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地域と共に運動を広げ、仕事と生活を守ろう地域と共に運動を広げ、仕事と生活を守ろう
2023年三多摩春闘勝利総決起集会
２月15日㈬小金井宮地楽器ホールにて春闘勝利
を意思統一する2023年三多摩春闘勝利総決起集会
が211人（支部から８人）の参加で行われました。
集会は『大幅賃上げ、底上げで誰もが希望の持て
る公正な社会を労働組合で一緒につくろう』をスロ
ーガンに掲げ、物価高に見合う大幅賃上げや最低賃
金を時給1,500円、軍拡や増税、インボイス制度を
廃止し平和な日本の実現を地域の労働組合が主体的
になり奮闘することを誓い合いました。集会では教
師や医療関係等の労働組合から低賃金に悩む労働者
の実情についての報告や米国での大手企業と労働組
合の関係について講演があり、東京土建でもインボ
イス制度の廃止や署名行動、駅頭宣伝等を旺盛に行
い、諸要求実現に向けて奮闘が必要です。

２月20日に立川女性総合センターアイム大ホー
ルにて多摩西北地区協議会主催の公契約シンポジウ
ムが開催されました。全体90人（支部から19人）の
参加で行われたシンポジウムは、清水委員長より日
本のインフラを守る建設業の後継者不足を解消する
ためには労働者の賃金を担保する公契約条例の制定
が必要だと挨拶がありました。
当日は、特別講演として多摩市公契約審議会会長
の古川弁護士より公契約条例の制定は地域の業者を

多摩西北地区協議会主催　公契約シンポジウム多摩西北地区協議会主催　公契約シンポジウム

【玉川分会４群・瘧師孝行さん】
なぜ、昭島市では公契約条例
が制定されないのか気になり参
加させていただきました。講師
の古屋さんへ質問させていただ
き、条例制定に至るためには会
派だけでなく市長と市役所担当
職員からの発信も必要だと分か

【玉川分会6群・齋藤　薫さん】
多摩市の条例制定を受けて、
制定が受注業者にどのような影
響を及ぼすのか気になり質問さ
せていただきました。条例の制
定は低価格入札とダンピング受
注を排除し、しっかりした職人
を雇い、丁寧な仕事を心掛けて

いる業者や私達技能労働者の賃金を守る事を知り、
勉強になりました。今後も条例制定運動に奮闘して
いきます。

りました。本日の講義で得た知識を仲間や関係各所
へ伝え、昭島市でも公契約条例が制定できるよう頑
張っていきます。

守り、育てる条例であり、地域の労組が団結して取
り組みを強化しようと発言がありました。支部でも
学習会等を旺盛に行い制定に向けて奮闘しましょう。

参加者の声参加者の声
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専門部紹介専門部紹介 厚生文化部とは？ 第９回　嶺村書記多摩西部支部 書記紹介

有益な情報はラインで　木下大サーカス有益な情報はラインで　木下大サーカス
春一番拡大月間の対話材料として立川で開催され
る木下大サーカスの割引チケットの斡旋を行いまし
た。当初は200人分のチケットを販売予定でした
が、申込みが殺到したため200枚の追加を行い、合
計で400人分（２月12日・19日）のチケットを用
意し完売となりました。今回は機関会議（群会議の
話題）やライン登録者へ情報提供しましたが、国や
地域の給付金や様々な有益な情報をラインで報告し
ているため登録をお願いします。

参加者参加者からから感想感想をいただきましたをいただきました

立川に木下サーカスが来ることを聞きつけ、家族
で行こうと話をしていたところ、組合の仲間からサ
ーカスのチケットを組合で購入できるとの話をもら
いました。子供達は初めてのサーカスで、お蔭様で
大変喜んでいました。今後も組合の企画へ参加させ
ていただきます。（拝島分会５群・大貫隆輝さん）

支部のライン通知を見て木下サーカスのチケット
斡旋を知り、購入することができました。仲間との
交流や家族にサーカスを体験する機会を与えてくれ
た事に感謝します。今後も様々な企画を楽しみにし
ています。 　（昭島中央分会７群・田中裕之さん）

