開会に合わせて全国各地より

この日︑午前十一時よ り の

館メルパルクにて開催した︒

入院の伸びと連動した高額医

療費支払いもあって︑今後も

一人一か月一千万を越えた医

十二億円に近づいており特に

︵医療機関への支払額︶は三

助成金・スポーツ大会奨励

る︒保険事業では︑健康診断

療費支払いの増大が予想され

長挨拶の後︑議長に富山県板

励金・保養施設利用補助金・

金・健康に関する講演会等奨
高額医療費資金貸付など保険

の村中議員を選出して議事に
の概要﹂について報告︑ 続 い

会︑健康講話に二十万円と十

成金に一○三人︑スポーツ大

愛知県支部では健康診断助

衛生の助成を推進している︒

での実施事業の詳細が説明さ

り八八二人減少となった︒被

五五人で昨年四月の期首数よ

年度の保険料は据え置きの見

残高三億五千万円になり︑新

平成十一年度収支決算は差引

定前のため中間報告であるが︑

今回の通常組合会は期末確

八万八千円が交付された︒

保険者数は依然として減少傾

た国保組合員総数は︑四万八

日の一種・二極・家族合わせ

れた︒これによると十二月末

年四月より平成十二年一月ま

て前砂事務局長より平成十一

入った︒はじめに﹁中間報告

定刻︑勝又会長︑大杉理事

全員が出席した︒

六五名︵三名は委任状出席︶

また療養給付費支払総額

期の半数以下である︒

第二種組合員の加入は昨年同

ｌｊｌｊｊＪｌｊｌｊｌＪｊＪｌｊ１４１４・ｌＪｌＪｌＪ１ｊ

全板国保︵大杉理事長︶の
第六十一回通常組合会が三月

３−８−６〒466‑0006

組合会議員・理事・監事定員

十四日︑東京都港区の郵貯会

愛知県板金工業組合
発行広報委員会
名古屋市昭和区北山町
向にあり︑不況を反映してか

奪鐙拳零平成11年度事業の中間報告蟻鐙籍籍
平成11年４月１日から
平成12年１月31日まで

は、入院の件数、金額が増えていることが挙げられる。

平成11年度は、「健保適用除外手続き」に引き続い高額レセプトが数件発生するなど、これらマイナス要

て強力な指導のあった「適用の適正化」が一段落し因が医療費全体を押し上げている。また、今冬のイン

てのスタートであったが、本年度も被保険者数の漸フルエンザ流行の影響がどのような結果をもたらすか

減傾向が続き、１２月末現在組合員、家族合わせて４懸念されるところである。

万855人（全年度末比△882人）となっている。異動一方、老人医療費の動向は前年度実績とほぼ同水準

状況の内容を昨年同期と比較すると、従業員組合員にあり、比較的安定している。しかし、老人医療費は

(第２種）の加入が大きく減っており（△777人)、こ変動が激しく今後の推移を注目したい。

のことが結果的に総人数減少の理由の一つとなって来年度からの介護保険施行を目前に、医療保険者と

いる。現在の長引く不況による影響がここにも表れしての役割を担うべく鋭意準備を進めているが、その

ていると考えられる。実施に万全を期するため、事務の改善、電算化の促進

医療費の動向は、一般被保険者分の療養給付費1１等関連作業にも精力的に取り組んでいる。

額)、対前年同期比3.37％増となっており、年初の見題の多い年度であったが、関係者のご理解を得て無事

月末現在の実績で一人当たり月平均12,579円（費用以上、平成１１年度は制度の抜本改革をにらんでの課

込みである︒しかし四月から
り︑四十才から六四才までの

新設される﹁介謹保険﹂によ
第二号被保険者は全板国保の
されることから実質的には負

保険料に千四百円が加算徴収

なお六五才以上の第一号被

担増となる︒

保険者は老齢年金から各市町
村に天引き納付になるが︑個

込み2.50％増を上回っている。この主な原因として終了する予定である。

人の所得に応じて保険料は異
その後︑十二年度事業計画

なる︒

案︑収支予算編成と算出方法︑

健全財政の確保︑事務の充実
強化︑医療費の適正化︑保険
の取組みと規約一部改正の詳

事業︑創立三十周年記念行事
細な説明を経て︑組合会は午

後四時閉会となった︒⑧

し会議風景

特に今期の特徴としては、１ケ月１千万円を超える超

＊概況＊
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や情報の収集はインターネッ
開設されている事業所が有
れば是非リンクを貼らせて下

