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建設連合倶楽部建設連合倶楽部
重要通知 平成25年11月発行

大阪府建設組合 〒550-0014  大阪市西区北堀江1-19-1  八光心斎橋AIRビル　TEL（06）6541-7136

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について
　皆様にご加入いただいております、大阪府建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数は13,872名と
なっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩んでいる現状で
あります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に650名の新規
加入があったのに対し、同期間の脱退件数は505名となっています。

　大阪府建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員数
の減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、平
成25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成25
年11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

速報

予  

告

大阪府建設組合の現況報告

大阪府建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在

§大阪府建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：650名 ／ ②脱退者数：505名 ／ ③合計：＋145名

§建連国保加入の40歳以上74歳までの被保険者に対する集団特定健診の実施
　受診者数：6,588名（府内59箇所／ 2医療機関にて実施）

§スポーツ大会・健康教室等の開催
　①カラダバランスチェック（H25.7.18｜7.19開催）

　②休日体験教室（H25.9.14~15開催） ／ ③トータルバランスケア（H25.11.14｜11.15開催）

§各種技能講習会等の開催
　①労働安全衛生講習会（H25.5.19｜10.20開催）／②フォークリフト技能運転講習（H25.6.20~30｜7.6~7開催）

　③高所作業車運転技能講習（H25.11.3~11.4開催）

　④小型移動式クレーン運転技能講習（H25.12.14｜12.15｜12.21開催予定）

§その他
　①プリザーブドフラワー教室（H25.7.30開催）

　②親子で楽しむサイエンスショー（H25.8.21開催） 

　③FPによる相談会（H26.1.21開催予定）  ／ ④税理士相談会（H26.1.22開催予定）
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建設連合倶楽部建設連合倶楽部
重要通知 平成25年11月発行

建設連合・福岡県建設組合 〒812-0011  福岡市博多区博多駅前1-3-3  明治安田渡辺ビル　TEL（092）474-7520

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について
　皆様にご加入いただいております、建設連合・福岡県建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数は
6,531名となっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩んで
いる現状であります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に210名の新規
加入があったのに対し、同期間の脱退件数は358名となっています。

　福岡県建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員数
の減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、平
成25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成25
年11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

予  

告

建設連合・福岡県建設組合の現況報告速報

建設連合・福岡県建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在

§福岡県建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：210名／②脱退者数：358名／③合計：▲148名

§建連国保加入の40歳以上74歳までの被保険者に対する集団特定健診の実施
　受診者数：4,559名（県内37箇所／ 3医療機関にて実施）

§スポーツ大会・健康教室等の開催
　①親子ふれあいアドベンチャー教室（H25.10.27開催）

　②血液循環改善教室（H25.11.22開催）／③ロコモ予防教室（H26.2.18開催予定）

§各種技能講習会等の開催
　①労働安全衛生講習会（H25.11.2開催｜H25.11.16開催）

　②有機溶剤作業主任者技能講習（H25.10.24~25開催｜H25.11.27~28開催）

§その他
　①スイーツデコ教室（H25.8.6開催）

　②フラワーアレンジメント教室（H25.11.2開催）

　③スノードーム教室（H25.11.27開催）
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建設連合倶楽部建設連合倶楽部
重要通知 平成25年11月発行

建設連合・和歌山県建設組合 〒640-8331  和歌山市美園町3-32-1  損保ジャパン和歌山ビル　TEL（073）425-5208

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について
　皆様にご加入いただいております、建設連合・和歌山県建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数
は2,602名となっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩ん
でいる現状であります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に75名の新規加
入があったのに対し、同期間の脱退件数は115名となっています。

　和歌山県建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員
数の減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、
平成25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成
25年11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

予  

告

建設連合・和歌山県建設組合の現況報告速報

§和歌山県建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：75名 ／ ②脱退者数：115名 ／ ③合計：▲40名