私は厚生文化部の並木晴己で
す。厚生文化部は、厚生と文化
に分かれています。厚生とは組
合総合共済に傷病・慶弔・住宅
災害・資格取得などの慶弔金が
あり、申請者へスムーズに給付
が支給されるよう共済審査を毎

月行っています。特に火災・地震共済は、加入の呼
びかけに力を入れています。共済は営利目的ではな
く助け合いで運営しているため、掛金も損害保険と
比較するとコストが安くなったと加入した仲間から
の声も多く寄せられています。未加入の方はこの機
会に加入をお願いします。文化活動では、前進座公
演・サンリオピューロランド割引券・ピーターパン
等の観劇チケットを特別価格で斡旋しています。ま
た、ハムや常備薬、自動車等の斡旋も年に数度配布
しているD―LIFE を活用して情報を提供させてい
ただいています。4月から6月は春の共済推進運動
として火災・地震共済の加入目標を設けて取り組み
を行っています。多くの仲間へ組合の制度を広め、
活用を促進するために共済学習や情報の提供方法を
前進させ、組合組織を強固にするために努めていき
ます。共に頑張りましょう。

東京土建に入局し
て5年が経ちまし
た、嶺村と申します。
趣味は船釣りと野球
観戦です。釣りは父
親の影響で幼少期か
ら始め、堤防や管理
釣り場などを経て船
釣りにいきつきまし
た。最近は主に深海
釣りを行っていま
す。豊洲市場でキロ

4000円の値が付くようなアコウやキンメダイなど
高級魚が釣れるのが魅力で、水深500メートルから
10分以上かけて上がってくる時に何がついている
のか、外れないかどうかというようなスリルがたま
りません。
担当は労働対策部と女性の会です。労対部では日
常業務として労災、雇用保険の事務手続き全般、労
災事故の対応です。女性の会では毎月開催している
定例会や企画、拡大などをサポートしています。
組合員の皆様から信頼される書記を目指して日々
業務に邁進していきます。
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Nice Photo ConcoursNice Photo Concours教宣部教宣部
厚生文化部厚生文化部
共　催共　催 講評・選考＝プロカメラマン 亀井先生

優秀作品優秀作品 新年号
未掲載作品

2022年写真コンクール入賞作品一覧
【金賞】国立分会13群　細田良太さん
【銀賞】昭島中央分会５群　木下和成さん
【銅賞】高松分会６群　東海林佳奈子さん

【優秀作品】＊分会・群・五十音順
砂川分会12群　相沢香奈美さん、けやき分会15群　
向山洋子さん、国立分会13群　平山典央さん、国立分
会15群　生田光治さん、国立分会15群　武井淳一さん、
拝東一分会３群　苗代幅潤さん、拝東一分会３群　和城
弘一さん、拝島分会２群　畑山勝利さん、事業所分会　
22群　大村江理さん、事業所分会22群　根本修平さん
次回開催の際も、多くの作品投稿をお待ちしております。

「虹」
事業所分会　大村江理さん
素晴らしい虹です。子どもた
ちの姿が場面を引き立ててい
ます。

「木漏れ日のせせらぎ」
拝島分会　畑山勝利さん
完璧な画面構成で音が聞こえ
てきそうな場面です。賞候補
でした。

「夕陽」
砂川分会　相沢香奈美さん
上位賞候補に該当する画面構成ですが画質が低いため
に残念でした。

「大好きなコスモス」
けやき分会　向山洋子さん
余計な背景を切り詰めて主題
をはっきりさせた作品です。

「素敵なベンチ」
国立分会　平山典央さん
洋風画のような静かな世界を
上手に作品に仕上げました。

「私へのバースデーケーキ」
国立分会　生田光治さん
手作り感あるケーキの奥に顔
がわからない主人公？の存在
が面白いです。

「作業花道157メートル」
拝東一分会　和城弘一さん
オペレータだけが見られる特
異な目線を面白い作品に仕上
げました。
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女性女性のの会会

多摩西部支部女性の会 お問い合わせ先　多摩西部支部女性の会 お問い合わせ先　042-535-3332042-535-3332　担当：嶺村　担当：嶺村
Facebook更新中‼ 定例会や四役会議、イベントの情報など配信定例会や四役会議、イベントの情報など配信

