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総務委員会

５月２９日（金）午後４時からＪＡとおの生活センターにて「平成２７年度通常総会」が行われました。ご来賓に遠野市長、
遠野市議会議長、岩手県建築士会遠野支部長を迎えての開催となり、平成２６年度事業報告、２７年度事業計画について審議を
行いました。
冒頭に照井会長から、会員の皆様、関係機関の皆様にお礼の言葉と今後の事業についてご協力のお願いの挨拶がありました。
総会は議長に箱山勇氏（佐藤建設㈱）が指名され、議案第１号から５号までの議案が
満場一致で承認されました。
平成２７年度事業については、技能向上にむけた取り組み、介護・販売・製造等の多
職種の会員企業の求める人材育成、能力開発事業を県・市・関係団体のご協力を得なが
ら技能労働者及び後継者育成に努めていきます。
「挨拶を述べる照井会長」
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
総会閉会後には、会員事業所で２６年度後期技能検定に合格した高橋宏明氏（建築大工１級）、高橋広也氏（建築大工１
級）、佐藤寛和氏（型枠施工１級）、佐々木優氏（型枠施工１級）、柿木知輝氏（配管２級）、澤村剛氏（配管２級）の６名に
合格証が、交付されました。特に優秀な成績をおさめたということで、澤村さんが金賞、柿木さんが銅賞を受賞しています。
おめでとうございます。
また、永年にわたり技能労働者及び後継者育成に尽力いただいた功績により、丸順工務店㈲様、㈲多田工務店様に照井会長よ 「感謝状贈呈」丸順工務店㈲様（左）
㈲多田工務店様（右）

り感謝状と記念品が贈られました。

４月１６日、平成２７年度長期訓練入校式が開催さ
れました。今年度は、木造建築科１年に４名、2 年に
２名が編入。配管科は２年ぶりの再開で、３名の訓練
生が入校しました。式の中で、ご来賓の皆様から祝辞
をいただき、訓練生の誓いの言葉では、配管科１年の
小松誠司君（㈱鈴陶）が、「諸先輩方や講師の先生方
のご指導をいただきながら、学ぶ喜びを持ち、地域社
会の発展に貢献できる人材を目指します」と頼もしい

４月２日・３日の２日間、平成２７年度新入社員職員

求職者の再就職をサポートする再就職支援訓練は今年

研修が開催されました。多職種の事業所から４１名の新

度岩手県から６コースが委託され、現在メディアビジネ

入社員が参加し、働くことについて考えました。当協会

ス科が実施されています。

の川原が講師を務め、受講生は社会人としてのマナー

当協会では、再就職に向け様々な取り組みをしていま

力、コミュニケーション力、仕事に対する基本的な思考

す。特に、受講者が納得できる就職ができるよう、内面

力について学びました。また、大槌町の㈱ロータス倉本

的なサポートを重視し、自分自身がどうしたいか意思決

の倉本栄志社長の「社会人の先輩としての知識や経験」

定できるよう支援しています。

の講話に熱心に耳を傾けていました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

決意を述べました。

今年度実施コース
コース名

訓練期間

メディアビジネス科

訓練中

介護サービス科

７月１日～１０月３０日

医療事務科

７月１４日～８月２７日

情報ビジネス科

９月１日～１１月３０日

型枠建築技術科

１０月１日～１２月２８日

ＯＡ経理科

１２月１日～２月２９日

「研修風景」

平成２７年３月１６日には、修了式が行われ、木造建
築科５名、塑性加工科３名が修了しています。

今年で２７回目となる「優勝旗並びに遠野市長杯争奪支会対抗ソフトボール大会」が８月
９日（日）に綾織地区センターグラウンドで開催されます。昨年は、雨のため中止になりま
した。２年ぶりの開催となりますので、是非ご参加ください。
６月１５日の支会長会議で、トーナメントの組み合わせが決定し、前大会優勝した青笹支
会と３位の綾織支会が初戦であたることになりました。支会に属していない事業所会員さん
も、住所がある支会の選手として参加できます。全試合終了後には同会場で、ジンギスカン
を食べながら参加者皆さんで、交流をしましょう。

７月

８月
１日
７・８日

介護サービス科開講式
伐木等特別教育講習

９月

７日・２１日

介護「トランス基礎講座」

１日

９日

支会対抗ソフトボール大会

５・６日

１０日

介護「排泄基礎講座」２回目

１４日

医療事務科開講式

１４日

刈払い安全衛生講習

１７日

介護職員初任者研修開講式

２３日

第一種衛生管理者試験日（アピオ）

簿記初級講座

３０日

前期技能検定学科試験会場

３１日

メディアビジネス科閉講式

１７・１８日

１３～１６日
２１日
２１～２２日

夏季休暇

１４日

情報ビジネス科開講式
健康診断（中建国保、会員事業所）
刈払い安全衛生講習

全建総連青年技能競技会岩手県連予選会会場
第一種衛生管理者試験対策講習

／／各講習の案内は裏面をご覧下さい／／
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-遠野建設組合-

