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板金業界︒

二十一世紀の繁栄の
役割を担うのは
﹁責任施工保証制度﹂

に一歩前進︒

将来を見据えて
何事も人より先

｜早く﹁保証

制度﹂に取り組
もう︑そして他
社に繁栄の差を
つけよう︒

生業から企業経営
への体質改善は

仲間作りグループ化
が最善策︒

☆愛知県板では新年
度を迎えるに当たり︑
全板連︒愛知県板の重
点事業である﹁責任施

工保証事業﹂を成功さ
せ円滑な軌道に乗せる
ために強力な推進策を

取る事とした・昨年

取組方を説明した・

﹁技術研究委員会﹂が
保証事業に関した誰習
会を開き目的と早急な
その時のアンケート
調査では保証事業に取
組みたいとする前向き
の回答が半数以上あっ
たがその後結果がまっ
たく出ていない︒他県
板では必要性を認め急
速に実績を上げている
が︑昨年度愛板の保証
書申請数は二件であっ
た・その内一件は名古
屋地区から初めて出さ
れた貴重なもの︒また
各支部でも目的が理解
されつつあり︑今年度
は三十件を目標に鋭意

申請可︶

手っ取り早く対象工事
にするには発注者には
相談せずに︑工事者が
自分の判断で﹁屋根・
外壁・雨樋﹂の内︑何
を保証工事にするかを
決めて︑責任施工をす
ればいい︒︵三点同時

無し︒

である︒︵検査費用は
工事者負担となる︶
④﹁保証書の申請﹂

◎保証工事が完成し

用されたい︶

たら保証書申請用紙に
必要事項を記入して県
板へ送付する︒約一週
間位で保証書が発行さ
れ郵送されて来る︒
︵申請用紙は県板に用
意されている︒なお次
回からはコピーして使

●記入の内容

証品目︵屋根外壁雨樋︶

施工者の事業所名・
住所・氏名︑工事名︑
工事場所︑発注者︑保

あまり難しく考えな
いで業態に応じた物件
から手掛ける事が望し
い・完成後﹁保証書﹂
を渡す事により︑工事
店の評価上昇は間違い
②﹁保証工事の資格﹂

●例えば一○○㎡の

屋根工事の場合︑保険
料は八○○円と手数料
千五百円で二千三百円

となる︒

保険料に付いては︑
発注者に支払いを求め
る事は難しいと思われ
るし︑たいして大きな
金額でもなければ見積
の段階で諸経費が雑費
の中に見込んでおくと
よい︒いずれにしても
責任施工保証制度の意
味合から︑保険料は施
工者負担が今後のため