皆様のご協力により、機関紙「かがやき」は、記念すべ
き100号を発行できました。
ありがとうございました。
2023年は、女性の会は50周年を迎えます。
今後、更なる活躍と発展を目指して、パワー全開で活動
していきます。

４月定例会　４月17日㈪　支部3Ｆ　10：30～正午頃
※定例会終了後、駅宣準備がありますのでご協力お願いします。

シニア友の会総会シニア友の会総会
2月26日に支
部3階 で 第21
回支部シニア友
の会の総会をコ
ロナの影響で各
分会連絡員と担
当役員・担当書
記に参加者を縮

小して開催しました。小島事務局長の司会で始まり、
冒頭に昨年亡くなられた澤井さんに黙祷を捧げ、三

浦会長と清水委員長の挨拶後に村井弁護士の学習講
演が始まりました。「もしもの時」に慌てないよう、
後見人や遺言、エンディングノートを作成する等、
色々な事をしておかねばいけない事を学びました。
難しくて何かあった際は弁護士さんに依頼するのが
一番だと思いました。休憩の後、総会となり議長に
金子さんを選出して役員の清水さんから挨拶があ
り、議案提案と会計報告がありました。新たに会計
担当になられた大森さんより役員の任期について、
比留間さんより連絡員についての質問がありました
が理解され、議案の承認となり総会は無事終了とな
り、総会後は昼食をとりながら雑談を行い解散とな
りました。　　　（高松分会10群・藤代進也さん）

青年部グランピングイベント青年部グランピングイベント
青年部では2月19日㈰に総勢６人の参加で、静岡

県にある「まかいの牧場」にてグランピングイベン
トを開催しました。当日はあいにくの雨で乗馬体験
やバギー体験やアスレチックの経験は出来ませんで
したが、牧場での BBQでは新鮮な肉や野菜を存分
に楽しむことが出来ました。今春、組合・青年部新

新しくパーカーを作りました。新しくパーカーを作りました。
とてもシンプルなデザインで着とてもシンプルなデザインで着
やすいです。やすいです。
￥￥3,0003,000で販売いたします。で販売いたします。
ご希望の方は、支部までお問いご希望の方は、支部までお問い
合わせ下さい合わせ下さい

加入の玉川分会・平田さんは「このような楽しいイ
ベントをこれからどんどん企画して参加者を増やし
ていきたい！」と意気
込んでいました。次回
のイベントは家族連れ
で参加のしやすいイベ
ントを企画していきた
いと思っています。
（青年部長・戸田大夢）

一人親方労災のみご加入のみなさまへ一人親方労災のみご加入のみなさまへ
『一人親方』労災保険のみ加入者限定
年度更新【夜間受付】のご案内

以下の日程で法定労災の2023年度更新手続きを行います。

《日　程》3月27日㈪・28日㈫の2日間
《時　間》午後7時～午後8時00分
《会　場》支部事務所2階（立川市栄町3-29-19）
※一人親方労災のみ（総合賠償責任保険・上乗せ労災含む）の
新規・更新の受付です。
　それ以外（事業所労災・雇用保険等あり）の方は受付できま
せん。
※昼間でも対応可。3月16日㈭から4月28日㈮
　受付時間（午前9時～午後4時）

2023年度分会総会兼保険証交付説明会日程
	分　会	 日　　　時	 場　　　所
	砂　川	 	 分会センター
	けやき	 ３月30日㈭　19時00分	 砂川学習館
	高　松	 ３月29日㈬　19時00分	 豊川稲荷神社
	国　立	 ３月30日㈭　19時30分	 豊川稲荷神社
	立川南	 ３月31日㈮　18時30分	 子供未来センター102
	富士見	 ３月25日㈯　19時00分	 西立川児童会館
	昭島中央	 ３月29日㈬　19時00分	 分会センター
	玉　川	 ３月29日㈬　19時30分	 福島会館
	拝東１	 ３月30日㈭　19時30分	 分会センター
	拝　島	 ３月26日㈰　15時～18時30分	 富士見坂自治会館

※保険料の滞納がある場合は保険証をお渡しできません。

分 会 総 会：３月11日㈯19時30分
保険証交付：