さい︒鷲見

唾笥＆

トがもっとも早く︑商品の売
買も行われるようになってき

いか︒

き残ることが難しいのではな

いらしやいませ…国頭番目のお客様です。

：塗一煙一躍樵

組合
ている︒この時代の流れに乗

を作ってはどうかと十一月の

ていかなければどの商売も生

り遅れる事なく︑先取りをし

総務委員会で決定︒プラス

知県板組合員全員に組合員証

工業組合︵組合員百七十名︶

平成十一年十二月東三板金
から十九名と言う多数の組合
私たちの業界も十年の暇疲

開設当初から保証制度を取り

＆F蝿､ざﾛ＊ずｎコ５Gふ．fw､砲

山本清氏

陽祝賀会であいさつする
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チックで銘板を作成した︒

けではないが︑今回の銘板は

上げ画像としてインターネッ

なる︒県板ホームページでは

愛知県板全員に配付されるこ

ト上で広くアピールしている︒

担保保証を強いられることに

東三板金工業組合には多く
とになるので工場や店の目の

今後ますますインターネット

全板手帳や保証制度適用店

の組合員が加入しているが愛
つくところに取り付けること

の看板は組合員全員に渡るわ

知県の板金組合が一本化する
が出来る︒

は五十四名となった︒

入︑東三ブロックの県板会員

にも色々事情がありほんの少

とから︑現在のプロバイダー

通り﹁愛知県板金工業組合﹂

ａｈＯＯ・ヤフーでは今まで

た︑話題のサーチエンジンＹ

ても一株一億円の株価になっ

むろんプロバイダーが変わっ

の登録を訂正してほしい︒

ダーに変更したのでアドレス

からより環境のよいプロバイ

鷲見

各組合員には新年度の早い

︾っＯ

時期にお手元に届くことと思

が普及してくると思われるこ

数の組合員が東三ブロックに
東三ブロック長になられた

加入していた︒

はいたが今回十九名が加入し

方の少しずつの努力で増えて

合員数が五十四名となった︒

たことで︑東三ブロックの組
従来︑組合に加入しても何
かったので︑これを機会に愛

で検索すれば即座に見つけて
くれるのは変わらない︒一度
検索して開いたら︑お気に入
りに登録しておけば次回から
アクセスできる︒

はそこをクリックするだけで
トップページの下にリンク
ページを設定してあるので︑
愛知県板の組合員でホームペー

ジを開設していて︑ＵＲＬを
付けます︒

教えて頂ければリンクを貼り

一●９−●●−０口÷●●一句●一｡■一●■−９５÷●●÷●Ｇ−ｇｇ−８Ｏ−Ｂｅ＝00‑G=＝白に二■ず三舎

烹駕薦

も組合員証が有るわけでな

時代の流れは情報通信では

ジ︒

いている愛知県板ホームペー

広報委員鴬見牧
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平成十年八月二十六日に私

著しく変革が進んでいて︑今

が独断で愛知県板のホームペー

でに九百を越す方に閲覧を頂
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ジを開設した︒以来︑本日ま

愛知県板金工業組合の
ホームページ

霊

員が愛知県板金工業組合へ加
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瀞
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平成岨年３月妬日岡崎一一ユーグラ