§建連国保加入の40歳以上74歳までの被保険者に対する集団特定健診の実施
　受診者数：1,222名（県内18箇所／ 11医療機関にて実施）

§スポーツ大会・健康教室等の開催
　①休日体験教室（H25.6.1開催）／②健康教室（H25.9.7開催）

§各種技能講習会等の開催
　①労働安全衛生講習会（H25.10.5開催）／②足場の組立等作業主任者技能講習（H25.9.10~11開催）

　③丸のこ等取扱い作業従事者教育（H25.11.20開催）

　④玉掛け技能講習（H25.8.6~8｜11.23~25開催）

　⑤小型移動式クレーン運転技能講習（H25.6.6~9開催｜H25.7.26~28開催）

　⑥自由研削砥石取替え試運転作業者講習（H25.11.6開催）

　⑦職長・安全衛生責任者教育（H25.10.22~23開催）

§その他
　①プリザーブドフラワーアレンジメント教室（H25.4.13開催）／②個別税務相談会（H25.12.14開催予定）

建設連合・和歌山県建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在
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建設連合倶楽部建設連合倶楽部
重要通知 平成25年11月発行

建設連合・富山県建設組合 〒930-0004  富山市桜橋通り6-11  富山フコク生命第2ビル　TEL（076）433-0545

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について
　皆様にご加入いただいております、建設連合・富山県建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数は
2,248名となっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩んで
いる現状であります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に109名の新規
加入があったのに対し、同期間の脱退件数は136名となっています。

　富山県建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員数
の減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、平
成25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成25
年11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

予  

告

建設連合・富山県建設組合の現況報告速報

§富山県建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：109名 ／ ②脱退者数：136名 ／ ③合計：▲27名

§建連国保加入の40歳以上74歳までの被保険者に対する集団特定健診の実施
　受診者数：956名（県内13箇所／ 3医療機関にて実施）

§スポーツ大会・健康教室等の開催
　①休日体験教室（H25.9.28開催）

§各種技能講習会等の開催
　①労働安全衛生講習会（H25.11.16開催）

　②低圧電気取扱作業従事者特別教育（H25.5.11開催）

　③自由研削砥石等取替及び試運転特別教育（H25.6.8開催）

建設連合・富山県建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在
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建設連合倶楽部建設連合倶楽部
重要通知 平成25年11月発行

建設連合・鹿児島県建設組合 〒892-0844  鹿児島市山之口町12-14  太陽生命鹿児島ビル　TEL（099）225-4541

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について
　皆様にご加入いただいております、建設連合・鹿児島県建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数
は2,185名となっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩ん
でいる現状であります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に93名の新規加
入があったのに対し、同期間の脱退件数は144名となっています。

　鹿児島県建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員
数の減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、
平成25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成
25年11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

予  

告

建設連合・鹿児島県建設組合の現況報告速報

§鹿児島県建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：93名 ／ ②脱退者数：144名 ／ ③合計：▲51名

§建連国保加入の40歳以上74歳までの被保険者に対する集団特定健診の実施
　受診者数：1,440名（県内9箇所／ 4医療機関にて実施）

§スポーツ大会・健康教室等の開催
　①親子料理教室（H25.8.30開催）

　②自然体験プログラム（H26年春開催予定）

§各種技能講習会等の開催
　①労働安全衛生講習会（H25.6.23開催）

　②木造建築物の組立等作業主任者技能講習（H25.10.24~25開催）

建設連合・鹿児島県建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在
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建設連合倶楽部建設連合倶楽部
重要通知 平成25年11月発行

建設連合・愛媛建設組合 〒790-0003  松山市三番町4-9-6  NBF松山日銀前ビル　TEL（089）941-0845

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について
　皆様にご加入いただいております、建設連合・愛媛建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数は
1,938名となっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩んで
いる現状であります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に68名の新規加
入があったのに対し、同期間の脱退件数は97名となっています。

　愛媛建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員数の
減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、平成
25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成25年
11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

予  

告

建設連合・愛媛建設組合の現況報告速報

建設連合・愛媛建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在

§愛媛建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：68名 ／ ②脱退者数：97名 ／ ③合計：▲29名

