★家財共済で給付金が支給される例★

組合では、火災や自然災害に遭われたときに生
活再建を助け合う、どけん共済会が直接運営する
自主共済を用意しています。数あるラインナップ
の中、今回はどけん火災共済の「家財保障」をご
案内します。創設以降“２，０００件以上・２５
億円の給付実績”で仲間の再建を支えています。
地球温暖化に伴い、世界各地で想定を超える自然
災害が発生・増加しています。日本も例外ではな
く、線状降水帯によるゲリラ豪雨や落雷などで被
害が頻出しています。備えあれば憂いなし、前もっ
て準備をすすめていれば、万一の時に安心です。
組合では、４月、５月を火災強化キャンペーンと
して、皆様の加入をお待ちしております。支部・
分会で加入を受付けています。

足立支部公式ＬＩＮＥは、友達登録している方
への発信となりますが、Twitterはハッシュタグ
機能を利用すれば、多くの建設従事者への宣伝に

５月 日 支部財政集約日（～ 時）

1

５月 日 支部財政集約日（～ 時）

４月より春の拡大月間がスタートしました。５
１８日【満員】・２３日・２４日・２６日
月３１日までの２ヶ月間で目標３０１人の達成を
いずれも１３時～１６時
目指して取り組んでいます。日中の宣伝カー行動・ 【場所】足立支部会館 ※枠埋まり次第受付終了
事業所訪問と、役員・書記局一丸となって奮闘し
ています。目標達成には、ひとり一人の協力が不
可欠です。建設現場には、まだ課題が山積してい
ます。「現場でハラスメントを受けている方」
今月の夜間窓口は下記日程となります。事前の
「建設系の事務作業で困っている方」「不払いに
悩んでいる方」、組合が力になることを呼び掛け 予約となりますので事前に内容をご相談ください。
◆５月２０日（金）１７時～２０時まで
て、対象者の掘り起こしをお願いします。

支部執行委員会

コロナで売上減少した事業所の救済目的で創設
された事業復活支援金。個人で最大５０万円、法
人で最大２５０万円が支給されます。事業復活支
援金の申請において「国から認定を受けた第三者
機関による事前確認」が多くの組合員にとっての
ハードルとなっていました。そこで、組合では行
政書士と交渉を重ね、支部出張という形で事前確
認をして頂けることになりました。もちろん費用
は無料です。事前確認の依頼先に困っている方は
是非ご利用ください。
【日時】５月１２日【満員】・１７日

６月６日

繋がります。５月中旬より足立支部公式Twitter
を立ち上げ、足立支部の取り組みを広めていきま
す。ツィートする内容は、建設業に関わる内容に
限定せずに、組合員や書記･職員等
の日頃の日常などもツィートし、
東京土建の認知度を高めていきま
す。QRコードから是非フォローを！
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今月の講習会募集

群会議の話題版

東京土建一般労働組合 足立支部
【組合員向け案内】
申込・問合せ先
電話03-5845-5011
職業訓練法人東京土建技術研修センター主催。申込は所属の支部事務所へ、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（締切後は不
可）。 ※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。 ※雇用保険助成金は申込前に支部へご相談ください。
講習番号と講習名
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建築物等の鉄骨
の組立て等

技術研修センター（池袋）

ｺﾝｸﾘｰﾄ造
の工作物の解体等

技術研修センター（池袋）

７ /１３～１４（水木）

酸欠・硫化水素

14

職長・安全衛生
責任者教育
(リスクアセスメント含む)