ンドホテルに於て︑山本清氏労働大

臣卓越技能表彰受賞祝賀会が行なわ

午後２時岡崎板金工業組合組合長

れた︒

高柳一男氏の挨拶により開会された︒

の同志である㈱共立の石原摸二氏が

発起人代表挨拶では︑修業時代から

ピソードを話され︑昔の職人の修業

山本清氏との知られざる若き日のエ

時代の様子が祐桃とし︑実に楽しい

話であった︒祝辞挨拶には愛知県知

事代理吉野英明氏︑岡崎市長中根鎮

夫氏︑衆議院議員杉浦正健氏︑愛知

県議会副議長小嶋義雄氏︑愛知県技

能士会連合会理事長神谷基氏が挨拶

と一緒にお孫さんから花束を贈られ︑

された︒花束贈呈では奥様テイ子様

ていた︒実に灰灰とした光景であっ

職人山本清が︑好翁山本清に変わっ

祝宴に移り︑県板理事長村上章氏

た︒

の音頭で乾杯︒岡崎大工組合有志一

同の木遣唄︑恩師︑同級生の祝詞︑

神明太鼓社中の太鼓の響くなか︑祝

４時すぎ︑岡崎板金工業組合副組合

宴は素晴らしい雑談に包まれ︑午後

長内山英臣氏の挨拶で祝宴を閉会し

祝賀会に参加された方々︑２５０

た︒

名︑山本清氏の人柄の素晴らしさと︑

かめた一日であった︒

職人としての﹁ねうち﹂の証しを確

岡崎中西

だより
い︒﹂と言われ︑最後に全板

共同事業を行うには組合員の

平成ｎ年度事業報告︒会計の

書を見ながら︑浅岡支部長の

考え︑盛んに勉強
い︒新製品の研究

会の場を設けた

りである︒﹂との

も行ってゆくつも
事︒吉田専務は保
証制度について︑

そして﹁新規事業
して︑ソーラー発
電を是非︑板金業
者専門の仕事とし
たい︒板金業者の
皆さんには高い応
用技術があり︑仕
事の間口を広げる

又氏の技能士会経過報告︒糟

よるスタート︑小嶋広氏によ

蟹江利夫氏の流暢な司会に

下１

報告・技能士会活動報告・青

得た︒総会は順調な歩みによ

発に交わされ︑更なる理解を

の説明に興味津々︑質疑も活

年部活動報告などに加え︑支

て来賓を交えての懇親会に移

り︑閉会となり︑第２部とし

日進月歩で開発された新商品

部独自の活動．即ち︑献血活

に花が咲き︑微笑みがこぼ

れ︑一方では商談も成立する

り︑更なる親交を深め︑話題

や否や︑和気調々のうちに再

対し︑回数二十回目の提供者

に灯火を消す事なく︑継承さ

た︒これらの行事に対し永遠

沼津

会を約して散会となった︒

である︒

柴田勝治氏・竹内

＊献血受賞者は次の方々

は︑心から敬意と感

敬二氏・二名の方に

総会の開催にあた

謝の意を表したい︒

り︑来賓として県板

から村上理事長・商

の方々のご出席を頂

社・メーカー・問屋

なるご祝辞を賜り︑

き︑尚︑且つ︑丁重

厚くお礼申し上げる

一層のご指導と︑組

と共に︑今後共なお

合員へのご理解を切

ん︒

に希望してやみませ

その後︑商社のＰ

Ｒコーナーを設け︑

し懇親会風景

れることを切に願いたいもの

に︑感謝状と記念品を贈呈し

動がある︒今回は献血活動に

もと可決され︑組合員の理解

'''''''