§建連国保加入の40歳以上74歳までの被保険者に対する集団特定健診の実施
　受診者数：926名（県内11箇所／ 6医療機関にて実施）

§スポーツ大会・健康教室等の開催
　①測定・マッサージ健康教室（H25.10.5開催）

§各種技能講習会等の開催
　①労働安全衛生講習会（H25.6.9開催）

　②足場の組立等作業主任者技能講習（H25.9.26~27開催｜11.7~8開催）

　③型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習（H25.10.17~18開催）

§その他
　①親子料理教室（H25.8.4開催）

Black



建 設 連 合 倶 楽 部 平成25年11月

- 4 - - 1 -

http://www.kenseturengo.com

建設連合倶楽部建設連合倶楽部
重要通知 平成25年11月発行

建設連合・石川県建設組合 〒920-0869  金沢市上堤町1-15  金沢上堤町ビル　TEL（076）224-4811

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について

建設連合・石川県建設組合の現況報告

　皆様にご加入いただいております、建設連合・石川県建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数は
1,919名となっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩んで
いる現状であります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に102名の新規
加入があったのに対し、同期間の脱退件数は73名となっています。

　石川県建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員数
の減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、平
成25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成25
年11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

§石川県建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：102名 ／ ②脱退者数：73名 ／ ③合計：＋29名

§建連国保加入の40歳以上74歳までの被保険者に対する集団特定健診の実施
　受診者数：931名（県内21箇所／ 6医療機関にて実施）

§スポーツ大会・健康教室等の開催
　①休日体験教室（H25.9.28開催）／ ②ボウリング大会（H26.1.19開催予定）

§各種技能講習会等の開催
　①労働安全衛生講習会（H26.3.15開催予定）

　②低圧電気取扱作業従事者特別教育（H25.4.6開催）

　③巻上機（ウインチ）特別教育（H25.4.7開催）

　④職長・安全衛生教育（H25.5.18〜19開催）

　⑤小型移動式クレーン運転技能講習（H25.9.19〜21開催）

§その他
　①劇団鑑賞（H25.11.16開催）

速報

建設連合・石川県建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在

予  

告
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建設連合倶楽部建設連合倶楽部
重要通知 平成25年11月発行

建設連合・広島県建設組合 〒732-0824  広島市南区的場町1-2-16  グリーンタワー　TEL（082）568-0062

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について
　皆様にご加入いただいております、建設連合・広島県建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数は
1,950名となっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩んで
いる現状であります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に143名の新規
加入があったのに対し、同期間の脱退件数は94名となっています。

　広島県建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員数
の減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、平
成25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成25
年11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

予  

告

建設連合・広島県建設組合の現況報告速報

§広島県建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：143名 ／ ②脱退者数：94名 ／ ③合計：＋49名

§建連国保加入の40歳以上74歳までの被保険者に対する集団特定健診の実施
　受診者数：645名（県内8箇所／ 4医療機関にて実施）

§スポーツ大会・健康教室等の開催
　①休日体験教室（H25.10.5~6開催）

　②プロ野球観戦（H25.8.23開催）

§各種技能講習会等の開催
　①労働安全衛生講習会（H25.9.7開催）

　②振動工具取扱作業従事者安全衛生教育（H25.6.22開催）

建設連合・広島県建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在
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建設連合倶楽部建設連合倶楽部
重要通知 平成25年11月発行

建設連合・熊本県建設組合 〒860-0806  熊本市中央区花畑町4-1  太陽生命熊本第2ビル　TEL（096）325-3622

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について
　皆様にご加入いただいております、建設連合・熊本県建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数は
1,514名となっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩んで
いる現状であります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に100名の新規
加入があったのに対し、同期間の脱退件数は65名となっています。

　熊本県建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員数
の減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、平
成25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成25
年11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

予  

告

建設連合・熊本県建設組合の現況報告速報

§熊本県建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：100名 ／ ②脱退者数：65名 ／ ③合計：＋35名