に効果的である︒

⑦保険料の支払い
◎県板から保証書が

入されたい︒

郵送される中に保険料
の請求書が同封されて
来るのですみやかに納
目・メーカー名・板厚・

色・購入先︑着工日・
誓約書一通︵初回だけ︶

⑤保証期間
期間と同じである︒

◎保証期間は保険の

屋根工事︵一㎡当り︶
三○○㎡以上一○○○
外壁工事︵一㎡当り︶

㎡まで六円
実際の検査は県板に
用意されている検査マ
ニアルに沿って行う・

雨樋工事︵一ｍ当り︶

二回目以降千五百円

手数料初回三千円

一ｍにつき四円

一○○○㎡まで五円
検査資料と工事写真
は各自で保存されたい︒

なお大型保証工事は検
査員による検査が原則

＊以上大まかに保証

完成日・

建物の用途・構造︑施
工面積︑使用材料・品

◎保証対象工事は
銅屋根・雨樋・保証制
度﹂の四講習を受講し

﹁鋼板製屋根工法標準・

な事業展開をすると共
に一過性でなく永続性
のある事業に育ててゆ
きたい︒以下保証工事

て﹁保証制度適用の店﹂

し名義借り可︶

の看板を有する組合員
が施工資格を得る︒そ
れに満たない者は保証
工事は出来ない︒︵但

屋根の防水五年
外壁の防水五年
◎保証工事の中間・

⑥保険料

③﹁中間︒完成検査﹂

◎原則は工事の発注

完成検査は﹁自主検査﹂
が原則である︒

雨樋二年
者であるお施主や工務
店から保証書の要望が
あれば当然に保証対象

三○○㎡まで八円
工事にする︒

ず無いと思われるから︑

︵同時に愛知県板が
推進している責任施工
保証事業をＰＲする︶
しかし愛知県板が進
める保証事業が一般に
浸透していない現在で
は保証工事の要望はま

いものとなる︒

自主検査により各自
の責任の度合はより高

いのか﹂

①﹁責任施工保証制度
の対象工事にするに
はどの様にすればい

﹁保証事業委員会﹂

に対応する説明である︒

﹁責任施工・保証事業﹂
強力に推進しよう
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愛 知 県
板金エ業組合

対象工事の取組みの順
序を記したが理解出来
ない部分も多いと思わ
れるので左記の相談窓
口に進んで問い合わせ

をされたい︒

｜相談窓且

３７・０２３０

ＴＥＬ︵０５６９︶

ＦＡＸ︵０５６９︶

斎藤

３７︒１００１
全板連保証委員会

又は

事務局

愛知県板金工業組合

７３２●１２２６

ＴＥＬ︵０５２︶

,顎ｈ

愛知県板金工業組合

活発な質疑も
交わり有意義

る品々の展示︑

した説明によ

支を設け︑新素
郵材の開発によ
多り︑それぞれ
知の特色を生か

其の後︑商
娠社ＰＲコーナー

江役目を果たし
蟹たぃとの談︒

重待に添える様︑

光皆さんの御期

導している・

っ官庁及び発注
さ者には︑地元
ぃ業者を優先的
あに起用し︑発
氏注する様︑指

きましたが︑先生は景
気は︑徐々に上向きの
状態ではあるが︑厳し
いものがある・皆さん
方は元請的な感覚を養
い ︑すべてを一
一括
活し
して
て
請われる様な
健素ｕ人溜膜与・兎もれた﹄
体制であって
欲しい︒又︑
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次に地元出身の久野
統一郎先生の祝詞を頂

りたいものです︒

を約して散会となった︒
沼津

最終のコーナーは恒
例の懇親会に移った・
久し振りの商社︑問屋
の交流により︑酒宴も
盛り上がり︑不景気な
ぞなんのその︑時事放
談に花か咲き︑年一回
の顔合わせ︑お互いの
検討を讃え︑又の再開

な催しとなった・

・弾齢

余烏劾・つしゼントであえ

鐘
議蕊

よる流暢なスタート︑
上程された議案も順調
な歩みにより︑すべて
可決をみた︒今回は周
期的な役員改選の年で
あり︑新役員の選出に
は︑選考委員チームの
編成により試みた︒そ
の結果︑新役員は次の
諸氏が選出された︒

新支部長蟹江利夫氏

副支部長月東巌氏

〃

桧谷忠勝氏
下郷充俊氏

理事早川金雄氏
〃

鐘喋雌蕊組合泌薙i淀ii磯会
新され︑近代的な施策
を掲げ︑県板史上大き
な足跡を印され︑それ
らの功績は永遠に刻ま
れる事でしょう︒永い
間︑御苦労様と申し上
げたい︒呉々も健康に
留意され︑愛県板の相
談役として御指導を賜

畷一

溌
謹
Ｉ
？
： 蕊
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陰懇親会風景

霧

︒・知多支部だより・・・

がl常載呼ぶ畠跨篭
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知多支部総会開催

鱗板金工謝胎知多藩ド

″竹内義則氏
″勝崎安実氏

理事長平野弘氏あいさつ

役員の刷新を諮る春
の訪れと共に︑各地で
フレッシュマンの刷新
が盛んに行われている
時季でもある・当知多
支部に於いても定時総
会が︑去る３月旧日伺
に︑阿久比町エスペラ
ンス丸山にて盛大に催

