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組合事務所の業務時間
組合事務所の業務時間
組合事務所の業務時間

組合事務所の業務時間は、
下記の通りです。
開所 午前８時４５分
閉所 午後５時１５分
※お昼時間も対応します。
土曜、日曜、祝祭日は休み

福島建設ユニオン令和３年度定期総会

繰越金過大を注視
繰越金過大を注視
書面表決書で成立

五 月三十一 日（月） 福島
市市 民会館三 〇一号室 にお
いて 、福島建 設ユニオ ン令
和三 年度定期 総会が開 催さ
れま した。
今 年度も昨 年度に引 き続
き、 コロナウ イルス感 染防
止の ため書面 表決書で の開
催と いたしま した。
議 長に第二 支部の佐 藤昌

《 第７支部：吉井田小学区 》

予算 書（案） は、承認 する され た役員か ら承認を いた

回答 一人。令 和三年度 収支 応答 を読み上 げた後、 参加

は、 承認する 五十五人 、無 計が 二人の代 議員の質 疑・

御繁 栄を願い 令和三年 度定

ます よう、皆 様の御健 勝、

早く 収束し元 の生活に 戻れ

コ ロナウイ ルス感染 症が

れる 。古関裕 而が東京 オリ

宍戸富 雄
昨 年のＮＨ Ｋ朝ドラ 「エ ジオ を聞きな がらの昼 食が

ンピ ック・マ ーチを作 曲し

執 行委員長

ール 」は、福 島市出身 の古 日課 だ。ニュ ースが終 わる

た。

で知らなかっ

た ことを最 近ま

ー マ曲を作 曲し

たの は有名な ので知っ てい

吉田 光雄

関裕 而をモデ ルに作ら れた と
「 昼のいこ い」が始ま る。

第七支部

たが 、「昼の いこい」 のテ
いた 。
新 型コロナ
ウイ ルス感染
拡大 の中で、

これから はこ

の機 会に、空 いている 時間

「 エ ー ル 」と「昼 の い こ い 」
ドラ マに展開 するのか 楽し 聞い ていたテ ーマ曲が 流れ

を見 つけて偉 大な作曲 家古
慌た だしい毎 日だが、 現場 地か らの季節 の便りや 、俳

福 島県沖地 震後、仕 事も まっ た放送だ った。全 国各

いる 。

念館 に出かけ ようと思 って

関裕 而の足跡 をたどり に記

みの 一つだっ た。

てく る。一九 五二年か ら始

明日 はどんな

独り 言

ドラ マだった ので私も 見て 私が 子供の頃 から何気 なく

二十 五日（火 ）に間に 合わ ます 。

五十 四人、
承 認しない 一人、 だき 、令和三 年度定期 総会

くお 願いしま す。

すの でご理解 のほどよ ろし

委員 会で諮っ ていく所 存で

いよ う最高機 関である 執行

ば、 繰越金が 過大にな らな

染 症 が 長 引 く こ と に なれ

今 年もコロ ナウイル ス感

加入者３人
脱退者８人

期総 会の報告 とします 。

質 疑・意見 では、本 田会

新しい仲間

無回 答一人。 提出期限 五月 が成 立したこ とを報告 致し

令和 三年度運 動方針（ 案）

令 和二年度 経過報告 から があ りました 。

藤書 記長が報 告しまし た。 なか ったもの 二人（無 効）

出席の専門部長

での お昼はい つもＮＨ Ｋラ 句に 合わせて 音楽が五 曲流

５月は、３人加入、８人脱退で

《 第２支部：三河台小学区 》

りの 感を拭え ない。

催す るための アリバイ 作

よう だが、五 輪を強行 開

接種 に本腰を 入れてい る

てき た。最近 はワクチ ン

すべ てをない がしろに し

し かし日本 政府はそ の

こと はできな いだろう 。

ナシ ョックを 乗り越え る

ット で行わな ければコ ロ

保証 、ワクチ ン接種を セ

と隔 離、人流 抑制、所 得

元の 木阿弥。 結局、検 査

する 変異株が 誕生すれ ば

こと になる。 防壁を突 破

変異 のチャン スを与え る

ば、 それだけ ウイルス に

し 感 染 拡 大 を 放 置すれ

果が あるのは 明白。し か

ンに 重症化を 防止する 効

う。 数字を見 ればワク チ

策の 全面解除 が原因だ ろ

ら く人流抑 制

て いる。お そ

に 入ろうと し

大 のフェー ズ

が 再び感染 拡

米・英両 国

現在７７４人の組織です。

56歳

法面工

雅弘さん

髙橋

46歳

ﾌｪﾝｽ工

》

第５支部：余目瀬上小学区

《

21歳

工

大

さん

翔

渡辺

克典さん

瀬戸

宮下町

俊さ ん、第七 支部の髙 橋健
一さ ん、書記 二人、議 事録
署名 人二人、 五役六人 、専
門部 長七人、 書記局一 人の
計二 十一人の 参加でし た。
代 議員登録 状況、書 面表
決書 回収数、 返答状況 を佐