§建連国保加入の40歳以上74歳までの被保険者に対する集団特定健診の実施
　受診者数：827名（県内13箇所／ 5医療機関にて実施）

§スポーツ大会・健康教室等の開催
　①ヨーガ教室（H25.7.27開催）

§各種技能講習会等の開催
　①労働安全衛生講習会（H25.6.15開催）

§その他
　①ソーセージ作り体験・工場見学（H25.11.9開催）

　②絵本カフェ・育児相談座談会（H25.12.14開催予定）

建設連合・熊本県建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在
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建設連合・奈良県建設組合 〒630-8227  奈良市林小路町8-1  ニッセイ奈良若草ビル　TEL（0742）27-0841

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について
　皆様にご加入いただいております、建設連合・奈良県建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数は
1,363名となっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩んで
いる現状であります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に60名の新規加
入があったのに対し、同期間の脱退件数は83名となっています。

　奈良県建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員数
の減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、平
成25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成25
年11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

予  

告

建設連合・奈良県建設組合の現況報告速報

§奈良県建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：60名 ／ ②脱退者数：83名 ／ ③合計：▲23名

§建連国保加入の40歳以上74歳までの被保険者に対する集団特定健診の実施
　受診者数：683名（県内4箇所／ 4医療機関にて実施）

§スポーツ大会・健康教室等の開催
　①明日香村周辺ハイキング（H25.10.27開催）

§各種技能講習会等の開催
　①労働安全衛生講習会（H25.5.11｜6.1開催）／②職長・安全衛生教育（H25.6.19~20開催｜H26.1.22~23開催予定）

　③コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習（H25.6.26~27開催）

　④建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習（H25.7.24~25開催）

　⑤型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習（H25.8.21~22開催）／⑥玉掛け技能講習（H25.7.16~18開催）

　⑦石綿作業主任者技能講習（H25.7.10~11開催）／⑧小型移動式クレーン運転技能講習（H25.8.19~21開催）

　⑨高所作業車運転技能講習（H25.9.24~25開催）／⑩フォークリフト運転技能講習（H25.10.4~5｜10.7~8開催）

§その他
　①プリザーブドフラワー教室（H25.7.27｜8.3開催）／②親子パン教室（H25.7.27開催）

　③おせち料理教室（H25.12.14開催予定）

建設連合・奈良県建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在

Black



建 設 連 合 倶 楽 部 平成25年11月

- 4 - - 1 -

http://www.kenseturengo.com

建設連合倶楽部建設連合倶楽部
重要通知 平成25年11月発行

建設連合・宮崎県建設組合 〒880-0812  宮崎市高千穂通1-6-35  住友生命宮崎ビル　TEL（0985）26-1260

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について
　皆様にご加入いただいております、建設連合・宮崎県建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数は
969名となっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩んでい
る現状であります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に66名の新規加
入があったのに対し、同期間の脱退件数は58名となっています。

　宮崎県建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員数
の減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、平
成25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成25
年11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

予  

告

建設連合・宮崎県建設組合の現況報告速報

§宮崎県建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：66名 ／ ②脱退者数：58名 ／ ③合計：＋8名

§建連国保加入の40歳以上74歳までの被保険者に対する集団特定健診の実施
　受診者数：771名（県内7箇所／ 2医療機関にて実施）

§スポーツ大会・健康教室等の開催
　①休日体験教室（H25.8.3~4開催）／②健康教室「健康のために酢」（H25.6.8開催）

　③ボウリング教室（H25.11.9開催）

§各種技能講習会等の開催
　①労働安全衛生講習会（H25.6.8開催）

　②熱中症予防指導員研修（H25.6.11開催）

　③丸のこ等取扱い作業従事者教育（H25.6.25開催）

　④自由研削砥石の取替等の特別教育（H25.6.27開催）

　⑤新・総合工事業者のためのリスクアセスメント研修（H25.8.27開催）

　⑥低圧電気取扱い業務特別教育（H25.9.3開催）

　⑦現場管理者統括管理講習（H25.9.18開催）

建設連合・宮崎県建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在
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建設連合倶楽部建設連合倶楽部
重要通知 平成25年11月発行