-遠野地区木造建築労働災害防止協義会-

当訓練協会では、遠野市の美しく懐かしい原風景

５月１８日に遠野職業訓練協会にて「平成２７年度遠

近年、日本の住宅市場は、人口減と世帯数減少、

「かやぶき屋根」を守るため、会員の皆様、関係団体

野地区木造建築労働災害防止協議会通常総会」が開催さ

少子高齢化社会により、新設住宅着工が減少する中

のご協力のもと、職人の育成、地場産の茅の育成に取

れました。

でも、リフォーム需要は増加する傾向にあります。

り組んできました。

昨年度は、訓練協会員による労災事故が７件報告され

国土交通省は、住宅リフォーム事業の健全な発達

４月１６日に、今まで以上に「かや事業」が遠野市

ています。事故内容については、切創４件、転落２件、

と消費者が安心できる環境整備を図るために、「住

の産業になるよう、組織を強化し、より一層活動の充

無理な動作１件となっています。一昨年と比較すると倍

宅リフォーム事業者団体登録制度」を平成２６年９

実を図るため、「遠野かやぶき保存協会」設立総会を

以上の数字となりました。

月１日に創設しました。

開催し、発足の運びとなりました。

今年度もすでに２件の労災事故（切創１件、転倒１

ところが、大手事業所もこの登録制度に対応して

今後は、「遠野かやぶき保存協会」が主となり、こ

件）が報告されていますが、今後「労災０」に向け、安

いるため、大手事業所にリフォーム市場が独占され

れまでの取り組みの実績と課題を検証しながら、茅の

全パトロールや安全作業周知徹底の活動に取り組んでい

る可能性があります。

育成管理、茅の確保と販売供給、かやぶき屋根の施

きます。

工・保存に取組んでいきます。

そこで、遠野建設組合の上部団体である全建総連

これから気温も高くなり、熱中症などにも注意しなけ

では、地域の事業者を守るため、国のリフォーム事

ればならない時期になります。作業される方はもちろ

業者団体登録制度に対応するための団体として、

ん、事業主の方、管理者の方が安全意識を呼び掛け、労

「(一社)全建総連リフォーム協会」を平成２７年４月

災事故を無くしましょう。

１日に設立しました。
７月１２日（日）に制度についての説明会があり
ますので、ご興味がある事業主の方は、遠野建設組

昨年施工した国の重要文化財「菊池家」

合までご連絡下さい。

（㈲菊栄工務店施工）

◆第一種衛生管理者試験対策講習◆
講習日：８月２１日・２２日（２日間）
受講料：４０，０００円※受験料、宿泊代当含み
－講習内容－
・第一種安全衛生管理者の試験合格に向けて
試験直前の泊まり込み講習（申込は６月末まで）

◆伐木等の業務に係る特別教育◆
講習日：７月８日・９日（２日間）
受講料：会員
８，５００円
一般 １１，８００円
－講習内容－
・伐木作業に関する知識習得
・チェンソーに関する知識習得

◆刈払い作業に従事する者の安全衛生教育講習◆
講習日：①７月１４日／②９月１４日
受講料：会員
５，４００円
一般
８，６４０円
－講習内容－
・刈払い作業に対しての安全確保
振動障害の防止についての安全衛生教育

◆フォークリフト運転技能講習◆
講習日：平成２７年１０月２０日～２３日（４日間）
受講料：会員 ３１，３２０円
一般 ３２，９４０円
－講習内容－
・最大荷重１トン以上のフォークリフトを運転する
ための資格講習

◆介護職技能講習◆
≪即実践できる技能４コース≫
コース２
トランス基礎講座
講習日
平成２７年８月７日・２１日
受講料 会員
６，４８０円
一般 １０，８００円
コース３
清潔ケア基礎講座
講習日
平成２７年１０月６日・２０日
受講料 会員
６，４８０円
一般 １０，８００円
コース４
認知症の知識とケア実践講習
平成２７年１２月１日・１５日
受講料 会員
６，４８０円
一般 １０，８００円

◆医療事務科◆
≪女性求職者対象訓練≫
講習日：７月１４～８月２７日
（全１８日間）
受講料：無料
※但し、テキスト代（16,200
円）、受験料（7,500 円）は
自己負担

☎0198-62-6310

◆簿記初級講座◆
講習日：平成 27 年 7 月 17 日・18 日（全 2 日）
受講料：会員 ５，４００円
一般 ９，７２０円
－講習内容－
・簿記の基本から決選手続きまでを解説し、
基本的な会計知識の習得

◆交流分析による環境改善とリスク予防講座◆
講習日：平成２７年７月２５日・２６日（全２日）
受講料：会員
６，４８０円
一般 １０，８００円
－講習内容－
・自分自身、人間関係について考える理論講座

◆玉掛け技能講習会◆
講習日：平成２７年１０月５日～７日（３日間）
受講料：会員 ２５，９２０円
一般 ２７，５６５円
－講習内容－
・つり上げ荷重が１トン以上のクレーン等の玉掛け
作業をするための資格講習

◆小型移動式クレーン運転技能講習 ◆
講習日：平成２７年１１月４日～６日（３日間）
受講料：会員 ２７，０００円
一般 ２８，６４５円
－講習内容－
・最大荷重１トン以上５トン未満の小型移動式クレ
ーンを操作するための資格講習

上記講習の詳しい内容や申込についてはご連絡ください。現在、計画中の講習は内容が決まり次第ご案内します。また、当協会
では、会員の皆様の手助けができればと考えておりますので、「こういう講習がしたい」などお気軽にご相談ください。

講習・労務のことなど、お気軽にお問い合わせ下さい
職業訓練法人 遠野職業訓練協会
〒028-0502 岩手県遠野市青笹町中沢 8-1-8
TEL／0198-62-6310
FAX／0198-62-6366
Mail／info-tonovts@tono-vts.ac.jpURL／http://www.tono-vts.ac.jp/