定期総会の様子

紹介者：宍戸章治（第８支部）
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書面表決方式の定期総会
【

組合員へ還元も勘案
組合員へ還元も勘案
随時対応を協議

五 月三十一 日（月） 午後 二支 部）、高 橋健一（ 第七
長か ら発表さ れました 。

越え ているこ とが佐藤 書記
こ れにより 、組合規 約第

七時 から、福 島市市民 会館 支部 ）
、書記に 大河政一 （第
にお いて令和 三年定期 総会 三支 部）、松 田裕暉（ 直轄
七条 に基づき 定期総会 の成
立と 議題の承 認が確認 され

地区 ）、議事 録署名人 に高

が開 催されま した。
組 合の定期 総会は昨 年と 野清 光（第四 支部）、 阿部

福 島・ 宮 城沖 地震 に
見 舞金 を検 討 中

会議 室におい て四十人 を超

える 規模の会 議等は延 期ま

たは 中止とし ます。全 建総

連本 部からの 会議、
研 修会、

県連 及び加盟 組合の会 議、

症の 拡大防止 対策につ いて しま す。

研修 会はオン ライン講 演と

訳及 び質問と 回答につ いて

説明 があり、 県内各単 組で

「ウィズ コ ロ ナ 」
対策を確認

れま したが、 提出いた だい

は左 記の通り になりま す。 午後 一時三十 分より、 全建

九人 の組合員 と家族が 感染 にお いての開 催時の留 意事

まし た。各議 題に対す る内

た書 面表決書 の確認と 寄せ 録状 況及び書 面表決書 の有

な お、回答 期限を超 過し 総連 福島第四 回執行委 員会

（四 月二十六 日現在） の報 項は 、手洗い の徹底、 消毒

同様 に書面表 決形式で 行わ 功（ 第六支部 ）です。

られ た質問に 対する執 行部 効回 答数の確 認が行わ れ、

た二 通の書面 表決書に 関し が参 加者三十 二人の各 単組

告が ありまし た。福島 、飯 液の 設置、体 温測定、 マス

去 る四月二 十七日（ 火）

の回 答を提示 するため に行 七十 七人の代 議員定数 に対

まし ては、無 効票とし て取 の執 行委員が 集まり、 全建

食事 を伴う会 議、会館 二階

への 旅行や出 張した方 は参

福 島県、宮 城県沖地 震に

第 六十一回 全建総連 福島

（水 ）午前十 時より大 玉村

す。 主な会議 の内容を 抜粋

書記長

佐藤 武 四

全 建総連福 島として は、 して 報告とし ます。

ます 。

に行 わないよ うにお願 いし 集計 報告大会 開催とな りま

る差 別や誹謗 中傷は、 絶対 員が 同席のも と書面表 決の

染者 、濃厚接 触者等に 対す で五 役、執行 委員、大 会役

組 織内・外 を問わず 、感 「農 村環境改 善センタ ー」

す。

へ の 参 加 が 可 能 に な りま 決 審 議 と な り 、 六 月 九日

仕事 現場への 出勤、会 議等 組合 の代議員 による書 面表

応し ていただ き、その 後に 定期 大会につ いては、 加盟

健所 等に確認 して適切 に対

は、 最新情報 を自治体 や保 付で 見舞金を 考えてい く。

場合 の就業制 限等につ いて 報告 、六月三 十日まで の受

場合 や濃厚接 触者にな った 百十 件
（四月 二十六日 現在）

す。 また、感 染者にな った すが 、半壊八 件、一部 損壊

感 染 す る 可 能 性 が あ りま の報 告を受け 付けてお りま

もが 新型コロ ナウイル スに つい て、組合 員の住宅 被害

家族 、事務局 員を含め 誰で

が続 く中で、役員、組合 員、 す。

「 ウィズコ ロナ」の 状況 加を 控える等 々の注意 点で

況と なってお ります。

り「 第四波」 と言われ る状 また は国内の 感染流行 地域

生し 市中感染 が拡大し てお 控え る、
二週 間以内に 海外、

え、 各地でク ラスター が発 等の 症状があ る方は参 加を