建設連合・千葉県建設組合 〒260-0015  千葉市中央区富士見2-20-1  日本生命千葉ビル　TEL（043）227-2611

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について
　皆様にご加入いただいております、建設連合・千葉県建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数は
921名となっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩んでい
る現状であります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に103名の新規
加入があったのに対し、同期間の脱退件数は54名となっています。

　千葉県建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員数
の減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、平
成25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成25
年11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

予  

告

建設連合・千葉県建設組合の現況報告速報

§千葉県建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：103名 ／ ②脱退者数：54名 ／ ③合計：＋49名

§建連国保加入の40歳以上74歳までの被保険者に対する集団特定健診の実施
　受診者数：435名（県内6箇所／ 2医療機関にて実施）

§スポーツ大会・健康教室等の開催
　①休日体験教室（H25.9.28開催）

§各種技能講習会等の開催
　①労働安全衛生講習会（H25.5.12開催）

　②高所作業車運転技能講習（H25.6.17~20開催）

　③石綿作業主任者技能講習（H25.7.23~24開催）

　④足場の組立等作業主任者技能講習（H25.7.25~26開催）

　⑤職長・安全衛生責任者教育（H25.7.30~31開催）

建設連合・千葉県建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在
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建設連合倶楽部建設連合倶楽部
重要通知 平成25年11月発行

建設連合・茨城県建設組合 〒310-0803  水戸市城南2-1-20  南ウイング水戸ビル　TEL（029）231-2501

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について
　皆様にご加入いただいております、建設連合・茨城県建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数は
794名となっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩んでい
る現状であります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に38名の新規加
入があったのに対し、同期間の脱退件数は36名となっています。

　茨城県建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員数
の減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、平
成25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成25
年11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

予  

告

建設連合・茨城県建設組合の現況報告速報

§茨城県建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：38名／②脱退者数：36名／③合計：＋2名

§建連国保加入の40歳以上74歳までの被保険者に対する集団特定健診の実施
　受診者数：485名（県内14箇所／ 3医療機関にて実施）

§スポーツ大会・健康教室等の開催
　①休日体験教室（H25.8.31開催）

　②ストレス軽減のための健康教室（H25.9.28開催）

§各種技能講習会等の開催
　①労働安全衛生講習会（H25.9.28開催）

建設連合・茨城県建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在
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建設連合倶楽部建設連合倶楽部
重要通知 平成25年11月発行

建設連合・山梨県建設組合 〒400-0031  甲府市丸の内1-16-14  甲府フコク生命第1ビル　TEL（055）222-4801

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について
　皆様にご加入いただいております、建設連合・山梨県建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数は
567名となっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩んでい
る現状であります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に36名の新規加
入があったのに対し、同期間の脱退件数は34名となっています。

　山梨県建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員数
の減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、平
成25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成25
年11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

予  

告

建設連合・山梨県建設組合の現況報告速報

§山梨県建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：36名 ／ ②脱退者数：34名 ／ ③合計：＋2名

§建連国保加入の40歳以上74歳までの被保険者に対する集団特定健診の実施
　受診者数：331名（県内6箇所／ 5医療機関にて実施）

§スポーツ大会・健康教室等の開催
　①休日体験教室（H25.8.3~4開催）

§各種技能講習会等の開催
　①労働安全衛生講習会（H25.5.18開催）

§その他
　②プリザーブドフラワー体験教室（H26.1.18開催予定）

建設連合・山梨県建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在
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　一人親方労災保険にご加入中の皆様には26年度の労災保険料率が国で決定される「来年2月頃」に『納入の
お知らせ』を発送させていただきますが、その納入のお知らせに記載されている金額を期日までに組合に納
入いただくことによって、25年度の加入内容のまま26年度へ資格が自動的に更新されることとなります。その
ため、万が一、内容の変更や脱会等々をご希望の場合にはお早めに組合までご連絡いただきますよう、ご協
力のほどよろしくお願いいたします。
　下記の場合はその旨組合までご連絡ください。（ご連絡がない場合は今年度の内容のまま「納入のお知らせ」をお送り
させていただきます。）　尚、ご不明な点などがございましたら、お気軽に組合までお問い合わせください。