一心ア

以上の７名の方々が
選出され︑新組閣が誕
生し︑今後２年間の活
躍を期待し︑夢を与え
て欲しいものである︒
先ず平野弘理事長の
御挨拶を頂
き感無量の
思いで拝聴
しました・
氏は今期
限りで退任
される事と
なり︑５期
ｎ年の歩み
は︑大であ
り︑閉鎖的
な機能を革
蕊

総会を催すに当たり︑

ロ．茜

蕊
蕊

しました︒

来賓として︑愛県板か
らは︑平野弘理事長を
はじめ︑地元からは衆
議員の久野統一郎先生
にも︑ご出席を賜り︑
尚且つ︑日頃お世話に
なっている商社︑問屋
の皆さん方にも参加を
頂き︑当支部の理事で
ある︑月東巌氏の開会
の辞による開幕︒
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﹁危険です︒やめましょう／
自動車運転中の
携帯電話の使用を﹂

愛知労働基準局安全課

理解を求めること︒

５︑自動車運転業務中
の携帯電話の安全な
使用について︑必要
に応じ︑取引先等の

こと︒

４︐１から３の自動車
運転業務中の携帯電
話の安全な使用方法
について︑自動車運
転者に対し教育する

なお︑やむを得ず︑

しいこと︒

３︑自動車運転中の労
働者には︑携帯電話
の電源を切るなどし
て︑受信させないこ
ととすることが望ま

絡を原則とすること︒

２︑自動車運転業務中
の労働者と事業場と
の連絡に携帯電話を
用いる場合には︑自
動車運転者からの連

ること︒

しいこと︒

運転中に受信される
必要がある場合︑留
守番電話サービス︑
応答保留機能等を利
用させることが望ま

の発信を行わせず︑
安全な場所に停車し
てから発信を行わせ

ました︒

このたび︑労働省で
は広く使用されている
携帯電話の使用実態に
ついて︑皿台以上業務
用自動車を所有してい
る事業場の約獅社の調
査を実施している︒
これによると︑自動
車運転業務中の連絡方
法として︑８割の事業
場で便利に使用されて
おりますが︑反面９割
の事業場で︑注意力が
散漫になること︑脇見
運転︑片手運転が行わ
れる等の安全上の問題
が認識され︑８割近く
の事業場において安全
対策が講じられてはお
りますが︑交通労働災
害発生やヒャリハット
の事例も明らかになり

お願いします・

労働省では︑自動車
運転業務中の携帯電話
の安全な使用に関して
５項目を定めましたの
で事業主の皆さん交通
労働災害防止のために
各項目の的確な実施を

対策項目
１︑自動車運転中の労
働者には︑携帯電話
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創業者

灘

ている︒

親睦会
﹁藤友会﹂という社
員親睦会がありゴル
フ会や食事会を行っ

住設建材一○％

エクステリァ四○％

化成品一○％

綿材製品三○％
亜鉛鉄板一○％

営業品目・割合

従業員男子十二名
女子三名

資本金二千万円

日生

昭和二十五年
代表取締役
斉藤俊郎
昭和二十四年一月三

創業

斉藤重正
大正九年十月十日生

鵠
毒
鳥
…
］
福利厚生
社員慰安旅行を国内

のようにある・

と海外を一年交代で
行っている︒また勤
続年数表彰規定が次

五年記念品一万円
相当

十五年五万円相当
二十年夫婦国内旅行

八万円相当

二十五年夫婦国内旅行

十万円相当

東南アジア方面

三十年夫婦海外旅行

ハワイ方面

三十五年夫婦海外旅行

以上鷲見

となっておりすでに四
組の夫婦が旅行に出か

けている︒

第二部許容梁間

した︒

用車は金は稼がないぞ︒

打ち込む作業をしたが
数字を入れる度︑粗利
が少ないのに皆驚きの
声︵さては年末に配っ
た見積の出し方を見て
ないな︶皆︑興味はあ
るようす︵三百万の乗

全員領く・

仕事はしてはならない︒

コンピューターの方が
安いと思うけど︶見積
の勉強はもつとした方
がいい︒少なくとも結
果で儲けた損したはダ
メである︒事前に理解
してから仕事にかかる
べき︑わからないまま

