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技能形検定実 技 講 験 実 施
７月廻日と︑加日に
岡崎職業訓練センター
において建築板金内外
備を行った︒

①

９時半の集合から︑同
センターを午後４時に
出るまでたっぷりと時

メンバーで行われた︒

田付け用炭火の配布や
残材の撤去を行った︒
加日の採点日も同会場
においてほとんど同じ

１１１︲
その後岡崎市内で場
所を変えて反省会と食
今後の検定の在り方に

事の席が設けられた︒

間がかかったようだ︒

２級合わせて弱名が無
事に終了し︑指定され
た場所に道具を般入し
た︒

１

ついて真剣忌見交換

一宮佐藤

が行われた︒それは実
技の課題と︑これから
の技能士にはどのよう
な指導が相応しいかと
言うような内容だった︒
次回には︑技能委員
は研究会をもうけて受
験者を指導し︑さらに
１ランク上の技能士を
養成しようと話し合っ
た︒

蕊
蕊
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知県板金工業組合の技
能委員と補佐員を合わ
せて認名が午前８時釦
分に集合し︑会場の準

Ｊ
Ｅ
鰻

装部門の技能検定と︑
作品審査が行われた︒

字

l
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受験者の受付は９時
釦分より行われ︑１級

ｌ
Ｄ

前日の検定日には︑

愛知県の職員のほか愛

ｒＩｆ１

な説明があった︒

ﾀ
ｌ
Ｍ

会場のざわめきが一
段落したところで全員
が集合して愛板の平野
理事長の励ましの言葉
がおくられた︒技能委
員長の二村氏の挨拶に
続いて検定員から実技
試験に当たっての詳細

︑一・い・藍︾錦︾︾︾﹃函趣鍔抽・作︾

灘騨︾憩

＃

発行広報委員会

県の職員の山下先生
から１級の製図の値Ｘ
の発表があり︑１級訂
名と２級羽名が同時に
作業を開始した︒
丁度ｎ時だった︒

魂ビ理毎藍舞藍

電話７３２−１２２６

それからは緊張と︑熱

剛

名古屋市昭和区
北山町３−８−６

気が長く続いた︒
作業時間は︑

灘

算された︒

唖圏

板金工業組合

１級・４時間半
２級・４時間
昼食時間・１時間と打
ちきり時間・釦分が加

鴎

愛 知 県
また︑従来と変わっ
たところは︑補佐員が
検定員と同じ様に会場
内を回っていたのを検
定員が見回りをしその
指示に従って材料と半
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︿解雇﹀

第拓条会社は次の各
号に掲げる場合に従業
員を解雇することがあ

︿慶弔見舞金﹀

第加章雑則

した者を除く︶

定の期間を超えて使用
③試用期間中の者︵採
用後以日を超えた者を

香料を支給する︒

第別条従業員の慶弔︑
羅病︑羅災の際はそれ
ぞれ祝金・見舞金又は

在のところ皿人未満の
事業所で未届の事業所
にあっては︑参考にし
て作成し届出をして頂

かり︑﹄

︑︲ｇ凸

タｒも一

けるならば︑良り良い
効果が上るのでは︒

これらは︑代表者
の自署でなければ
ならぽい
心の欄は所轄の労
基署の押印を頂く

しなければならない

新規又は変更に於
いても必ず従業員
代表の意見を記入

する

就業規則の内容が
変更にばつた場合
に変更際文を抜粋
して記入する
尚︑これらは事業
主名によって届出

表紙となり
事業所名を記入
・欄には所轄の労
基署の受付印を押
印して頂く

届出をする場合には
別紙の通りの︑意見書

Ｔ︑亀負

■﹃■ザ
凸一＆戸

埜の掴
配軸同

■ ■ 印 画 唖

します︒沼津

次回からは退職金規定
労働者名簿・出勤簿・
賃金台帳︑併せて週休
坐ｌ伽時間に向けての
推進について︑記述致

も０Ｐ垂事﹄

一チ

末端まで周知する様︑

ャンスではないか／・

控室などに提示する事
が望ましい︒又安全教
育の場を利用して説明
するのも︑又とないチ

て掲載させて頂くが︑

▲逐次労務管理につい

男8Jａ

︿解雇の制限﹀

︿火災予防﹀

冨叩ﾆｴＴｅ

除く︶

第劃条従業員は︑消

▼HndltLやT弓其ｔ■ぬう晶品壱一ビ更堂

る︒

第氾条従業員が業務

呂弓QoT今T斡向と幽可丘瓦も冨二LrT･

若しくは︑就業規則変
更届を提出するものと
する︑正副２部作成し
１部は事業主控として
保管し︑常時従業員の

与 凡 丑

労務管理
︹その７︺

①従業員が身体又は精
神の障害により︑業務
に耐えられないと認め
る場合

②火災その他非常災害
の発生を発見し︑又は
その危険があることを
知ったときは︑臨機の
処置をとると共に直ち
にその旨を担当者その
他居合わせた者に連絡
し︑その被害を最少限
に止めるよう努めなけ