 ❶ 平成26年3月末までで一人親方労災保険を脱会する場合
 ❷ 一人親方労災保険の給付基礎日額を変更する場合
 ❸ 労災互助会の加入口数を変更する場合
 ❹ 労災互助会の休業補償追加特約の内容を変更する場合
 ❺ 保険料等掛金一式の納入方法を変更(窓口／振り込みまたは口座引落※1)する場合
 ❻ 組合費※2、保険料の納入区分を変更(分割※3／一括)する場合

※1　次年度分からの口座引落をご希望の場合は平成26年1月31日(金)までにお手続きが必要です。
※2　組合費は建連国保未加入の方のみ必要になります。
※3　分割納入のお手続きをおこなっていただくことによって、事務手数料・労災互助会掛金・労災互助会休業補償追加特約掛金を

除く、労災保険料と組合費（*2）について3回に分割して納入いただくことが可能です。

　昨年12月より、「組合費」・「建連国保料」・「一人親方労災保険料」等のお支払い方法につきまして、ゆうちょ
銀行に加え「銀行等各種金融機関」からの口座振替(引落)が可能（ただし、一部金融機関を除く）となっており、
すでに多くの方にご利用いただいております。
　お手続きがまだお済みでない方のうち、「仕事で忙しくて組合窓口に支払いに行くのが大変だ」、「支払い忘れ
が気になる」、「通帳で支払い管理がしたい」等といった方にとっては大変便利なサービスとなっております。
　本サービスをご希望の場合、所定のお手続きをおこなっていただくことによって、現行のお支払い方法から変更
することが可能になります。ただし、お手続月によって振替（引落）開始月が変わる等、諸 の々制約もございますので、
サービスの詳しい内容については所属組合までお気軽にお問い合わせください。

　建設業の許可・更新時や公共工事入札時等に社会保険の加入について行政が指導する取り組みを始めて
本年11月で1年が経過しました。
　現在は国交省の指導にもかかわらず社会保険へ加入しなかった企業が厚労省に通報される段階に入って
おり、現時点での通報は1,000社を超え、厚労省の指導にも応じなかった場合、年明け以降に国交省による
指導処分等が実施される見込みとなっております。指導処分でも改善されない場合は営業停止となりますが、
今後は状況を見ながら営業停止の時期や今後の取り組み等について検討されることとなり、状況が改善され
なければ未加入企業に対しては、さらに厳しい対応が求められる可能性があります。
　昨年11月から始まった取り組みでは、国交省や都道府県が建設業の許可時と許可更新時に社会保険未加
入が判明した企業に対し、まず4ヶ月以内に加入を求める指導を実施しますが、加入しなかった企業には
2ヶ月以内に文書で指導書を企業に通知します。それでも加入しない場合は厚労省に通報し、厚労省が指
導を実施することになります。指導に応じない場合には国交省が建設業法に沿って指導処分をおこない、最
終的には営業停止に踏み切ります。
　国交省が公表している6月末までの取り組み状況を見ますと、昨年11月以降に許可・更新を申請した
118,628社の内、4ヶ月以内の指導対象となったのが14,079社、その内、2回目の指導は3,302社で厚労省へ
の通報に至ったのは178社でした。7月以降に許可・更新の手続きを申請した企業を加えると通報に至った
企業は1,000社を超えていると言われています。
　処分については、社会保険未加入企業は許可更新を拒否されるのではないかと懸念されていますが、現
状ではそのような対応は想定されていません。その一方で、「厚労省からの報告や営業停止件数によっては新
たな対策が必要になるのでは」との考えも省内にあり、社会保険加入の進捗状況によっては、処分の強化や
建設業許可・更新時にもうひと段階厳しい対応をおこなう等、新たな対策に乗り出す可能性もあります。
　国交省が下請取引等実態調査（元下調査）で約16,000社の調査対象の内、約12,000社からの社会保険の加
入状況を集計した結果では、年金・健康・雇用の3保険全てに加入している企業の割合は92.2%で加入に向
けた取り組みが進展していることが確認されています。このため、まずはこれまでの取り組みの周知・徹底
に主眼が置かれています。
　未加入企業が社会保険に加入する理由には「許可行政庁から指導を受けた」、「未加入では元請けから工
事を受注できない」等、行政や元請企業による指導を挙げるケースが大半を占めました。このため国交省で
も建設業許可・更新時や経営事項審査時の加入指導とともに、下請指導ガイドラインに基づいた下請指導を
徹底させる考えとなっています。
　反対に社会保険未加入の理由には「民間工事の請負金額が低いため、法定福利費が捻出できない」、「経
営の先行きが不透明で加入に踏み切れない」といった事情もあるため民間発注者への働きかけや、標準見積
書の活用促進、さらなるダンピング（過度な安値受注）対策等にも注力していくことが予想されます。
　いずれにせよ今後の行政の動向に注視していく必要があります。

