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今回は、お城と共にもう一つの楽しみである

御朱印の紹介です。

数年前に、薬師寺にお参りした時、御朱印の

豪快な書体に感動して集め始めて、それからは

常に持ち歩いて 集めています。

目の前で、素晴らしい字を書いてもらった時

は感動しますよ！中には、残念賞もありますが

…
写真は奈良市、元興寺の御朱印です。

理事長 針田勉

バトンタッチ コーナー

大勝建設㈱ 中島孝

『 私と野球 』

小学生低学年の物心がついた頃から、三度の飯

より野球が好きだった私の少年時代（笑）

学校から帰ると、自宅の塀にストライクの的を

描いてひたすら壁当てをしたり、休日は地元の

少年野球チームで練習に励んでプロ野球選手に

憧れる毎日。小学４年生くらいには、親に無理

を言ってスポーツ新聞（確か日刊スポーツ！？）

を定期購読してもらって１２球団全てのプロ野

球チームの１番から９番までの選手名を覚えた

りする野球小僧でした。

その後は中学校では陸上部、高校ではバレー部に

所属して、野球のほうは高校野球（特に天理高

校！！）やプロ野球阪神の応援や観戦が主になり

ました！

その私の息子がはじめて野球に興味を持ったの

が、小学校１年生くらいに甲子園の阪神の公式試

合観戦に連れて行ってからのこと。その試合で阪

神は、シーツのホームランなど５本くらいホーム

ランを打って２０点くらい取って快勝しまし

た！！その印象が強かったのか、その後息子は地

元の野球チームに自分の意志で入ってキャッチャ

ーとして少年野球を楽しませてもらいました！！

現在その息子も、中学硬式野球のクラブチームに

入って、今も親子で土日は野球漬けです（笑）春

からは３年生の最終学年となりますが、夏までも

うしばらく親子で好きな野球を目いっぱい堪能さ

せてもらいまーす！！！

（バトンタッチ次は吉川鉄工所・吉川さん、お願

いします！！）

青年部コーナー

青年部会長 藤井雅啓

4月 12 日（土）、福井県にて『全国鐵構工業協

会青年部会 第 23 回全国大会』が行われます。

総会にて、近畿ブロックを代表し奈良県の事業

（奈良県技能フェスティバル）について発表させ

て頂くことになりました。

毎年参加し皆様にご協力頂いている事業が認

められ、全国の皆様の前で発表させて頂く機会を

頂けたことを、大変嬉しく思います。

滑舌の悪い私ですが、奈良県青年部の顔に泥を

塗ることのないよう、頑張って参ります・・・（笑）



教育認定事業委員会より

委員長 藤田英輝

平成 26 年 2 月 24 日に中災防さんのご協力にて、有

機溶剤業務安全講習会を行いました。有機溶剤の話

だけでなく 12 月～1 月に実施いただいた「中小規

模事業場安全衛生サポート事業」の結果報告ならび

に、鉄骨工場の作業の安全について(酸素やアセのボ

ンベの取り扱い等)ご講義いただきました。また、講

習会にご協力いただきました賛助会員のヨシカワ

塗料様・伸光工業様ありがとうございました。

有機溶剤の有害性は、じん肺などと同じくただち

に健康被害が出るものではないが、長年にわたり

徐々に中枢神経等を蝕んでいくというところに怖

さがあると思います。とりあえず出来る対策とし

て・・・

①シンナーに素手で触れない。耐シンナー手袋等を

着用する。手の汚れをシンナーで落としたりするの

はもってのほか！

②作業中は換気に十分留意する。防毒マスクを着用

する。

③ウエスを使用して油落としをする場合、大量にシ

ンナーに浸さない。少量で あっても汚れ落ちの効

果はあまり変わりません。

④開封した容器は、作業中も必ずフタをしておく。

有機溶剤の揮発を抑えると同時に、火災予防として

も重要です。等があげられます。一度作業環境の見

直しをしてみたらいかがでしょう。

また、我々のように屋内にて塗装作業を行う場合

は、有機溶剤作業主任者の資格保有者が必要です。

奈良県労働基準協会等で２日間の講習が実施され

ていますので是非とも受講してください。有機溶剤

といっても、シンナーだけではなく、ガソリンやア

ルコール・薬品等も含まれます。受講者もタンクが

あるような化学工場の社員さんであったり、造り酒

屋さん・ガソリンスタンドさん等バラエティに富ん

でいて、意外に面白い講習ですよ。

委員会ニュース 共済・経営近代化委員会

ver.6 委員長 寺田信弘

第 4回委員会

開催日時： 2014 年 1 月 22 日 18：30～ 会場：

ちゃんこ飛鳥山(天理)にて開催

出席者：上柿.中原.寺田.平野.中島

まず初めに、第 4 回理事会及び臨時総会の

報告を行いました。その後、次回の当委員会

の事業として模索検討し議論した結果、組合

員及び賛助会員が共に懇親を深め、互いに研

修ができる事業として、製鉄所等を見学する

様な 1 泊程度の研修旅行の企画をすること

で、次回理事会の協議事項にすることとしま

した。そして賛助会員の鋼材業者 3 社に研修

先の企画検討を依頼して、次回の委員会にて

選定する事と致しました。

次期の共済･経営近代化委員会の委員長候

補者が決まらず、次回の委員会にて再度検討

することにしました 。

第 5回委員会

開催日時： 2014 年 3 月 5日 17：00～ 会場：鉄

構組合会議室にて開催

出席者：上柿.中原.寺田.福本.平野.中島

前回、第５理事会の報告の後、組合員及び

賛助会員との研修旅行を依頼していた鋼材業

者の門真鋼材さん、堀田晃和さん、山大興業さ

んに提出して頂いたプランを検討しました。結

果、1 日目は新日鉄住金 広畑製鉄所を見学し

たあと宿泊し、翌日は近隣の観光等を旅行会社

にて企画依頼しており、次回委員会にて協議す

ることにしました。

経営近代化の事業として、各事業所の労務

や総務業務、助成金の申請等を組合組織にて対

処できないかという意見が出たので、次回の委

員会で検討する事としました。

委員会終了後は、八木の「たち花」にて食

事をしながら、今後の委員会等の話で盛り上が

り解散致しました。

次回開催 第 6回委員会

開催日時： 2014 年 4 月 2 日(水)17：00 より

開催会場：鉄構組合会議室にて開催いたします。

次回委員会に皆さんのご参加お待ちしておりま

す!!