ければならない︒

防具・救急品の備え付
け場所並びにその使用
方法を知得しておかな

ればならない︒

日間は解雇しない︒

上の傷病により療養の
ため休業する期間及び
その釦日間︑並びに産
前・産後の女子が休業
する期間及びその後釦
但し︑業務上傷病の場
合に於いて︑療養開始
後３年を経過しても傷
病が治らないで打ち切
り補償を支払った場合
︵法律上打ち切り補償
を支払ったとみなされ
る場合を含む︶はこの

△ロ

限りではない︒

②従業員の就業状況が
著しく不良で就業に適
さないと認められる場

︿解雇の予告﹀

第駆条従業員が故意

③休業期間を満了した
時点で︑なお休職事由
が継続し︑復職できな
い場合︵休業期間を更
新された場合を除く︶
④事業の縮少その他会
社の都合により止むを
得ない事由がある場合

第刃条従業員は︑退

又は︑過失によって会
社の損害を与えたとき

︿損害賠償﹀
職しようとするとき︵徴

︿精算﹀

戒解雇又は解雇された

は︑その全部又は︑一

第両条前条により解

ときを含む︒以下同じ︒︶

q ■

今回､瓦ａｎとH勺あせの叉瓦埋EDtⅨＨ１置定】００

就業規則・規程も最終段階となり
再度熟読して検討してみては？

︿退職手続﹀

は︑請求を受けた後す
みやかに会社から支給

付則

免れるものではない︒

部の賠償を求めること
がある︒但し︑これに
よって第而条の制裁を
された物品を返還し︑

その他会社に対する債
務を精算しなければな

①この規則は平成○年
○月○日から実施する
②この規則を改廃する
場合には︑従業員代表
者の意見を聞いて行う

制定年月日

域 ＃ 兵 轟 晃 則

涌Ｔ呂庁宜伺究明鞄年RE

第９章退職・解雇
︿定年﹀
したとき︒

勤務を延長することが

第乃条従業員が自己

この限りではない︒

用した者を除く︶

①日々雇用する者︵引
続き一ケ月を超えて使

弄貢曙ユＥｑＵ長回

m

職を届け出て会社の認
があったとき︑又は退
職届提出後哩日を経過

できる︒尚定年延長

の都合により退職をし
ようとするときは︑少
くとも必日前までに退
職届を提出しなければ

①死亡したとき
②期間を定めて雇用し

以上の如く詳細に説
明を致し主．﹄が︑現

其富男四!【瓦更)届

江 見 画

第沼条 従 業 員 の 定 年
は満帥才とし︑定年に
達した時を以って自然
退職とする︒但し︑従
業員が引続いて勤務を
延長したい旨申し出が
あった場合には︑所定

後の就業制限は満髄才
までとする︒但し満能
才経過後に於いても勤
務を希望する者は︑こ
ならない︒

の手続きを経て定年の
再雇用として採用し︑

︿退職﹀

の限りではない︒

第刈条従業員が次の

らない︒

②会社は︑従業員が退
職したときは︑権利者
の請求があってから７
日以内にその者の権利
に属する金品を返還す
る︒但し︑退職金につ
いては退職金規程の定
さなければならない︒

②退職届を提出した者
は︑会社の承認がある
までは従前の業務に服

めるところによる︒

することがある︒

②２ヶ月以内の期間を

雇する場合は︑次に掲
げる者を除き釦日前に
本人に予告し︑又は労
働基準法に規定する平
均賃金の釦日分に相当
する予告手当を支給し
て行う︒但し所轄労働
基準監督署長の認定を
受けたときは︑予告手
当を支給しない︒予告
の日数は︑平均賃金を
支払った日数だけ短縮

