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   総額 2707.3 億円を要求 
前年度予算比で 24.6 億円増を確保 

   

     

 2023(令和5)年度予算編成に向けた財務省へ

の各省庁の概算要求が8月31日に締め切られま

した。来年度概算要求基準(シーリング)につい

ては、公共事業といった政策判断で増減する裁

量的経費を10%削減する一方、防衛費･脱炭素･

子育て支援については上限を設けず、裁量的経

費の削減分の3倍を重要政策枠に充てるとして

います。発表された概算要求では、物価高騰の

中、金額を示さない事項要求が増えており、年

末の予算編成まで予断を許さない状況が続きま

す。 

 厚労省が財務省に提出した2023(令和5)年度

概算要求額は、33兆2644億円で2022年度当初予

算より6340億円、1.9％増で要求しています。 

 国保組合関係予算は、総額で2707.3億円とな

り、2022年度予算比で24.6億円増の到達を築き

ました。概算要求に向けて、この間ご奮闘・ご

協力いただいた組合員とそのご家族の皆様に改

めて感謝申し上げます。 

 厚労省の説明では、被保険者数については減

少(1.3％減）、医療費の伸びについては、一人

当たりの医療費を20万6942円(1万468円減)と積

算。別表のとおり、定率補助では1568.4億円、

調整補助金1060.9億円と増額の到達を築きまし

た。 
     

2023(令和５)年度 国保組合関係概算要求 

 
2023 年度 

概算要求 

2022 年度  

予算との増減 

定率補助 1568.4 億円 +8.4 億円 

調整補助金 1060.9 億円 +13.8 億円 

出産育児一時金補助金 18.0 億円 +0.4 億円 

高額医療費 

共同事業補助金 
32.9 億円 +2.1 億円 

事務費負担金 21.4 億円 -0.2 億円 

特定健診・ 

特定保健指導補助金 
5.7 億円 0.0 億円 

計 2707.3 億円 +24.6 億円 

※全建総連闘争ニュース第 62 期 10 号より抜粋 
     
 

     
     

     

労災事故多発注意報!! 
     

     

 組合員の労災事故が多発しています！  

 ８月末で２０件、昨年同期と比べると７件

(53.8％)増となっています。事故原因は多

岐に渡っていますが、不注意によると思われ

るものが多くなっています。 

 今一度、現場の整理整頓を心掛けると共に、

作業前の安全確認をお願いします。     
 

 
 
『賃金実態調査』への御協力 

有難うございました 
       

 今年度より集計方法が大幅に変わり、職種

別の集計をやめ、働き方区分のみとなりまし

た。単純な比較はできませんが、労働者で大

幅増、一人親方で横ばいとなりました。 

【令和４年度 賃金実態調査結果(平均)】 

R4.6 労働者 一人親方 
手間請け 

事業主 

労働日数 22.2 21.3 支払った賃金等 
労働時間 7.9 7.9 労働者 手間請 

月給制 135,378 - - - 
日給制 14,323 15,057 13,997 14,784 
前年年収 334.9 万 392.6 万 341.8 万 - 
上がった 27 16 48 
据置 192 183 130 

