福島・埼玉･岡山・北海道 

  〇 １月２７～２８日 長野・愛知・北海道・福岡 

  〇 ２月２０～２１日 東京・兵庫･北海道・香川 

※いずれも予定です。お問合せ・申込みはお早目に。 
    
    

    

 
   

☆∴∴☆∴∴☆∴∴☆∴∴☆∴∴☆∴∴☆∴∴☆∴∴☆∴∴☆ 
     

🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘 

解体、改修工事の石綿対策規制が強化！ 
事前調査が義務化されました！ 

     

◆工事開始前の石綿有無の調査(義務化) 
  開始時期：令和３年４月から     

  対  象：全ての建築物・工作物   

  方  法：書面と目視（現地調査）  

  調査結果：発注者への説明      

       現場への備え付け、掲示  

       ３年間の保存       
     

◆事前調査結果の報告(義務化) 
  開始時期：令和４年４月から    

  対  象：解体(80 ㎡以上)/改修(100 万円以上) 

  届け出先：監督署・都道府県等 
     

◆講習修了者による調査(義務化)   
  開始時期：令和５年１０月から   

  講  習：一戸建て等石綿含有建材調査者講習 

       一般建築物石綿含有建材調査者講習 

       特定建築物石綿含有建材調査者講習 

  【受講資格(予定)：石綿作業主任者講習受講者】 
     

 詳しくは、石綿総合情報 

ポータルサイトをご覧ください。 

 https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/ 
🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘🏠🏡🏘 