定めに用した者︵所

但し︑退職届提出後狸
日を経過した場合には

了しなければならない︒

③退職届を提出した者
は︑退職までの間に必
要な事務の引継ぎを完

員として地位を失う︒

た者の雇用期間が満了
したとき

各号の一に該当するに
至ったときは︑その日
を退職の日とし︑従業

③本人の都合により退
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平成４年ｒ︲．︑

第１回技術研究委員会開催
愛知県板金工業組合

ることになった︒

この講習会については
岡崎支部で積算資料が
できているため︑経営
対策委員会と合同の委
員会を７月型日開催す

れ

の技術研究委員会は︑

l
ト

技術研究・経営対策合
同委員会を開催︑理事
長・専務・両委員長の
他９名の委員が出席し
た︒石原委員と高柳技
術研究副委員長が提出
した積算資料を基に検
討した︒単価というも
のは︑我々のような職
業では一律に決めるこ
とができない︒現場の
遠近・施工数量・施工
難易度などにより単価
を変えなければならな
い︒したがってこの資
料はあくまでも標準的
な資料になる︒提出さ
れた資料はもう少し手
を加え組合員皆に分か

７月型日午後３時よ
り県板３階会議室で︑

癖蝿唇

了した︒・鷲見

次回委員会を９月に
開くことにし︑午後５
時加分合同委員会を終

いとのことであった︒

この作業は大変な仕
事である︒石原氏と高
柳氏は共に日本鉄板の
ニバンクスというコン
ピューターを使って資
料の作成をしているの
だが︑それでもコンピ
ューターに打ち込む数
字は調べなくてはなら
ないし︑大変な仕事で
あるため︑委員の皆さ
んにも手伝って貰いた

することになった︒

り易くなるように改正

合同委員会開催

ル

りな︒
知っていて損はない︑いやひょっとす
しま
す

冊

て得をするかも知れない事柄を取り上げ卜魂抑註記毒

Ⅲ

についての初会合を︑

１

平成４年度の事業計画

１

まに容まで

ト
1

てみました︒

③銅屋根施工法・特性
等の講習会
側保証制度関連講習会
ならびにガス・アーク

溶接・研削といし等︑
各種講習会の開催︒

l
ト

て皆さんにお知らせするコーナーを作つい勧確鋤割木

1
ト

６月焔日三階会議室で
斉藤委員長以下７名の
委員全員が出席して開

柵

これからシリーズで経済や経営の近代山録嬬︾識覗考
化︑各種の保険・福利厚生などお知メ・け理でがまが

1ﾄ

以上のような事業計
画を立てて委員会を終

{
ト

いため岡崎地域職業訓
練センターで開催され
る講習会に参加させて
もらうこととし︑早急
に支部長を通じて組合
員に通達︒受講申し込
みは個人で岡崎の訓練
センターに電話及び書

￥

かれた︒

(
ト

らせしたいと思っています︒のす受経の連リき

ｲ
ﾄ

了した︒鷲見

什

類を送ることとなった︒

ｲﾄ

の方法の講習会の開催︒

ト
1

②図面の読み方・積算

ｉ

技術研究︒経営対策・

冊

台自図融別分資費の

開いて好評を得た︒

昨年度はＮＺ工法の
第２回講習会を８月館
・記日に鈎名の参加で
開催︑ｎ月Ⅳ日には皿
名の参加があった新素
材︵チタン・ステン・
制振鋼板︶の講習会を
今年の事業は︑

仙

上惟詫﹂施錨唾稚

12,000両

民業計
人一人

一得民業人一住事

⑩小型移動式クレーン
運転業務と高所作業車
運転業務の特例講習で
平成２年如月１日労働
安全衛生法の一部が改
正されたため︑平成２
年８月鉦日までに﹁運
転の為の特別教育﹂を
修了し︑一ケ月以上の
実務経験のある者は平
成４年９月釦日までに
﹁運転技能特例講習﹂
を受講・修了すること
により﹁小型移動式ク
レーン運転技能講習﹂
終了の資格が取得でき
る︒この講習会は県労
働基準局長が指定した
教育機関で行われる︒

ｌ
ｌ

■

期日にあまり余裕がな

偶

ぜひ読んでみて下さい︒

59,600m］

所住︾事法法一法合

個人法人

州

みなし法人課税制度が廃止／確軸﹂墾討眺牽雑
平成四年度の税制改正で︑みなし法人４癖榊嘩︾︾誰邦
課税制度が平成五年度分から廃止されるの信とのな的ら
ことになりました︒みなし法人課税制度準州謝諏嘘癖鋤
は︑青色申告をしている個人事業者が対①②③①⑤⑥⑦
象で︑