を深めた︒更に︑県板の事業

知多支部定例総会
盛大に開催

春暖の季節︑巷では桜の藷

別醐蛾紳群

谷氏は﹁昨年度の健康診断で

みも膨らみ︑緑の楽園が待ち

低あいさつする
月東支部長

組合員のガンの早期発見が出

どおしく︑好景気を春風の訪

知多支部では去る三月二十

来た事が︑私としては健康診

六日︵日︶午前十時より︑知

れと共に︑舞い込んでと願う︑

会経過報告︒黒田氏の青年部

今日この頃である︒

事業報告︒最後に平成岨年度

多市商工会館に於いて︑定例

断を行って良かったと感じる︒﹂

事業計画及び予算案が議事さ

総会を催した︒開会当日は天

候に恵まれ︑盛大の内に開
タカヶン︑角建材︑太田商事

く云Ｏ

の各問屋を交え︑懇親会を

審議され︑総て順調な流れの

青木久治氏を︑議案も次々と

部長の歓迎の挨拶︑議長には

る開会の辞︑先ず︑月東巌支

西尾大橋

行った︒

御来賓と︑田中屋︑富士商店︑

午後６時より平坂の香村で

れ承認された︒

と言われた︒私の県広報委員

谷氏の県厚生委員会報告︒糟

i
;
ﾘ
ﾘ
ﾘ
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鯵

為にも組合として取り組みた
国保︑県板労災︑板金共済︑

年金基金について︑毛利貞夫
氏も話に加わり︑組合員のそ
れらの多数の加入が︑その事

務手数料の収入で組合の運営

願いしたい︒﹂との事︒御来

が助かるとの幸電近藤氏から︑

西尾支部は１月妬日に西尾
が加わった︒

労災の全員加入が必要との話

越えよう︒全板連としては︑

鳥居茂氏の会計報告︑並びに

して選出され︑配られた報告

議事進行に山崎氏が議長と

は︑﹁我々建築業界には今年
も厳しい年と成ると思うが︑

賓の御挨拶では︑村上理事長

会副会長をお迎えして︑第妬
一致団結してこの難局を乗り

勤労会館において︑村上 理 事

回西尾支部総会を行った︒

最重要目標として責任保証制

石川清氏の監査報告︒近藤氏

総会は午後２時半より 祖 神

太子様安全祈願礼拝に始ま
ァルエ事や︑新しい事業開拓

灘

の共同事業経過報告︒片山勝

度の育成︑徹底︑またリニュー

として太陽光発電システムを

り︑稲垣氏︑鈴木氏の冥福を

長の浅岡氏の挨拶は︑﹁ 昨 年
考えている︒﹂との事︒西俣

祈り︑物故者黙祷︒西尾 支 部
は組合員の皆さんの協力で︑

、

蕊
グ ●ず

生き残りについて

西三連合会副会長は︑﹁西三

瀞悪

連合会として
ては
は︑
︑板
板金
金業
業界の

アワ･

た︒今年もよろしく協力をお

陸総会風景

屋窪泌爆

灘

支部長を無事努める事が 出 来

彦券７

鍵

Ｆ︑心早＃

霧驚
蕊
粥灘

長︑吉田専務︑西俣西三 連 合

部
F』

I
l
l

紫

支

鐙

可

第３４８号

板

愛
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る情報通信時代︑インターネッ

トが重要な役割をしめるよう
になり二○○五年には︑光ファ

蕊蟻城鎮 蕊舞鶴鎌

識綴観鮭
鮭締
泳繍紺蝋湯延訟窪錘潤維燕

︵河合澄夫委員長・鈴木昭人

加をいただき︑横

豊田板金工業組合︵西俣

山興業︵株︶︵問

イバーが引かれ通信費も規制

ボｉルに於いて親睦ボーリン

屋︶様もたくさん

緩和されより使いやすくなり︑

グ大会を開催しました︒参加

の方々の紹介︑賛助会員挨拶

とのこと︒光ファイバーといっ

者はⅣ事業所・糾人でした︒

ました︒

参加していただき

れた︒斎藤会長挨拶︑新役員

てもピンとこない方がみえる

ゲームは午後７時にスタート

三月二十四日㈲ホテルキャッ

況での我々の立場︑現在の日
と思いますが︑現在の電話回

し２ゲームのトータルピンで

スルプラザにて午後三時より

本は消費税二十五％でなけれ
線の情報量を人の指先程度と

順位を争いました︒ゲーム終

により多数の組合員さんに参

ば回っていかないそうだ︒そ

するとこの光ファイバーを使

了後︑場所をミーティング

氏・杉本忍氏︶の設営︑健闘