下がった 16 34 2 
土曜休有 144 119 73 
土曜休無 107 114 107 

*「一人親方･手間請」の賃金は、経費を引いたもの 

*「事業主」については職人に払った賃金等の回答。 
     

 １０月６日から最低賃金が 1 時間当たり

822 円から 32 円(3.89％)引き上げられ 854

円になる予定です。時給、日給、月給、いか

なる賃金体系であっても(見習いでも)これ

を下回ることは出来ません。   

 例：時給       ８５４円/時間  

   日給(８時間) ６，８３２円/日   

   月給(8H×21 日) 143,472 円/月   
            

国
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山形ゼロ災３か月運動 2022 
参加のお願い 

（令和４年１０月１日～１２月３１日） 
   

 山形労働局では、労働災害防止に向けた

機運が醸成され、個々の事業場が自ら積極

的に労働災害防止に向けた取り組みを行

うことを促進する観点から、「山形ゼロ災

３カ月運動・2022」を実施いたします。 
 田川建労でも趣旨に賛同し、組合員の皆

さんの参加をお願いいたしております。協

力いただける方は、組合に御一報下さい。

参加申込書等を FAX 又は郵送いたします。 
     

全建総連 仕事に役立つ 
オンラインセミナー[Zoom]9 月 10 月企画 

★９月２９日(木)18 時 30 分～20 時 15 分 

 第 1 部 地域工務店による 

     省エネリフォーム･リノベの提案 

  講師 岡庭建設(株)専務取締役･一級建築士 

     池田浩和さん 

 第 2 部 住宅金融支援機構より 

  「グリーンリフォームローン」のご説明 
     

★１０月２６日(木)18 時 30 分～20 時 10 分 

 日本の森林と木材利用促進 

  講師 林野庁 林政部 木材産業課長  
     齋藤健一さん 

申込方法 URL 又は QR コードから申込 
 ９月 https://us02web.zoom.us/ 

   webinar/ register/ 

   WN_dgBhxbqdTbOwHxaEQeD9jg 

１０月 https://us02web.zoom.us/ 

   webinar/register/  

   WN_wtdgcTuXTY2owLW0HzWgkQ 
     

≪職人技マグネットステッカー販売中≫ 

販売価格：８００円 

【サイズ：縦８ｃｍ×２０ｃｍ】 

 
 

 

   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  

R4 年 

期首 
７月末 

８月 

加入 
８月脱退 

(内死亡) 
８月末 

前月 

対比 

1,545 1,501 3 ７(3) 1,497 -4 
    

 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～ 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
     

８月加入者･促進者  (敬称略) 

○新しい仲間        【促進者】 

 佐藤正明（板 金/塗装工）【板金－阿部陽介】 

 朝比奈誠（鶴 岡/塗装工） 【 － 】 

 伊藤吉彦（鶴 岡/型枠工） 【 － 】 

【加入３名、脱退７名(死去者３) 

組合員総数 1,497 名】 
     
     

 

  田川建設労働組合    

 

◎ スズタケ塗装店(鶴岡市羽黒) 
○ 業務内容 一般塗装工事     
○ 就労形態 社員         
○ 賃  金 8,000～16,000 円／日  
○ 労災保険 事業所労災適用    
○ そ の 他 委細面談による    
○ 連 絡 先 090-8787-5148    

             



令和 4年 9.9 発行 

田川建設労働組合 

鶴岡市大塚町 26 番 13 号 

TEL0235(22)2832 FAX0235(22)3370 
 

- 3 – HP URL https://www.tagawa-kenrou.or.jp/ 

HP                 mail : tagawa-kenrou@tagawa-kenrou.or.jp               mail 
 

      

★主婦の会 研修会のご案内★ 
毎年恒例の『主婦の会研修会』を下記の日

程で開催致します。整理・収納の基本を学び、

ご自宅の整理整頓に役立ててみませんか？

皆さんのご参加お待ちしております。 

＊日 時；１１月６日（日） 

午前１０時００分開会 
※２時間程度の講習会です。 

＊会 場；田川建設労働組合 

＊講習内容；整理・収納の基本 

講師 うめつみちよ氏 

（暮らしんぷる代表） 

＊参 加 費；無料 
※お菓子のお土産付きです 

＊申込締切；１０月２４（月）まで 

田川建労へお申込み下さい 

（☎0235-22-2832） 

❖必ずマスクの着用等、感染症対策の上ご

参加下さい。今後の感染状況によっては、

変更になる場合もあります。 

❖準備の都合上、必ずお申込み下さい。 

 
技能検定は、技能の程度を一定の基準によって検

定し、それを公に証明する国家検定制度です。 

技能検定に合格すると法に基づいて「技能士」と称

することができます。 

技能者の皆さん、自分の技能に自身と誇りを持っ

て、この検定制度を大いに活用しましょう。（受検案内

抜粋）ご一報いただければ、受検申請書等送付します。 

受 付 期 間 

10 月 3日（月） ～ 

  10 月 14 日（金）【厳守】 
技能検定及び建築士に合格した組合員には、お祝金

が支給されます。合格証をお持ちいただき申請してく

ださい。（２年以内の申請が必要です。） 
  

 

