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受賞 おめでとう

ございます
〈国土交通省

建設ジュニアマスター〉
(青年優秀施工者不動産・建設経済局長顕彰)

羽黒支部 山本 秀康 殿
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〈鶴岡市 卓越技能者表彰〉

上郷分会 長谷川静夫 殿

１０月１８日(火)東京有楽町で開催され

た顕彰式典で山本秀康さん(羽黒･大工)が、国

土交通省「建設ジュニアマスター」を受賞さ

れました。また、長谷川静夫さん(上郷･畳工)

が鶴岡市「卓越技能者表彰」を受賞すること

が決まりました。受賞おめでとうございます。

==========================
組織人員の状況（人） 月間純増を達成

R4 年

期首
９月末

10 月

加入

10 月脱退

(内死亡)
10 月末

前月

対比

1,545 1,498 0 ４(2) 1,494 -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～
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

☎� ☏✆☎� ☏✆☎� ☏✆☎� ☏✆☎� ☏☎� ☏✆☎� ☏ 

窓口休業中の緊急連絡は
執行委員長 和田 吉和 090-1495-9004

副執行委員長 佐藤 力 090-5231-5080

副執行委員長 佐藤 晃 080-2816-5598

までお願いします
☎� ☏✆☎� ☏✆☎� ☏✆☎� ☏✆☎� ☏☎� ☏✆☎� ☏ 

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！

10 月末で 2４件、昨年同期(1８件)と比

べると６件増の『1.３倍』となっています。

事故原因は多岐に渡っていますが、いわゆる

「ヒヤリ！」「ハット！」が事故に繋がった

ものが多い様に感じられます。

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。

田川建設労働組合 求人掲示板

◎ 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

元請工事を受注しよう！！
（来年に向けた下準備の勧め）

当地方の賃金相場形成の為にも、元請工事

の受注を増やしましょう。

来年の受注を見越し、受注活動を活発化さ

せましょう。 山形県をはじめ、各市町村で

も様々な補助金制度を行なっております。そ

のなかには、地元事業者でなければ利用でき

なかったり、加算されたりと優遇措置も講じ

られております。いずれも人気の制度で、来

年４月以降の公的補助等を利用しようとす

れば、今から受注活動を始めないと申請時に

は予算に達し終了し間に合わない場合もあ

ります。
※４月以降にならないと詳細が判明しない

制度が多いので、お客様に説明するとき

は注意しましょう。
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【消費税インボイス制度】
万一、このまま制度が導入されたら、