職長・安全衛生責任者

能力向上教育

足場作業主任者

容

経験

７ /２６～２７（火水）

経験

11,500円 ３年以上 高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊

５ /２４～２６（火水木）

10

内

※2015年7月以降の経験は特別教育修了証の添付が必要です

11,500円 ３年以上 高さ5m以上の鉄骨の組立て・解体の作業

技術研修センター（池袋）

石 綿

18歳以降の
11,500円 経験３年以上
経験

地山 及び 土止め

9

受講資格／対象

11,500円 ３年以上 ｺﾝｸﾘ打設に用いる型枠支保工の組立て・解体作業

の掘削

有機溶剤

次回１０月予定

経験

掘削面高さが2m以上となる地山掘削と土止め支保工組立て(腹おこ

17,000円 ３年以上 し､切りばり､中間杭火打ち等)作業

７ /２０～２１（水木）

有機溶剤指定物質のほか、塗料・ｼﾝﾅｰに含有のｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝや塗

11,500円 18歳以上 料剥離剤のｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ等を扱う作業

技術研修センター（池袋）

６ /２３～２４（木金）

次回８月予定

11,500円 18歳以上 建築物の解体・改修で石綿が含まれる建材を除去する作業

けんせつプラザ（東京土建本部会館）

６ /２７～２９（月火水）

暗渠・マンホール・槽・ピットなど酸素欠乏症や硫化水素中毒にかか

19,500円 18歳以上 るおそれのある場所での作業

技術研修センター（池袋）

20歳以上 常時現場で直接指揮監督する「職長」と、元請との間で仕事の連

①６ /１～２（水木） ②７ /６～７（水木）

14,500円 が相応し 絡・調整する「安全衛生責任者」となる方への教育。リスクアセスメン
い

①技術研修センター ②技術研修センター

７ / ８（金）

ト教育も実施します

職長・安全衛生責任者教育(RA 国の新たな指針が示され、おおむね５年毎に受

8,500円 含)修了者 ※修了証添付

技術研修センター（池袋）

６ /３０（木）

足場作業主任修了者

講が望ましいとされています
作業主任者講習修了者はおおむね５年毎に受
講が望ましいとされています

能力向上教育

技術研修センタ－（池袋）

8,500円 ※修了証添付

44

新入職者教育

７ /１２～１３（火水） 技術研修センタ－（池袋）

10,000円 18歳以上 場」「熱中症」２つの特別教育も取得できる割引コース

43

足場特別教育

49

フルハ－ネス

18

酸欠・硫化水素

15

特別教育
特別教育

特 19
別
教
育 57
な
ど 58

低圧電気
巻上げ機
低圧電気・巻上機
セットコース

21

自由研削砥石

22

丸のこ

23

熱中症

24

丸のこ・熱中症

25

電動工具安全取扱

11

玉掛

外
部
外部

高所作業車

セットコース
セットコース

79

52
32
33
36

① ７ /１３（水）

足場組立て・解体・変更の作業に必要。脚立足場・可搬式作業台の

7,500円 18歳以上 連結・ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ等も足場扱いになります

① ６ /１２（日） ② ６ /３０（木）

➂ ７ /２８（木）

高さが２ｍ以上の箇所において作業床を設けることが困難な場合

8,000円 18歳以上 は、フルハ－ネス型を用いて行う作業に必要

①多摩西部支部会館 ②技術研修センター ➂技術研修センター

７ / ５（火）

暗渠・槽・ピット等、酸素欠乏症や硫化水素中毒のおそれのある場

8,000円 18歳以上 所での作業に必要

技術研修センター（池袋）

６ / ８（水）

8,000円 18歳以上 電動工具で使う仮設電源の開閉器の操作に必要な教育

技術研修センター（池袋）

６ / ９～１０(木金) ２日間
技術研修センター(池袋)
６ /８～１０（水木金）３日間
技術研修センター（池袋）
６ /１５（水）

14,000円 仮設電源の（開閉器）操作する場合は、低圧電気特別教育が必要です
動力により駆動される巻上げ機（ウインチ）の運転。仮設電源で必要

20,000円 18歳以上 な「低圧電気」との、セット割引コース
次回９月予定

8,000円 18歳以上 グラインダ（自由研削砥石）運転、砥石取替作業に必要

技術研修センター（池袋）

６ /１６（木）

次回９月予定

丸のこは使用頻度が高く、事故も多発し重症となる例も多いため、正

5,000円 18歳以上 しい知識を基本から学びます

技術研修センター（池袋）

６ /１６（木）午後

次回９月予定

3,500円

技術研修センター（池袋）

６ /１６（木）

次回９月予定

６ /１５（水）～６ /１６（木）

多くの組合員に必要とされる「丸のこ」「熱中症」の２つの特別教育を

次回９月予定

「自由研削砥石」「丸のこ」「熱中症」特別教育３つセットの割引コー

14,500円 18歳以上 ス

技術研修センター（池袋）

７ /２９～３１(金土日)

22,000円 18歳以上 （☆☆☆ 組合主催 ☆☆☆）

足立支部会館

(解体)技能講習
車両系建設機械
(整地＋解体)技能講習

建設機械
特別教育
（3t未満）

２級建築
施工管理
技士

解体用
整地等＋
解体ｾｯﾄ

つり上げ荷重１ｔ以上のｸﾚｰﾝ等の
玉掛

40,600円 14Hｺｰｽ：自動車免許（普・中・大）所持者
37,600円 12Hｺｰｽ：小型移動式クレーン運転技能講習修了者
最大荷重１ｔ以上
41,600円 31Hｺｰｽ：自動車免許（普・中・大）所持者