<<定期健康診断実施のお知らせ>> 
毎年恒例の令和４年度組合主催定期健康

診断を下記の日程において実施いたします。

健診をご希望される方は、今月の配布物と一

緒に配布しております、『令和４年度健康診

断申込書』に記入し田川建労へご提出下さい。 

今回は、鼠ヶ関会場の申込になります。 

＊健診日程＊（令和４年） 

※今年度から三川会場での健康診断実施は

ありません。 

※申込み締め切りは、１０月１７日（月）と

なっております。 

※健康管理センターを会場とした健診は例

年通り令和５年１月、２月に実施致します。

申込書は１１月頃配布予定です。 

※今回は西田川地区（山戸・五十川除く）所

属の支部・分会の皆さんへ配布しておりま

す。他の支部・分会の皆さんもご希望があ

れば受診可能です。田川建労へご連絡下さ

い。   （☎０２３５－２２－２８３２） 

健診内容等、詳しくは別紙の『組合主催

定期健康診断実施のお知らせ』をご覧くだ

さい。 

今年度まだ健康診断を受診されていない

方は、この機会にぜひ受診して下さい。 

年に一度の健康診断をお勧め致します。 

 

組 合 員 の 明 暗  (敬称略) 
            

○ご結婚おめでとう！ 

 佐藤 竜太 （湯温海）  

☆赤ちゃん誕生おめでとう！ 

五十嵐流羽 （鶴 岡） 
          

◆お悔やみ申し上げます 

五十嵐常吉（鶴岡/大 工）８月 14 日死去 84 歳 

佐藤武太郎（豊浦/大 工）８月 15 日死去 81 歳 

小池 敬一（豊浦/大 工）８月 21 日死去 87 歳 

※組合共済申請を基に掲載しています。 
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組合主催 
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☆∴∴☆∴講習会のお知らせ∴☆∴∴☆ 
   

☆ ２～３ケ月後の講習も、既に定員に達し ☆ 

☆ ているものが多くなっています。    ☆ 

☆ また、定員間近なものも多くあります。 ☆ 

☆ 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 
  ○１１月 １日～ ２日（追加講習） 酒田会場 

●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者講習 
  ○１１月 ９日～１１日       酒田会場 

●有機溶剤作業主任者講習 
  ○１１月３０日～ １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１４日～１５日      寒河江会場 

●不整地運搬車運転技能講習 
  ○１０月２０日～２１日       鶴岡会場 

●型枠支保工作業主任者講習 
  ○１０月１３日～１４日(年度内最終)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 ３日(年度内最終)     寒河江会場 

●ロープ高所作業特別教育 
  ○ ９月２９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 
  ○翌３月１４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 
  ○１０月１３日・１７日～１９日   酒田会場 

  ○１０月１３日・２０日～２２日    〃   
    

 ★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１３～１４日・１７～２０日 鶴岡会場  

  ○１０月２４日～２８日       山形会場  

●小型移動式クレーン運転技能講習 (内３日間) 
  ○１１月 ７日～１１日       鶴岡会場 

●床上操作式クレーン運転技能講習 (内３日間) 
  ○１０月６～７・８・10・22・23 日  酒田会場 

    

※いずれも予定です。お問合せ・申込みはお早目に。 
    
    

    

 
   

☆∴∴☆∴∴☆∴∴☆∴∴☆∴∴☆∴∴☆∴∴☆ 

 

    

「エクセル初級Ⅱ講座」 
を開講します！ 

パソコンを使って、表計算やグラフを学んでみ
ませんか？ 

普段エクセルを使用している方も、今さら聞け
ないようなあんなことこんなことをこの機会に
解決してみてください。 
 ぜひこの講座を受講し、大切なお客様や取引先
へのご提案等にお役立て下さい。 
受講申込お待ちしております。 

受講申込お待ちしております！！ 
 

９月・１０月の行事 

【９月】         【１０月】 

11 インボイス制度講習会 ２－３ 北東地協 

東田川地協 G.G 大会       「技術講習会」 

14 青年部班長会議    ５ 建設国保担当者会議 

15 未来の匠育成セミナー ７ 建労安全パトロール 

17－19 全国技能競技大会 12 三役会 

21 執行委員会      14・15 賃金 PR 街宣行動 

25 神奈川土建記念式典  15－16 森とみどりの F 

27－28 北東地協定期大会 19－21 全建総連 

29 住宅対策部会【午前】        定期大会 

健康管理学習会【午後】24 教宣部会【午前】 

委員会【午後】    25 執行委員会 
            