一人親方労災保険にご加入中の皆様へ
次年度の労災保険加入内容等を変更する場合は

その旨組合までご連絡ください

一人親方労災保険にご加入中の皆様へ
次年度の労災保険加入内容等を変更する場合は

その旨組合までご連絡ください

一人親方労災保険にご加入中の皆様へ
次年度の労災保険加入内容等を変更する場合は

その旨組合までご連絡ください

安心・確実・便利！！
銀行等各種金融機関からの

「口座振替（引落）サービス」をご利用ください!!

安心・確実・便利！！
銀行等各種金融機関からの

「口座振替（引落）サービス」をご利用ください!!

安心・確実・便利！！
銀行等各種金融機関からの

「口座振替（引落）サービス」をご利用ください!!

建設業における「社会保険適用強化策」の動向について建設業における「社会保険適用強化策」の動向について建設業における「社会保険適用強化策」の動向について
未加入企業は最悪の場合、営業停止処分に…
改善がなければ一層の厳格対応も！！

未加入企業は最悪の場合、営業停止処分に…
改善がなければ一層の厳格対応も！！
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建設連合倶楽部建設連合倶楽部
重要通知 平成25年11月発行

建設連合・山陰地方建設組合 〒683-0823  米子市加茂町2-108  SANKIビル　TEL（0859）37-3730

http://www.sanin-kensetsu.com

保険証更新にともない『保険資格確認作業』が実施されます。
建連国保にご加入中のみなさま

　平成24年4月1日以前から建連国保にご加入いただいている組合員の皆様は前回の保険証更新時に、それ
以降にご加入いただいている方は新規加入時に「確定申告書」や「源泉徴収票」等の税務関係書類を組合にご
提出いただき「建設業に従事されていること」、「法人事業所に属していないこと」、従業員の方は「従業員が4名
までの個人事業所の従業員であること」をご自身で証明いただいております。
　この確認作業は建連国保に限らず全ての国保組合に実施が義務づけられており、建連国保の場合は監
督官庁である厚労省ならびに愛知県の指導に基づき実施される非常に重要なものです。建連国保では保険
証の更新時（2年に1回）に実施することとなっておりますが、平成26年度がちょうど保険証更新の年にあたります。
　そのため、平成26年度の保険証更新に先立ち、来年3月より建連国保にご加入いただいている皆様には保
険資格確認作業に関するご案内を差し上げますのでご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
　※現時点での保険資格確認作業の内容については同封のチラシにてご確認いただけますのでご一読願います。