どうすればいいの？
＜現在の課税状況別 対応例＞

［一例です詳しくは税理士等にご確認下さい］

【今、本則課税の事業者の場合】
①仕事をもらう(代金をもらう)立場なら

◆上位企業(仕事をもらう先)が本則課税業

者ならインボイス登録が必要

◆上位企業(仕事をもらう先)が消費者、免

税業者、簡易課税業者のみなら、インボ

イス登録不要

②仕事を出す(代金を支払う)立場なら

◆取引先(下請)に免税業者がいるか把握

◆免税業者の方への対応を検討する

・下請にインボイス登録を求めるのか

・下請がインボイス登録しない場合は･･･

・一方的な単価引下げは違法→単価交渉

・経過措置を頭に入れる
2023 年 10 月～2026 年 9月まで、

免税事業者からの仕入れは 80％控除

2026 年 10 月～2029 年 9月まで、

免税事業者からの仕入れは 50％控除

◆取引先(下請)の働き方が、労働者性が高

い場合は、雇用も検討

【今、簡易課税の事業者の場合】
①仕事をもらう(代金をもらう)立場なら

◆上位企業(仕事をもらう先)が本則課税業

者ならインボイス登録が必要

◆上位企業が消費者、免税業者、簡易課税

業者のみなら、インボイス登録不要

②仕事を出す(代金を支払う)立場なら

◆消費税の納税額は、みなし仕入れ率が適

用されるので、取引先(支払い先)に免税

業者がいても影響はない

③ただし、簡易課税は売上 5,000 万円以下

【今、免税事業者の場合】（一人親方とか）

①仕事をもらう(代金をもらう)立場なら

◆上位企業(仕事をもらう先)が消費者、免

税業者、簡易課税業者のみなら、インボ

イス登録不要

◆上位企業(仕事をもらう先)が本則課税業

者ならインボイス登録(課税業者になる

事)を求められることがある

・課税業者になる(消費税を上乗せで請

求できるか)→単価交渉(消費税拒否は違法）

・課税業者になるなら簡易課税を検討

・免税業者のままなら、上位企業(代金を

もらう先)が消費税を負担する事にな

るので、価格引下げを言われる可能性

がある→単価交渉

・一方的な単価引下げは違法

◆上位企業(仕事をもらう先)の専属外注な

ど労働者に近い状態なら雇用の相談

◆経過措置を頭に入れる
2023 年 10 月～2026 年 9月まで、

免税事業者からの仕入れは 80％控除

2026 年 10 月～2029 年 9月まで、

免税事業者からの仕入れは 50％控除

②仕事を出す(代金を支払う)立場なら

◆取引先からインボイスを貰う必要なし
●△■〇▲□●△■〇▲□●△■〇▲□●△■〇▲□●△■〇▲□●△■〇▲□●△■〇

年間売上 600 万円の免税事業者の影響試算
(免税事業者は課税売上 1,000 万円以下)

１．今、消費税を請求して【いない】人

1-1 免税事業者のまま「値引きに応じる」
（一方的な値引きは違法）

①年間売上 600万円→②消費税分約 55万の

値引き→③年間売上 545 万円

1-2課税転換して「消費税分値引きに応じる」
（一方的な値引き、消費税転嫁拒否は違法）

①年間請求 600 万円(545 万+税 55 万)→②

簡易課税による納税 55 万×40％＝22 万→

③年間売上 578 万円＝600 万-22 万

1-3 課税転換して「消費税(60 万)を請求」
①年間請求 660 万円(600 万+税 60 万)→②

簡易課税による納税 60 万×40％＝24 万→

③年間売上 636 万円＝660 万-24 万

２．今、消費税を請求して【いる】人

2-1 免税事業者のまま「値引きに応じる」
（一方的な値引きは違法）

①年間請求 600 万円(545 万+税 55 万)→②

約 55 万の値引き→③年間売上 545 万円

2-2 課税転換して「これまで同様に請求」

①年間請求 600 万円(545 万+税 55 万)→②

簡易課税による納税 55 万×40％＝22 万→

③年間売上 578 万円＝600 万-22 万
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<<組合主催定期健康診断実施

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、今月の配布物と同

時配布の、『申込書』に記入し田川建労へご

提出下さい。なお、健診機関で感染症対策を

行っており、例年と違う対応となる可能性が

あります。ご承知おき下さい。

※荘内地区健康管理センター会場の申込

書になりますので、必ず希望日の指定

をお願いします。

※申込み締め切りは、１２月９日（金）
となっております。

＊健診日程＊（令和 5 年）

実 施 日 実 施 場 所

１月１９日（木） 荘内地区

健康管理

センター

子宮がん検診実施日は

１／２０・２／１７です

１月２０日（金）

２月１６日（木）

２月１７日（金）

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。

令和４年度最後の集団健診です。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。

１１月・１２月の行事

【１１月】 【１２月】

13 東田川地区協議会 ５ 県連三役打合せ会

14 住・技対部部会【午前】13 県連執行委員会

15 労対部部会 【午後】15・16 石綿含有建材

16 社保対部部会 【午前】 調査者講習

賃・税対部部会【午前】16 木建安全パトロール

組織部部会 【午後】23 執行委員会

18 予算要求中央決起大会 29 事務局仕事納め

20・21 全国青協幹部会議

22 労災防止団体連絡会議 １／５事務局仕事始め

25 執行委員会

28 集団健診『鼠ヶ関』

30 組織拡大先進地研修

建設国保ご加入の皆さんへ

インフルエンザ予防接種補助金交付制度
について・・・

今年度もインフルエンザ予防接種の季節と
なりました。補助金の申請方法等は下記のよ
うになります。どうぞご利用下さい。

＊申請に必要な書類＊

①領収書（原本）
※原本での申請が厳守となります。

※領収書に・予防接種を受けた方の氏名・

予防接種を受けた日・予防接種を受けた

医療機関名・予防接種の金額・『インフル

エンザ予防接種代』と明記されている

上記の５項目が記載されていれば②の添

付書類は不要です。

②接種済証明書または母子手帳（いずれもコピー可）

※接種済証明書は申し出がないと証明書

が出ない医療機関があります。予防接種

受付時に医療機関窓口に申し出るように

して下さい。(明細書等の添付でも申請できます)