れに警察の不祥事︑四月から

用することによって直径約二

︵土︶豊田市元町の美烏里

始まる年金法︑住宅新法にお

十五キロもの情報量が得られ

パーの多いこと︶

また︑賞品も
盛り沢山︵特に
ティッシュペー

章組合長︶は去る３月ｎ日

いては後々に少なからず影響

ルームに移して表彰式を行い

でした︒参加され

日本社会にとって二○○五年

が出てくるであろうと懸念さ

るとのこと︒近い将来テレビ

男性の部１位加藤孝治氏︵横

が意味ある年になるであろう

れていた︒総会も無事終えそ

同様︑家庭に一台パソコンの

た方全員が楽しま

た︒やはり話題は︑今日の不

第十九回山善会総会が開催さ

の後︑山善社長の講演﹁マル

公子氏︵松井板金店︶︑子供

山興業︶︑女性の部１位松井

津島猪飼

時代が来るのだろう︒

して︑これからの社会におけ

くを占める︑全国十六万社の

の新規住宅で︑シェア七割近

の軍団に下るのか︑又︑連合

どのように生きたのか︑強者

拠した︑かの時代︑武将達は

よ戦国時代に突入か︑郡雄割

今回の品促法である︒いよい

ていただきましたが結果は鋤

全員でひさしぶりに投げさせ

果になりました︒私も︑家族

の部１位清水裕輝君という結

ます︒

会であったと思い

れたボーリング大

ｌｉＩＩ

た︑﹁住宅品質確保促進法﹂

中︑小工務店︵我々の受注先

を組んで対処するか︑それと

氏が出席されました︒

豊田松井

が︑四月一日に施行される︒

の多くを占める︶では﹁十年

いずれにしても今後は︑よ

位でした︒組合企画委員会

同法は建物の基本構造に欠陥

いう︒言い換えれば︑我々板

保障﹂の対応が遅れていると

豊田板金工業組合青年部

部員が紹介されました︒二人

とも︵有︶西俣板金工業の社

員で小倉賢一君と吉田卓司君

平成十二年度の事業計画の

です︒

会へ選手を送り出したい旨︑

中で県青豊田支部として競技

り精度の高い作業を要求さ

部長挨拶︑来賓挨拶の後︑

金業界も同様ではないかと思

縦山泰弘氏を議長に選出し議

した︒健闘を期待します︒総

杉本前部長より発表がありま

ならない︑﹁十年保障﹂を義

妬日︵土︶市内の料亭﹃ちか

案審議はスムースに行われま

会終了後︑懇親会が開催され

況では︑とても無理ではない

ら﹄に於いて第加回の通常総

あり︑新部長に杉浦一義氏・

した︒今回は役員改選の年で

れる事になるだろう︒今の状
か︑との指摘もあるとは思う︒

会を開催しました︒当日は部

この先︑生き残れないのでは︑

営業・技術の向上は︑もちろ

だが我々には︑それを上回る

員鉛名中躯名が出席︑また来

う︒旧態依然とした方法では

にとって優良物件の選別に役

んの事︑精神︵意識︶の向上

てきた経験と技術によって︑

技術がある︒今こそ永年培っ

評価を導入する︒住宅購入者
立つ一方︑信用力︑技術力が

が必要ではないだろうか︒し

弱く﹁十年保障﹂に対応でき

かも︑今年度は︑着工件数

ない工務店の再編︑淘汰が進

豊田松井

楽しい−時をすごしました︒

ました︒また今回二名の新入

の今井義信氏は留任と決定し
︵株︶様より加藤孝治氏の三

新副部長に鈴木昭人氏・会計

知立脅藤

賓として親組合より西俣組合

が︑百万戸に減少するとの予

か︒

新時代を乗りきろうではない

む可能性がある︒︵以上日経

加えて仕事量の減少︑そして

測もある︒低価格︑低賃金︑

現在︑年間約百二十一万戸

新聞︶

長・会計福田氏︑横山興業

務付け︑住宅の客観的な 品 質

欠陥住宅の排除を目的とし

があれば︑新築後十年間︑建

も・・・⁝

設業者が無償修理しなければ

拝陸申七虻訓塗厩梶Ｌ田心具ノ川川川出川

し講演する㈱山善山田社長

チメディア社会の実像﹂と題

等︑手際よく会も進んでいっ

蕊

︵杉本忍部長︶は︑さる３月

子供の部１位清水君
男性の部１位加藤様
女性の部１位松井様

左から
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尾張板金連合会定期総会
がおこなわれた︒つづいて細
学生時代から登山にとりつ