支部コーナー

「奈良支部」

奈良支部担当副理事長 内藤 源美

いよいよ消費税の税率が 5%から 8%に引き上げ

られる 4月 1 日が目前に近づいてきました。

年度末から年度始めの落ち着く時期にもほぼ稼

動率 100%に近い状況にあり、修繕や小規模工事は

「出来れば増税前に」と駆け込み依頼があるのが

現状です。3 月中に奈良支部会を開催する予定で

したが、支部会員 14名の皆様 4月には支部会

を開催いたしますで参加お待ちしています。

安心したものの、ある疑問が。請負金額が 5000
万円を越えていても、我々のように大半が材料代

を占めている業者なら利益が数％にもならない。

そんな現場であっても、一人の技術者を専任させ

なければならない。並行する現場と同数の技術者

を保有しなければならない。請負金額でなく、他

の尺度（仕事量、営業利益）で専任の必要を決め

るべきでは？法律はどこか矛盾ってあるものだ

けど、中小企業の我々には厳しい現実だなぁと痛

感しました。

何にせよ、行政書士にまかせきりの工事経歴書を

作成した責任はこちらにあるんですがね。

ちなみに、工期には契約工期を基本としますが、

専任の必要な期間に工場製作期間や現場に従事

していない期間は省く事ができます。その場合、

発注者との明確な記録が必要となりますので注

意してください。

みなさん、建設業指導室の立入検査にご注意！

「高田支部」

匿名希望！

ご注意！

ある月末のバタバタしている日の事です。見慣

れないスーツ姿の中年男性が２人。首からカード

をぶら下げ、「社長は在宅か？」と事務員に聞い

ていました。いったい、そちらこそどなた？と思

いながら、応対すると、奈良県の職員だと。差し

出された名刺によると「県土マネジメント部建設

指導室」と書いてある。「本日は建設業法第３１

条に基づく立入検査にまいりました」「？？」

「経営事項審査の記載内容の確認をさせてくだ

さい」よく聞きますと、経審の申請において工事

経歴の部分で不備があるとのこと。

１．K 店舗新築工事 工期 平成２４年９月～

１０月

２．K 事務所新築工事 工期 平成２４年９月～

１１月

請負金額は K 店舗が 5000 万円を超えていて、K
事務所が 2000 万円強。それ以外の配置技術者に

も、この２現場の配置技術者に僕の名前が記入さ

れている。

つまり、適正な施工体制で配置されておらず、専

任すべき工事に専任していないとの指摘です。

さすがに、すべての工事に僕の名前が書いてある

ことから、代願をお願いしている行政書士さんの

ミスだろうと推測できるため、書類の訂正申告を

して頂ければ OK との事ですみました。

何はともあれ、大事にいたらなくて、ほっ。



ご意見、お問い合わせ

奈良県鉄構建設業協同組合

〒634-0008 奈良県橿原市十市町 1037 
 Tel  0744-25-7519㈹

Fax 0744-25-7493 
E-mail  nara.sfa@kcn.jp 

賛助会員コーナー

AIU 損害保険株式会社西日本地域事業本部 奈良支店

原田 俊一

組合員の皆様

いつもお世話になっております。AIU 損害保険株式会

社です。

AIU 損害保険 株式会社 は組合の皆様の福利厚生制度

の推進商品をご提供させて頂いております。

当社はこれまで、米国の保険会社「エイアイユー イン

シュアランス カンパニー」の日本支店として営業を行