＊補助金額＊

毎年度１名につき２，０００円を上限として支給
※小学生以下の方は毎年度２回まで補助

金の対象となります。
（上限金額は１回につき２,０００円まで）

!!! ご注意ください !!!
・ ６５歳以上の方は予防接種法適用のため
対象外となります。

・ 市町村等からの助成が受けることができる
場合、対象外となります。

・ 建設国保被保険者の資格取得日より６ヶ
月以上経過した方が対象となります

❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆

建設国保 傷病手当金の申請について
建設国保に加入している組合員（本人のみ）が

病気やケガ（労災等除く）で休業した場合、傷病

手当金の給付申請を行うことが出来ます。 新

型コロナウイルスに感染し療養を行った場

合も、対象になります。陽性となった日や働き

方（従業員等）によって、ご準備頂く書類が違い

ますので申請を行う際は、一度、組合へお問い合

わせ下さい。

注＞＞下記の方は、給付対象外となります

＊建設国保資格取得か６ヶ月未満の方

＊休業中に給与や報酬の支払いを受けた方

❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆❖◇◆
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組 合 員 の 明 暗 (敬称略)

☆赤ちゃん誕生おめでとう！

宮崎 翠南斗 （櫛引）

◆お悔やみ申し上げます

岩本 貞男（鶴 岡/大工）10月23日死去91歳

本間 文二（温 海/大工）10月21日死去89歳

※組合共済申請を基に掲載しています。

▲▼■◆●△▽□◇〇▲▼■◆●△▽□◇〇

全建総連「労働安全標語」募集

全建総連では「労働安全標語」を募集しま

す。優秀作品には全建総連から賞品が贈られ

ます。 ぜひご応募ください。

内容 労働安全に関する標語

字数 できるだけわかりやすい表現で

簡素なもの

資格 組合員とその家族（お一人一点まで）

審査 全建総連労働安全衛生対策

全国活動者会議にて審査

賞品 最優秀作品１点

優秀作品 ９点に賞品が贈られます。

応募 任意の用紙・書式で『応募標語、お名前、

ご住所、電話番号、メールアドレス(お持

ちの方)』をご記入の上、令和４年 12 月

26日（月）まで組合に御持参またはFAX、

メールして下さい。

ほか 応募作品の著作権は全建総連に帰属しま

す。上位 10点を厚労省「全国安全週間の

スローガン募集」へ応募します。

△▽□◇〇▲▼■◆●△▽□◇〇▲▼■◆●

職業訓練指導員免許
資格取得講習
（４８時間講習）

職業訓練指導員に必要な指導方法に関する能

力を付与する為の講習会が実施されます。

受講ご希望の方は組合までご連絡ください。

ご一報いただければ、受講申込書等送付します。

〆切 １２月１６日（金）＊必着
今年度は、庄内会場でも

開催されます。

☆∴∴☆∴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
○ １月２６日～２７日 山形会場

●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

『建災防技能講習』申込を代行します
必要書類等(写真や必要資格の証明書等)をご

準備いただければ、組合で「空き状況の確認」・

「予約」・「申込」・「受講料の振込」を代行いたし

ます。詳細は事前にお問合せ下さい。

❖代行手数料：1 件 1,000 円(振込料込) 

同時 2 件目以降 500 円追加

※代行できるのは建災防の講習のみです

●車両系建設機械(整地･運搬･積込･掘削用)運転技能講習
○ ２月１３日～１４日ほか 寒河江会場

●不整地運搬車運転技能講習
○ ２月２０日～２１日(年度内最終) 寒河江会場

●足場の組立等作業主任者講習
○ １月１７日～１８日(年度内最終) 寒河江会場

●木造建築物の組立等作業主任者講習
○ ２月 １日～ ２日(年度内最終) 寒河江会場

●コンクリート工作物解体等作業主任者講習
○ ２月１４日～１５日(年度内最終) 寒河江会場

●足場の組立等特別教育
○１２月 ６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
○ １月３１日(追加講習) 寒河江会場

●丸のこ等取扱い作業従事者教育
○ ２月 ３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
○ １月13日･16～18又は 19～21日天童･寒河江会場

★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)

○１２月１５～１６日・１９～２２日 余目会場

●小型移動式クレーン運転技能講習 (内３日間)

○ １月２３日～２７日 山形会場

※いずれも予定です。お問合せ・申込みはお早目に。