東三吉田

いか？と言う問いに

たい︒

第三部ニバンクス

価を入れ一一バンクスに

日本識板の加藤氏に
指導していただきまし
た︒卓上パソコン五台
という事もあり︑マル
サン金属株式会社の中
西氏にも加わっていた
だき︑例題の数量に単

強行軍ではあったが
いい勉強会でした︒改
めて松下電工名古屋支
店︑日本蛾板名古屋支
店に敬意を表します・
青年部諸君の今後の仕
事に役立つことを祈り

保証制度でやりました
が改めて勉強になりま

お出でいただきました︒

二月十六日青年部勉
強会を開催しました︒
今回は保証制度で勉強
になりました雨量計算
と許容梁間が良いので
はないかという事にな
り︑ついでにもう少し

松下電工名古屋支店
より新納様︑月森様は
わざわざ栗東工場から

欲張り一一バンクスも入

日本鍛板の大木氏に
よる講演︑一時間で不
十分でしたが︑これで
皆さん﹁雨量計算﹂
﹁許容梁間﹂の事︑人
に聞かれてもグラフで
説明を出来るのではな

第一部雨量計算

す︒

松下電工名古屋支店
の林支店長︑日本鍛板
名古屋支店の武田支店
長のご協力を得て開催
出来ましたこと両社︑
両氏に御礼申し上げま

す︶

れる事になりました︒
若者は食欲でなきゃ
保証制度に出席出来
なかった事業所の為に
もお役に立つと思い︑
親組合にも声を掛けま
したが十五名の出席で
した︵個人的には丁度
良い人数かとおもいま

郡︒別罰心斜■斜か帥琳黙髄勘酵帥坤斜翫琳認印︒斜我漁削醗詞罰︒斜︒剤鷺財鮮鮮軸︒黙母斜︒皿︒斜■軸■斜︒岬

蕊霊震撫一部︾一漣一一一講一︾一窯

十年三万円相当

本 社 社 屋

愛知県亜鉛鉄板問屋会

会員会社紹介
亜鉛鉄板問屋会の会員であっても扱う商品は
鉄板以外の商品の方が多いのが商事会社のよう
だ︒今回もそんな会社を紹介する︒

工事を受注しなければ
それぞれの職種での受
注は難しくなっている

一

一億円で︑東は岡崎く
と語られた︒

紹介する・

名古屋市昭和区
駒方町一 十五

所在地

名古屋市千種区千種
三丁目二十五 十四

創業地

斉藤商事株式会社

商号

以下に会社の概要を

らいまで︑西は三重県

．

Ｈ１室鎮Ｅ

鈴鹿市位までの金物店．
工務店・建材店・材木店
等を得意先としている︒

亜鉛鉄板会に所届は
しているが︑愛知県板
金工業組合の組合員と
の取引は全く無いそう
である︒

緒に受注し材工共で業
者に発注する形態をとっ

ているとの事である・
斉藤俊郎社長︵四十
八才︶に取材してお聞
きした︑最近の建築物
はベランダや手摺り︑
門扉やカーポート等エ
クステリァ製品が多く
これらの商品と一緒に

蕗燭

霞鯛
』
.
塗
．
．

板金組合でも勉強会
を度々開いているよう
だが板金の事だけでな
くエクステリァ製品の
勉強も少しすれば比較
的簡単に施工出来るか
ら︑今後は作業範囲を
広げて売り上げを上げ
ていかなければ発展が
ないのではないかと語