第二十六回
新春板金セミナーの開催

三月九日㈱︑今年は総会の

かれ︑世界の最高峰の山々を
征服︒苦難と危険を承知の上

一月三十日︵日︶産業貿易

県板金工業組合尾張板金連合

でただひたすら︑頂上をめざ

館にて︑午前十時より︑愛知

業報告︑富本会計によりｎ年

して登る⁝⁝

野会長が挨拶され︑議題に移っ

度会計報告︑田口氏の会計監
で︑恒例の板金新春セミナー

会︑細野会長の開会のことば

た︒伊藤理事によりｎ年度事

会場である小牧ロイャルホテ
査の後︑岨年度事業計画案役

工場見学で訪れた︒まず総会
ルに集合︑ここから送迎バス
員増員承認について︑議題が

前に小牧の㈱アマダワシノを

二台に乗り込み工場に着いた︒

すすみ︑最後に来賓の村上理

愛知県板金総合職業訓練協
て︑来賓紹介と挨拶︑協賛会

会︑羽柴会長の挨拶につづい

同じであるとつくづく感じま

我々が経営する会社組織と

耐︑登頂した時の満足感︒

の人々の団結と協力そして忍

荷物を運ぶポターとパーティー

まず展示場二Ｆで説明を聞
が行われた︒

き︑各自帽子︑イヤホンが手
浜の全板大会の参加の呼びか

事長の挨拶がおこなわれ︑横

社紹介︑そして名南経営セン

渡されこ班に分かれ工場内を
けや︑健康保険の加入等を話

係員の説明をききながら見学
した︒この時期決算等で出荷

争した日本人なのに日米ガイ

六十年代七十年代と安保闘

ないそうで今のところまだ︑

先を考えると外務省には行か

リアと言われる連中は天下り

まともなのが外務省だけとは

ドラインが国会で通過しても

だれも怒らない︑日本は無条

情けない︒

れた事件は覚えていますか︒

沖縄で少女が暴行され殺さ

件で米軍の後方支援しなけれ

も最優先は米軍になる︒その

メジャーといわれる新聞社は

あの事件は地方紙は載せたが

ばならない空港に病院に物資

うちハイウェイはどこかの国

いのだそうだ︒なぜ？アメリ

が報道したからで二番目はい

されたのはアメリカのテレビ

知ってても載せてない︒報道

みたいに分離帯は無くなり戦

日本人として怒ったのは何

闘機の滑走路になるだろう︒

年前ですか︒

商品開発に積極的に取り組ん

の説明︑大企業も常に新しい

動かし︑その力は絶大で報道

に身も心も売った人間が国を

五十五年たっても植民地なの

ないだから二番目は許される

ルなんです︑ないと維持でき

カで日本車が売れないとこま

シャルの半分は車のコマーシャ

るからテレビと新聞のコマー

機動隊が出動したのは何年

なんでもかんでも怒れとは

デフレ経済環境の認識の︑

前ですか︒

ター代表の佐藤氏の﹁今年の

次は商品説明会︑﹁松下電

理由が怖いのです︒多分悪魔

言ってない︑怒らなくなった

その後部屋を移り︑懇親会

もと経営者は変化に応じて︑

した︒

され︑閉会の辞を瀬戸の磯村

景気と経営﹂の講演︒二十世

工㈱﹂﹁積水化学工業㈱﹂﹁㈱

に入った︒各六名程で中華テー

台数が少なめではあったが︑

した︒

氏がおこない無事総会を終了

東海セキノ興産﹂等の新製品

械が流れ作業により製造され
ブルを囲み︑各々が意見交換

レーザー加工機︑プレス 機 ︑

なるのか？

紀最後の年日本の経済はどう

ていた︒また工場内では作業

シャーリング等いろいろな機

員個々の研磨作品が置かれて

でいる事がわかりました︒

外電がどんな新聞も同じな

それだけではない六百兆も

の金はアメリカに行ってるが

のは与えられてるからだろう︒

うでその結果自分さえ良けれ

デフレだろうといわれるアメ

返してくれない︑どうするか

スポーツ︑歌番組を見せ続け

そうです︒東京オリンピック

り出した︒私もボーリングに

イドルを排出し年間一千曲売

精神を持った人達の輪が広が

組もないが少しづっまともな

がいない︑まともな報道も番

今年も選挙の年まともな人