れ︑と

127,700円

①個人事業主に対して事業主報酬の支払

②事業主報酬について︑給与所得控除を

293,200円

一税税一税税税税

184,500円

会社金

め︑事業所得や不動産所得の金額かＩ社の等
らを認控
除する︒を会税

こ合る
認める︒な臥癖る鐘

そこで今回は︑みなし法人課税制度とツ廿垂癖姉嬬

③この給与所得の金額は︑他の所得と合群燕奉癖
算して課税される︒
がる雑す麺
等いろいろな特例を認めていましたが︑卜税き府と除
これが廃止されることになります︒尚榊旅謹剛控
同一あるいはそれ以上の税務上の恩典だりまるる幻跡恥

継酸籍酷飼泳蝿境趣禰羅畢鱒藤珊

てはいかがですか？務年控がん如円
○﹁法人成り﹂とは個人事業を会社組織縦諏峠握嵯窪応乱

にすることです︒拾配税む月偏な

くる︑節営︑円に

蝦辱途畔需諏畦嘩諏討嘩嘩奉牽函函忘叩昨︾鉦︾唾岬喉

以上が必要となります︒報蕨叩睡鍛癖鰍
○﹁法人成り﹂を選択した場合のメリッ従上事：

のの例
卜は次のとおりです︒家Ｉ
そ①族
次
事
②③

439,800河
823,200円

56,000円

唾塵伊
１３０，０００円

③生命保険科（定期保険）を経費にできます。
個人事業の場合
400,000円
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平成４年８月１５日（４）

愛板青年部

た︒

商品説明では無く︑こ
れからの景気動向・板
金店の後継者問題・銅
板及びステンレスの諸
特性・酸性雨の現状と
対策方法・各地におけ
るクレーム内容と処理
方法・東京都板の数字
に基づいた板金工事価
格算定方式の説明等々
多岐に及び︑特に自社
製品の長年にわたる追
跡調査には感心しまし

勉強会開く／

日日︑㈱ターータハウジ

愛板青年部︵松井繁
部長︶は︑本年度の事
業計画に基づき７月記
ングウェァ名古屋営業
所において﹃銅板一文
字葺等の積算方法﹂と
題する勉強会を開催し
ました︒参加人数は別
名︑講師はタニタハウ
ジングウェァで長年開
発を担当されてきた狩
野︵かのう︶様でした︒
内容については従来の
ようなメーカーによる

鴨
豊田松井

西三板金連合青年部
︵神谷定幸部長︶は︑

去る６月記日日親睦レ
クリエーションとして
地引き網とバーベキュ
ーを計画し実施しまし
た︒

はしゃぎでした︒

来ました︒

大人の方は︑早速バー
ベキューの準備に取り
掛り︑奥さん達の手際
の良い動きでおいしい
食べ物がどんどん出て

いました︒

豊田松井

後は︑役員さんの考
えた景品付の輪投げに
子供達は夢中になって

●し全

Ｇ一戸．一
鍔一一

梅雨が明けた途端︑

編集後記

１

一角には﹁名馬磨墨号﹂

経て間もなく︑変形交
差点を右折して﹁郡上
おどり﹂で知られる郡
上八幡町に入り︑左手
山上に八幡城を見なが
らしばらく走ると﹁せ
せらぎ街道﹂の入口で
ある︒此のせせらぎ街
道は︑高山と郡上八幡
線の︑伽を称して﹁飛
騨せせらぎ街道﹂と呼
び︑春の新緑・秋の紅
葉は絶景の感︑岐阜県
を象徴する看板街道で
ある︒八幡町から理伽
余りで明宝村のドライ
ブイン﹁磨墨の里﹂に
到着する︒今年の春頃
明方村から明宝村へ村
名変更で話題になった
所だ︒オープンして間
もない﹁磨墨の里﹂は
広い駐車場を設けその

地元特産の﹁明宝ハム﹂

の等身大像が素晴らし
い躍動感で歓迎してく
れる︒又︑物産館には

宝温泉﹂に着く︒

肉・土産物などが並び
うどん・蕎麦・ラーメ
ン等食べ物の店が軒を
連ねている︒中でも地
元産のソーセージは絶
品︒これより妬分位で
今日の最初の目的﹁明

いＯ

明宝温泉は露天風呂だ
けであまり大きくはな
いが︑鳥取の三朝の湯
と下呂の湯を合わせた
成分と言われる︒湯質
は透明無色︑ほどよい
温度で肌がつるつるに
なるいい湯だ︒緑に囲
まれ森林浴が同時に出
来るし︑星を眺めなが
らや︑雪のちらつく中
での露天風呂はロマン
チックな気分に浸れる
と思うのだが？
入場は無料︑年中無休
型時間入浴可︒但し午
前９時より︑時の間は
掃除のため入浴出来な
い︒駐車場が小さいの
が難点だが︑お客さん
は老若男女切れ間がな