詮

しかし︑板金工事は
工務店よりエクステリ

鄭亙:一一

られた︒

津PかザI串

ァ製品や外壁工事と一

を東へ入った場所にあ
りエクステリア製品を
主流として綿材製品・
住設建材などを月商約

川名駅を南へ檀渓通一

第七回斉藤商事株式会社

傍代表取締役斉藤俊郎氏

斉藤商事株式会社は
現社長斉藤俊郎氏の父
斉藤亜正氏︵七十六才︶

が林工業という線材製
造会社に勤務していた
が昭和二十五年線材製
品販売商店として斉藤
商店を名古屋市千種区
の現在の吹上ホールの
北で開業︑鉄鋼二次製
品も扱い昭和三十一年
に株式会社斉藤商店に
改組︑その後取り扱う
商品も化成品・エクス
テリァ商品・住設建材
など鉄鋼二次製品以外
も多くなり昭和四十年
に斉藤商事株式会社に
現在︑会社は地下鉄

改組現在に至っている︒

鼠恥…〆

平成９年４月１５日（４）

板
愛
第３１５号

その時︑機能７
の画面で︑消費税
はふくみませんを

消しておく︒

佐藤

この方法で今後も使
用できます︒

プラス思考
消費税が五％になる
前の駆け込み受注の引
き渡しがすぎた五月か
ら八月頃まで仕事量が
減るのではないかと個
人的には覚悟している・

国民健康保険

ことに始まる・

さかのぼれば全板国
保のルーツは我が愛板
の当時理事長だった山
口音吉氏が組合員の健
康を願って名古屋板金
工保険組合を発足した
昭和三十六年十月一

に至っている︒

山口音吉氏は愛知県
板金工業組合理事長と
全板連の理事長も兼務
していて全国の組合員
の健康保険にと昭和四
十五年七月二十日に全
国板金業国民健康保険
組合に一本化して現在

十五年七月二十日となっ

日雇労働者健康保険
というのは当時でも日
雇ということで少し抵
抗があったことを覚え
ているが組合員の保険
で助かったこともあっ
た︒この日雇保険時代
から加入している組合
員が全板国保に継続し
た人は保険証の裏の資
格取得年月日が昭和四

なることがある・

ている︒しかし家族構
成がかわった場合は資
格取得年月日も変更に

多くの組合員の相互
扶助により全板国保が
ある・毎日が健康であ

うだｃ年間二十棟の工
務店や五棟未満の個人
工務店に明日はないと
さえいわれる︒情報と
情報交換の場が必要に

るように︒鷲見
人たちは何らかの方法
でリフォームを依頼し
たことになる・飛び込
みで仕事が取れるはず
である︒我々も少しだ
けの勇気があれば元儲

リフォームする際ど
ちらに相談し依頼され

Ｙ社二百億︑Ｓ社も二

げはＮＳ社が三五十億︑

蒲編集後記

三月もあと一一一日﹁今

込み対策を掻き立てる︒

ならまだ間に合う﹂と
ばかり新聞の折込広告
が連日どっさり︒四月
から税法改正により五
％に上がる消費税の駆

ているのだろうか︒

高額商品から日用雑貨
までどの店も大入り・
好景気で大入り満員な
らいざ知らず︑どん底
の中での税率アップに
三％のうちに少しでも
出費を押さえ様とする
はかない願いと細やか
な抵抗である︒たかが
二％されど二％である
が食料品はじめ生活用
品から公共料金まです
べて値上げとは理解に
苦しむ︒まして高額所
得者から生活弱者まで
一律ではなおされであ
る・税率を上げる目的
が国民の生活に密着し
たものなら未だしも︑
うがった見方をすれば
住専処理など経済政策
破綻の尻拭いの感が強
い・不況に端ぐ中小零
細業者屋庶民の本当の
姿を公約をホゴにして
ダンマリを決め込むセ
ンセイ達はどの様に見

午後六時終了㈲

委員五名出席

三月二十八日倒晴
三一五号編集会議

東三吉田

これも明るい話しと
思うのだが⁝⁝

ス思考である︒

☆勇気と行動力とプラ

合うべきだ︶︒

なる︒

けになれるのだ︒
これも明るい︒

康保険証が交付された︒

日から日雇労働者健康
保険として組合員の健

毎年新しい保険証の
交付のおり︑組合員の
健康管理用品の配布を
行っていて今年も健康
の保持と予防にと﹁歯
の健康セット﹂が配布
された︒また全板大会
では一年間保健医療に
掛からなかった組合員
を表彰している︒・
愛板組合員も毎年何