リカが一番損しないように︒

熱中したものだしクイズ番組

い国ですか？物は豊になって

りつつある︒本当に日本は良

も心が貧しいのはなぜですか

も視聴者参加の番組が多

ツ︑歌にお笑いが加わり政治

東三吉田

怒りを忘れたからです︒

家は︑やりたい放題だ︒キャ

に関心が来ぬようにして政治

かった︒今はクイズ︑スポー

レビが普及し歌はヘタでもア

と天皇陛下の結婚を機会にテ

ばという心が植え付けられる

ると人は怒りを忘れていくそ

その報道内容とはクイズ︑

だアメリカから見れば⁝⁝
自己を改革していく覚悟と︑

危機意識︑問題意識をもって

賛会社の提供による景品の福

管制できるほどの力だ︒

懇親会は盛り上がっていった︒

等をされ︑日が暮れると共に

実行力のスピードの差が⁝⁝

愛知県板金工業組合名古屋

た︒

引は参加者の大半の人々に当っ

売上至上主義から付加価値

板金連合会︑鷲見会長の閉会

稼いでいるか？

そして我々事業主は︑何で

そして︑皆様お楽しみの協

向上をはかっていた︒

津島猪飼

おり審査され個々の技術力の

｜会社概要一

資本金九一一一億六六一三万六九一一七円

設立昭和旭年３月５日
売上高二○七億四四百 万 円

重視で︑減収でも増益体質へ

のことばで終了した︒

西春中村

キャッシュフロー重視︑損益
より財務信用力強化︑とても
参考になるお話でした︒

昼食の後は︑日本ヒマラヤ

協会︑日本山岳会︑信州大学
学士山岳会等に所属している
登山家である田辺治氏の﹁ヒ
マラヤ登山から私が得たもの﹂
の講演があった︒

/ラデＺ

作業員四六六名

目
▲役員

また不動産賃貸も手掛 け ︑

安城のイトーョーカ堂の土地
を扱っているそうだ︒

識

工場見学の後ホテルにもど
り総会が開催された︒

まず役員の湯浅氏により開
会の辞︑その後昨年春日井の
くなられ−分間の物故者黙祷

新和金属工業の池田さんが亡

蟻
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．支払い保険Ⅱ︵修補費用Ｉ

免責十万︶×八十％

クグノ〃〃Ｊグググググ

﹁建築基準法の改正﹂と
設計施行を行う場合にはそ

分には含まないが︑住宅の

ているし四月一日より﹁住宅

新聞やテレビ等で取り上げ

は対象外

熱田南支部

況を配慮しない基礎設計施

は三万社だそうで︑たった二

︵財︶住宅保証機構の登録者

いて

名古屋連合会総会につ

︵クボタ︶

肥日定例会

保証制度﹂﹁住宅性能表示制

割の業者しか登録してない︒

事しましょう︒組合が力を入

岡崎支部

巧日青年部役員会
妬日山本清氏祝賀会

羽日支部役員会拠名
碧南支部

躯日青年部総会
豊田支部

３Ｊ

ｎ日親睦ボーリング大会

名

妬日青年部総会距名
刈谷支部

じたような場合には︑基礎

全板国保更新

行したために不同沈下が生

ユーザーが安心して契約する

の三本柱です︒いずれも六月
の暇疲として本法の対象に

性能保証制度

東三支部

帥日三役会６名

幻日会計監査皿名

妬日青年部総会加名

泌日総会打合せ会７名

醜名

鍋日新旧役員引継ぎ会

皿日青年部定例会９名

１日三役会６名
３日定例会肥名

泌日支部総会別名

ｎ日青年部総会出名

知多支部

鯛日青年部定例会別名

胆日役員会妬名

岨日新旧役員会
西尾支部

部会合

ｎ日池尾氏祝賀会及び支

千種支部

中村支部

虹日定例会ｕ名

度﹂﹁紛争処理機関の設置﹂
までには施行される予定で︑
なる︒

保証十年に対して保証・保険

なかでも﹁住宅品質確保促進

対象となる部分と請求内容

からのサポートは避けて通れ

る信頼を得るためにも︑暇狂

法﹂の﹁暇祇保証制度﹂につ
﹁対象となる部分﹂

ないのによほどの自信か︑あ

だろうか今後ユーザーに対す

いては四月一日より施行され
※基礎︑柱︑床︑屋根等この