　本年4月よりオープンした建設職人検索サイト【サガツク】は、日増しに登録者が増えております。サイト内の掲
示板コーナーではお仕事に関するさまざまな書き込みがあり、その中でも特に多いものが求人に関する投稿で
す。「従業員を募集している」、「○○職人を探している」等、日々最新の情報が公開されております。
　「インターネットは不安だ」、「登録するのが面倒だ」と思われている方・・・。サガツクは建設組合に所属する
組合員の方 で々構成された検索・交流・PRのサイトであるため、安心かつ新鮮な情報を得ることが出来ます。
　登録がまだお済みでない方は新たなお仕事情報のツールとして、まずはサイト登録（www.saga-tsuku.jp）
から始めてみませんか？

※ご登録には事前にお届けしております「ID」と「パスワード」が必要になります。万が一、紛失等された場合は所属組合までご連絡
願います。

　本年12/28(土)から来年1/5(日)まで、組合窓口は年末年始のお休みをいただきます。
年末の業務は12/27(金)の17時までとなり、年始は来年1/6(月)の9時より通常通り業務
開始となります。休暇期間中は各種お手続き・電話によるお問い合わせ等を承ることが出
来ませんので、手続き等ございましたらお早めにお願いいたします。
　長期の休暇となり、皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力
のほどよろしくお願い致します。
　年の瀬も迫り、寒さもひとしお身にしみる頃となりましたが、どうぞお体に気を付けてお
過ごしください。来年が皆様にとって幸多き一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。

年末年始休暇のお知らせです!!
本年も組合活動にご協力いただき有り難うございました。

建設職人検索サイト【サガツク】が充実してきました
未登録の方は必見!!　貴重な情報も盛り沢山!!

平成25年度途中の組合活動状況について
　皆様にご加入いただいております、建設連合・山陰地方建設組合の平成25年11月1日現在の所属組合員数
は130名となっており、依然として廃業や転業に伴い組合を去られる方が多く、反対に加入件数も伸び悩んで
いる現状であります。

　具体的な組合員数の推移といたしましては平成25年4月1日から平成25年11月１日までの間に22名の新規加
入があったのに対し、同期間の脱退件数は2名となっています。

　山陰地方建設組合が加盟する日本建設組合連合の全国の加盟組合においても、同様に軒並み所属組合員
数の減少傾向が続いており、建設組合の主たる事業である建連国保の加入者数(全国40支部)においても、
平成25年4月1日時点で組合員数65,812名／家族を含めた被保険者数160,765名であったのに対し、平成
25年11月1日時点で組合員数64,800名／家族を含めた被保険者数156,289名となっています。

　建連国保以外の組合事業につきましては、昨年より行政が取り組みを始めた「社会保険の未加入対策」の影
響により、「一人親方労災保険」の加入件数は順調な伸びを示しています。これは許可行政庁からの指導や、
労災未加入の場合は元請けから工事を受注できない等の事例が多く見られるためであり、残念ながら建設業
就労者数の増加傾向、建設業界の景気回復傾向を示している結果とは言えません。

　世間ではアベノミクスなどの経済政策により景気回復が囁かれてはいますが、組合といたしましてはそうした
動向に浮かれることなく、今後も建設業者の方 に々事業メリットを訴え、組合活動をおこなって参る所存です。

　引き続き組合活動へのご理解ならびにご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

予  

告

§山陰地方県建設組合の加入者動静
　①新規加入者数：22名 ／ ②脱退者数：2名 ／ ③合計：＋20名

§広報活動の実施
　①制度関係ダイレクトメールの発送（H25.2月｜5月｜7月｜11月発送）

　②建設職人検索サイト「サガツク」ダイレクトメールの発送（H25.4月発送）

§慶弔見舞金制度の支給実績
　①結婚祝い金（1件）

　②入学祝い金（6件）

　③入院見舞金A（1件）

建設連合・山陰地方建設組合 平成25年度事業報告（年度途中／事業抜粋）※H25.11月現在

建設連合・山陰地方建設組合の現況報告速報
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