−つＯ

ラスチックじゃないで
すか︒瓦でもいい少な
くとも勉強はしましよ

を作りますか？皆プ

が少ないのではないで
しょうか︒今どき雨樋

名かが表彰されている︒

なった︒

て平成七〜八年保険料
を据え置いていたが国
の指導もあり︑やむを
得ず保険料の値上げと

全国板金国民健康保険保険料の値上げ

国保医療費は高齢化
と共に上昇を続けてい

れくらいあるかわから
ないがスレートに匹敵
する㎡数があるのでは
ないか︒又カラーベス
トは六億㎡あるという︒

そしてメーカーの出荷
数で計算すると毎年五

ましたか？と言う問

ちなみに年間売り上

愛板３月号をよまれ

これも明るい︒

たか？異業種交流会

千万㎡あるそうだ︒
これは明るい︒

今後特に必要な物は
☆新しい物を受け入れ
る懐の深さ＋勉強・
☆早い情報︵材料単価
の比較も大事だがい
ち早く情報をくれる
問屋さんを選び付き

これも明るい・

ず︒

は地の利でも単価的に
も彼らに抵抗できるは

百億だそうですが︑我々

で瓦屋さんとの記事︑
板金屋が瓦を葺いても
いいではないか︑昔皆
さんの中でカラーベス

て笑いませんでしたか？

ている板金屋さんを見

トやサイディングをやっ

だろうか？支店長の

メジャーといわれる
ハウスメーカーは宣伝
と営業に全力を注ぐそ

今やらない板金屋さん

いに自宅の建設とは別
に工務店と応えた人が
ナント四○％とデータ
が出ている・自宅を建
設した工務店と建設依
頼をした設計士︑建築
士を足しても二三％し
かなかった・七○％の
話しによればスレート
の対応年数に達した物
件が七億〜十億㎡ある
と言われた︑折板がど

周りで聞く情報も︑い
い話しは聞かないがマ
イナス思考では前に進
まない・愛板新年会で
日本鍛板の武田支店長
のお話を覚えておいで

四千七百円になる︒

分で行う︒
全日本板金工業組合
②新しいのに買い替 連合会︵全板連︶の事
一え︒
業の一つには全国板金
③ワープロとして使 業国民健康保険組合の
︾っ︒
運営がある・桜咲く４
④ 消 費 税 前 の 無 の 画 面 月毎年新しい保険証が
をつかって︑コー
交付される・
ド８９８に消費税
今年は保険料が改定
５ ％ の デ ー タ を 登 されて新しい保険料に
録しておくとよい︒ なった・組合員本人が
月額一万三千九百円が
八百円値上げとなり月
額一万四千七百円にな
り家族は四千四百円が

全板ルポの消費税の
変更について

るだろうか︒

先に︑全板ルポを購
入して現在︑活用して
おられる方がたは︑消
費税３％から︑５％に
引上げに変わってから
どの様に対処されてい

引きするそうです︒

販売元の日本鉄板で
はアプリケーションソ
フトの変更には︑時間
がかかり高額になるか
ら事業として行わない
ので今後はワープロと
して使用してほしい︑
その代わり︑新発売の
ノートパソコンを１か
月のリース料︑千円値
その︑新機種は軽量
で小型化されベンタッ
チタイプなので操作が
簡単になっています・
新機種の販売価格は
九十八万円でリース料
は１か月一万九千八百
円ということです︒

手広く事業を行って
いるところや︑事業拡
大を計画されていると
ころは買い替えのチャ
ンスかもしれない︒

しかし︑後継者も無
く︑今が峠︑とか︑ひ
とり親方のところは︑
選択支は︑次の４項

考えるところだ︒

①ソフトの変換を自

となるだろう︒