６/７～８（火水）※アイチ主催 アイチ研修センタ―立川教習所（立川市）
タダノ教習ｾﾝﾀｰ（江東区）

(整地等)技能講習 ７/１６～１７（土日)西多摩支部会館（青梅線小作駅近く）特別教育修了証コピ－添付
車両系建設機械

熱中症は建設現場で多く発生しており、早めの対策が必要なことか
ら、予防教育を行ないます

8,000円 18歳以上 同時に取得できる、セット割引コース

技術研修センター（池袋）

車両系建設機械

26 小型車両系 整地等用
51

入職者に対して事業所が行う法定の「雇い入れ時教育」の一部を実施、「足

①技術研修センター

フォークリフト ６/２８～７/１（火水木金）※タダノ主催

13-2

建
設
機 80
械

講
座

②技術研修センター(池袋)

６ /２１～２２(火水）
技術研修センター（池袋）

支保工

受講料

② ８ /３０～３１（火水）

①府中国立支部会館

の組立て等

8

17

日 程 （開始９時～または８時30分～）

① ６ /１８～１９（土日）

小型車両系特別教育修了者かつ経験3ヶ月かつ 整地・運搬・積込・掘削用機械の運

38,000円 自動車運転免許証所持者（※コピー添付）

転

７/１８（月)西多摩支部会館（青梅線小作駅近く）整地技能講習修了証コピ－添付

整地技能講習 ブレ－カ－、鉄骨切断具、コンクリ－ト圧砕具及び解体用つかみ具を
22,000円
アタッチメントとして装備するもの
修了者

７/１６～１８（土日月)西多摩支部会館 ※整地技能講習の受講要件を満たしている事

58,000円 解体の受講資格がなくなるので整地単独の受講料金になります

６/１７～１８（金土）

(整地等)･(解体)技能講習セット割引コ－ス。整地が不合格になった場合、

小型整地・運搬・積込・掘削用※特別教育修了後の実務経験で技

西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）

15,500円 18歳以上 能講習（3t以上）が2～3日に短縮受講可

６/１９（日）西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）

10,500円 小型車両系（整地用）特別教育修了者 ※修了証添付

６/１７～１９（金土日）西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）

24,500円 18歳以上 整地等用と解体用を同時に取得できる、セット割引コース

６/２３（木）～１０/９（日）技術研修センター（池袋）

一次検定
二次検定 木曜(6/23､6/30､7/7､14､21､28､8/18､25､9/1､8､15)夜６時半～と日曜昼8回（7/3､17､31､

95,000円 11月に第一次検定・第二次検定の両方の試験があり、それに向けた受験準備

二次のみ 日曜午後１時～ ５回（7/31・8/21・28・9/11・10/9）予定

35,000円

8/21､28､9/11､25､10/9)予定

第二種電気工事士
受験準備 技能講座

講座です（お盆はお休みです）

６月１２日（日）１９日（日）２６日（日）７月３日（日）１０日（日）の５日間
９時～１７時 技術研修センター（池袋）

技能試験に合格するための講座。筆記試験の合格者対象。下期試験に向け

55,000円 て準備している方も受講できます。（筆記講座から継続の方は45,000円）

建築士講習（NPO東京土建ATEC）
専
用

建築士定期講習

①５/２４（火）技術研修センタ―（池袋） ②６/２１（火）技術研修センタ―（池袋）
10,000円 ３年度ごとに受講義務
青年部員への「青年部チャレンジ助成金」を活用しましょう。80％以上出席が条件。特別教育も対象(新入職者は特別教育修了者に限る)。外部講習は組合受付に限る。
◆新型コロナウイルス「三密」回避対策として定員を減らして開催します。今後の状況などによって中止になる場合がありますのでご承知おき下さい◆

石綿建材調査者講習について【定員次第募集終了】

石綿則改正で需要が高い『石綿建材調査者講習』の日程が出ましたので、ご確認ください。
講習後に試験があり、内容を予め復習しておくことが大事な試験となります。
この講習はあくまで石綿調査が実施できるようになる講習であり、
現場での石綿撤去作業は、『石綿特別教育』や『石綿作業主任者』の講習の受講が
必要となりますので、お間違えの無いようお願い致します。
【とき】①8月4日（木）～5日（金）
※主催は日本環境衛生センター、定員になり次第受付終了となりますので、
お早めに支部担当者までお問い合わせください。
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