の一環とし造備され

坂本トンネルを抜け清
見村大原に︑村おこし

や﹁明宝ケチャップ﹂
を始め自然食品・地酒

これより少し行った所
に牧場があり︑冬にな
れば明宝高原スキー場
がオープンする︒温泉
でいい気分になった我
々は明宝村に別れを告
げ︑飛騨美濃有料道路

である︒

を経て清見村へ向う︒

大獄︸イブインを

国道畑号線郡上街道に
出る︒今アユ釣り最盛
期︒美濃市を抜け国道
に平行して流れる河川
にはアユ釣り太公望
で一杯︒﹁緑の山々
の間を蛇行する清流
で鮎を追う﹂此の時
期最高の醍醐味と言
えるだろう︒又︑ど
こ迄も続くこの光景
を眺めながら走る我
々にも心和む風物誌

間の美濃正まで行き︑

せらぎ街道﹂を紹介し
よう︒国道記号線を岐
阜方面へ走り途中で右
折して東海北陸自動車
道各務原唾より開通区

風呂とラベンダーの﹁せ

そこで︑今回は露天

のである︒

一気に釦度を越す猛暑
が続いている︒日曜日
ともなれば︑冷房の効
いた自宅でのんびり骨
休めの方も多いと思う
のだが︑アウトドア派
の私は此の暑さの中で
も﹁こだわり人生﹂健
在である︒平日は仕事
に精を出し︑休日を待
ちかねて自然の中へ涼
と花を求めて走り出す

！

親睦レクリエーション実施

西三青年部

！

場所は渥美郡田原町
谷ノロ海岸で︑参加人
数は青年部員と家族を
合わせて帥名ほどでし
た︒残念ながら波が高
すぎて地引き網はでき
ませんでしたが︑子供
たちは水着に着替えた
りして波打ち際でおお

板
愛
第２６４号

午後五時終了⑧

委員八名出席

二六四号編集会議

七月二十八日㈹快晴

温泉よし︑ラベンダー
よし︑グルメよし／
幸せな一日であった︒

ーで目的達成︒

少し遅くなったが今
日のお昼は﹁飛騨牛せ
せらぎ特選ステーキ﹂
ワイン付の豪華メニュ

せせらぎ﹂がある︒

たふるさと公園﹁パ
スカル清見﹂が今日
二つめの目的地︒こ
の一角にラベンダー
畑がある︒北海道富
良野のラベンダーほ
どでは無いが︑標高
剛︑の平地に植えら
れ良く手入れされて
おり︑ほのかな花の
香りが漂い︑満開に近
る︒道路に沿って小川
い 花 ビ ラ で あ た り 一 面 が続き冷たい清流が水
しぶきを上げる︒
むらさき色に染まって
素晴らしい光景である︒ そ し て 両 側 の 林 に は 白
ラベンダーはドライフ
樺の木立ちが印象的︒
ラワーにするといいと
木陰や水辺では家族連
れがバーベキューをし
かで︑釦本１束Ⅷ円で
売れており︑観光客が
たり水遊びを楽しんで
盛んに買い求めていた︒ いる︒又民家の近くに
は無人売店が設けられ
ここの特産は飛騨牛・
あまご・天然ミネラル
新鮮な高冷地野菜が並
ウォーターで作り上げ
べられている︒本日３
つめの目的はこだわり
た石豆腐・にがり豆腐・
のグルメである︒せせ
こも豆腐など︒そして
ラベンダー・カボチャ・
らぎ街道も終りに近い
清見村三日町に清見村
管理の﹁レストハウス

人参・ほうれん草など
地元高原牛乳と野菜で
作ったアイスクリーム
は他では食べられない
味︒掛け値なしにうま

い︒ラベ︒／︾グーに見と

れたり︑アイスクリー
ムを食べたりしている
うちに吃時を過ぎてし
まったが︑もう一つの
目的のため空腹を我慢

して次へ進む︒

犯伽のせせらぎ街道の
うち︑まさにその名に
ぴったり当てはまるの
はこれからの釦伽であ