ってまいりましたが、2013 年 4 月 1 日より日本法人の

「AIU 損害保険株式会社」として営業を開始しました。

今後とも組合制度商品でございます「ハイパー任労」

ともどもよろしくお願い致します。

さて"AIU"といえば真っ先にイメージされるのが海

外旅行保険だと思います。そこで、最新の支払事例をご

紹介するとともにご旅行の際にはご加入をお勧め致し

ます。ニュースにはなっていませんでしたが、こんなこ

とがありました。

被害者は大学の大学院生。学術研究のためアフリカの

とある町の公園内で写真を撮っていたところ、偶然何ら

かの事故（犯罪）現場を撮影してしまい、犯人が被保険

者に近寄り射撃される事件がありました。

右肺に複数の銃弾を受け現地病院へ搬送入院し、肺の

血腫を取り除く手術を受けた後容態は安定、ＩＣＵから

一般病棟へ移り、帰国となりました。

弾銃弾の小さな破片は肺に残ったままの状態でありま

すが、特に呼吸に苦しさは無いようです。

本当にひどい話ではありますが、弊社の旅行保険にご加

入いただいており、無事お支払いをいたしました。

しかし、無保険であった場合おおよそ下記のような費用

がかかります。（概算です。）

1.治療費用

海外現地治療費 ￥2,500,000- （応急に飛行機でか

けつけた医師の費用含む, 病院の請求書は入手済み）

国内治療費 ￥1,500,000-  （入院２カ月通院３か

月半 鎖骨手術 健保扱い）

緊急移送費用 ￥1,500,000-  （海外現地病院まで

の Air Ambulance 分 請求書入手済み）

諸雑費 ￥200,000- 
------------------------------------------------------------------------- 
 計 ￥5,700,000- 
 

2.救援者費用

. 現地までの交通費 ￥1,000,000-（親族）

ホテル室料 ￥100,000-  
 移送費用 ￥4,700,000- （親族分含む航空

券 エスコート医師 帰国後陸路搬送含む）

諸雑費 ￥200,000-   
-------------------------------------------------------------------- 
 計 ￥6,000,000-

他にも、後遺障害がありました。

勿論、旅行保険の支払い対象ですのでお支払いが可能

です。

心の傷はなかなか癒えませんが、お体の事については

保険ご加入いただいていて、本当に良かったと思いま

す。

旅行中の事故や病気から皆様をお守りするためにも、

是非とも海外旅行保険をご加入下さい！！

皆様が楽しいご旅行をされる事をお祈りいたします。

編集担当より

編集作業担当 上柿範兼

組合員皆様、いつも「ならてつニュース」のご購読、

原稿提供等、ご理解とご協力いただき、ありがとうご

ざいます。お蔭様で、第 6 号を出版させていただくこ

ととなりました。今後も皆様にお喜びいただけるよ

う、編集作業を頑張ります。些細な情報提供、原稿提

供、またはご提案でも結構です。ございましたら、ご

報告、ご協力をよろしくお願い申し上げます。また、

今回より「賛助会員コーナー」を新設いたしました。

組合員のご推薦していただける賛助会員企業様から

の原稿、または賛助会員様ご自身からの原稿提供をお

待ちしております。