て も 感 染 者 が 三 千 人 を超 隔を できるだ け確保、 発熱

いま した。福 島県内に おい 励行 、換気の 実施、席 の間

こ の判断基 準以外の 場合

し七 十五人の 登録があ った

われ たもので す。
おき ます。

新 型コロナ ウイルス 感染

した 。

坂各 一人の感 染が含ま れて クの 着用、咳 エチケッ トの

及び 大会諸役 員（敬称 略） 次に 有効回答 数及び各 議題

会計

本田 英 児

り扱 ったこと を申し添 えて 総連 福島会館 で開催さ れま

とし て、
議長 に佐藤昌 俊
（ 第 に対 する承認 数が過半 数を

出 席者は五 役、専門 部長 こと が渡辺組 織部長か ら、

当 日はまず 、代議員 の登

県連第４回
執行委員会

代議員登録状況及び書面表決書回収状況 】
支部人員 定数 登録 回収
・第１支部 （43人） 4人
4人
3人 ・第２支部 （41人） 4人
4人
3人
・第３支部（130人） 13人 13人
8人 ・第４支部 （84人） 8人
8人
5人
・第５支部 （83人） 8人
7人
7人 ・第６支部 （51人） 5人
5人
5人
・第７支部 （98人） 10人 10人
9人 ・第８支部 （59人） 6人
6人
4人
・川俣支部 （45人） 5人
5人
5人 ・飯野支部 （23人） 2人
2人
2人
・直轄地区（118人） 12人 11人
5人 ◇合 計◇（775人） 77人 75人 56人
【 議題１～６に対する書面表決書返答状況 】
１．令和２年度経過報告
承認する 55人 承認しない 0人 無回答 1人
２．規定改正の報告
承認する 55人 承認しない 0人 無回答 1人
３．令和２年度収支決算書
承認する 55人 承認しない 0人 無回答 1人
４．令和２年度会計監査報告
承認する 55人 承認しない 0人 無回答 1人
５．令和３年度運動方針（案）
承認する 55人 承認しない 0人 無回答 1人
６．令和３年度収支予算書（案） 承認する 54人 承認しない 1人 無回答 1人
※ 提出期限5 月25日（火）に間に合わなかったもの（無効票）
2人
【 抜粋 規約第7条（成立と議決） 】
第７条 総会は、代議員の３分の２以上の出席で成立し、議決は出席代議員の過半数
をもって決める。可否同数のときは議長が決める。
２ 第６条２項（書面表決方式）により総会が開催される場合、代議員３分の２
以上の登録で成立し、登録代議員の過半数以上の承認書をもって決める。
【 定期総会成立の確認 】
代議員定数77人に対し登録代議員75人 よって 定期総会は成立
【 定期総会議決の確認 】
登録代議員75人に対し議題1～5は55人が承認、議題6は54人が承認
よって 定期総会は議決
【 質疑・応答 】
◇質疑：吉田新蔵代議員（第５支部）より
令和３年度会計予算（案）予備費について、以上の様な事態発生時を想定し組
合運営基金の積立を行っているので、そちらで対応すべきで、単年度の予備費の
額ではない。ましてや、執行委員長に流用を一任する額ではない。一考を頼む。
△応答：令和２年度の繰越金に関しましては、ご指摘のように組合運営基金への積立
も考慮致しましたが、組合員への還元という事態も勘案し、機動的な財政支出を
行う余地を残すために予備費へと計上しました。
なお予備費の支出に関して、「令和２年度収支予算・決算書、令和３年度収支
予算書（案）」では執行委員長へ一任となっていますが、慣例として執行委員会
の承認を経た上で支出を行っておりますので、ご理解の程お願い申し上げます。
◇意見：氏家美紀夫代議員（第８支部）より
諸事業の中止に伴う予備費（繰越金）が、過大とならないよう運営に配慮をお
願いします。
△応答：現在、政府がワクチン接種を進めており、これが順調に推移すれば、随時組
合活動の再開が望めるのではないかと考えております。ただし現実には接種には
遅れがみられるとともに、ワクチンの効果に対しても依然不透明な部分が残って
います。したがって状況を勘案しながら、執行委員会において随時対応を協議し
て参ります。