①新築住宅の基礎構造部分

我々業界に最重要な暇庇保

ました︒

尾張板金連合会
きらめか大変失礼ながら今ま

一宮支部

ほか雨水の侵入を防止する

証をぜひ取り上げます︒この

ます︒

今度もザルだと決めこんでい

９日総会及び工場見学ア

法律は任意でなく義務です︒

﹁請求内容﹂

津島支部

ｎ日会合・食事会ｎ名

瀬戸支部

岨日支部総会如名

二年だが﹁不具合﹂という項

任で一番長い十年という責を

るようだ︒我々業界は暇庇責

での建築基準法はザル法だっ

四月一日の新築契約から適用
①修補請求

７日定例会ｎ名

部分についても対象となり

されリフォームには適用され
②賠償請求

小牧支部

マダ・ワシノ釘名

ません︒

ならない︒金物工事の保証は

負いながら仕事をしなければ

た︒業者登録してない会社は

暇祇保証の概要

※売買契約の場合で修補不能

③契約解除
な場合に限ります︒︵これ

目ある﹁不具合﹂が原因なら

売買︶において︑基本機造

①新築住宅の取得契約︵請負・

部分︵柱︑梁など住宅の構

らに反して住宅取得者に不

５日定例会９名

造耐力上主要な部分等︶の

根本的に手直しの義務が生じ

春日井支部

利な特約は不可︶

る︵もちろん無料︶心して仕

暇庇担保責任を十年間義務

★︵財︶住宅保証機構の住宅

ｎ日定例会姐名
朗日役員会４名

づける︒

江南支部

②新築住宅の取得契約におい

の目を見る︒

れてきた保証制度がやっと日

東三吉田

圃匡固屈

今年は四○○年に一度の

一年三六五日として四年毎

﹁うるう年﹂だそうだ︒

に繰り返し﹁うるう年﹂を設

けて調整してもまだ四○○年

毎の調整年が設定されている

天文学的数字はぼんくらの

とは知らなかった︒

日常の生活には四年目に一

私の頭では理解しずらい︒

日多い日が有るだけで何の変

に一度〃に巡り合ったことは

わりもないのだが〃四○○年

幸運である︒まして今年は西

暦二○○○年であるから︑偶

ないことが体験できたと思え

然とは言え幾ら望んでも出来

ば︑遊びごこるにしても重ね

今年も別れと出会いの季節

てラッキーである︒

になった︒板金業界の事業所

にも次世代を担う希望に満ち

た若者たちが板金専門技術者

を目指して働き始める頃であ

の努力と英知で道は大きく開

る︒どの道も厳しいが人一倍

玉になると言う︒時冊一代にマッ

ける︒石ころも磨きようで宝

チした優秀な感覚の技術者に

板金業界のホープ達に心か

育つことを念じたい︒

らのエールを贈る︒

三月二十八日脚雨
三四八号編集会議

午後五時半終了⑧

・引渡し後三年目以降︑十年
目迄︵実質八年︶の構造上

委員十二名出席

住宅性能保証制度の概要

重要な部分と雨漏りの保証

肥日役員会５名

て︑基本構造部分以外も含
までの伸長も可能にする ︒

西三板金連合会

めた暇疲担保責任の二十年
③住宅の地盤は︑基本構造部

躯日三役会議

３月各支部の動き

﹁住宅品質確保促進法﹂がい
の前提として地盤の状況を
品質確保促進法﹂の暇庇保証

昭和支部

よいよ施行される年です﹁建
適切に調査した上で︑調査
十年が義務だと言うのに不思

壁嬬宅崖錘難鱗銭
．引き渡し後二年免責

築基準法の改正﹂については
結果に対応した基礎の設計

ソーラシステム説明会

西支部
別日西支部型会９名

・地盤が原因の暇庇について

﹁性能規定化﹂﹁中間検査の導

施行を行うべき義務がある

に工務店は十六万社あるが

議な現象が起きている︒全国

８日常会皿名

入﹂など含む抜本的な改正と
るにもかかわらず︑地盤状

ため例えば地盤が軟弱であ

県板共済への加入促進

なります︑また﹁住宅品質確

翼

保促進法﹂については﹁暇疲
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