いつもお世話になっております。 社内回覧をお願いします。

サンエーニュース
第２８巻第５号 (通巻１６９号)

参議院選挙…７月１０日か？
政府・与党は夏の参院選について、「６月２２日公示、７
月１０日投開票」とする方向で 最終調整に入った。
これ以上遅いと、投票日が３連休の７月１７日や行楽シー
ズンの２４日と重なるためだ。参院選の選挙期間は通例１
７日間で、６月２３日が公示日にあたる。しかし、この日
は沖縄の慰霊の日にあたるため、政府は公示日を２２日に
１日前倒しする方向で最終調整している。それにしても共
産党が野党共闘ということで民進党の候補を応援してい
る。それを自民党が批判しているが、私にしてみればどっ
ちもどっちだ。とにかく消費税の議論はどうなったのだ？
我々に関心のあることを争点にしてほしいと思います。１
８歳と１９歳の皆さん。選挙には必ず行きましょう…

★★今週の持ち回り★★

メタルバークランプ
村田機械グループのムラテック
ＫＤＳより「メタルバークランプ」
のご紹介です。
＜特長＞
★締付け・拡張に
★片手で使えるバークランプ
★本体材質：アルミダイキャスト
★曲がりにくい堅牢な金属製バー
★締付け力：350kg
★樹脂パッドを金属パッド（MP-02）に付
け替えれば溶接作業にも使えます
★拡張巾は 365～1402mm まで５種類

気になるお値段は…担当営業にお気軽にお尋ね下さい

シリーズ・我が社のアクセスポイント 第１１４回
第１１４回は、日本料理専門店「日本料
理みうら」の三浦利法（みうらとしのり）
さんです。神奈川で修業、大館に出店し
ました。趣味はスポーツサイクリング、
好きな歌手は中森明菜さんだそうです。
★日本料理みうら
秋田県大館市向町 19-2
TEL:0186-59-6330
営業時間：11:30～14:00/17:00～22:00
※掲載させていただいた方には粗品をさしあげます

5 月号

２０１６ 年 ５月 吉 日

========================================
準中型免許制度が２９年度スタート!!
免許制度はどう変わる？！

========================================
お仕事にトラックを使われているお客様も多いと思います。既に報道され
ている通り、運転免許の種類として、新たに準中型自動車免許が設けられ
ることになりました。平成 29 年 6 月 17 日に施行される予定です。そこで、
施行まであと 1 年となったこの仕組みについて解説したいと思います。
この制度は、平成 19 年以降に普通免許を取得した人、今 18 歳未満で将
来的にトラックを運転するために中型以上の免許を取ろうとしている人は
気にしておいた方が良い話題です。平成 19 年以前に普通免許を取得され
た方は、8t 限定の中型免許になっています。以降取得の現在の普通免許
では 5t までの車輌を運転することが出来ます。それが、来年から 3.5t 未満
が普通免許、3.5t～7.5t 未満が準中型免許、7.5t～11t 未満が中型免許、
それ以上が大型免許となります。平成 19 年以降に取得された現行の普通
免許では、5t 限定の準中型免許ということになります。基本的に既得権益
は守られます。制度が改定されてもそれまで持っていた免許の範囲はなく
なりません。今まで乗れていた範囲の車はそのまま乗ることが出来ます。逆
に、免許制度が変わって新たに乗車可能な範囲が広がることはありませ
ん。 普通の暮らしをしていて乗用車を運転する人にとってはあまり関係の
ない話ですが、「今の制度では普通免許を取った人が中型に乗れるように
なるまで時間がかかるし、年齢制限もあるのでかわいそうだよね。運送業
のドライバー不足もあるし、18 歳から中型車を乗れるように制度を変えよ
う」というような話です。
準中型自動車はどれくらいの大きさかというと、街でよく見かける運送会
社、コンビニへの配送車などのトラックをイメージして貰えればわかりやす
いと思います。２トントラックと言われる車輌です。しかし、「２トン」は最大積
載量であり、免許に書かれている「～トン未満」というのは車両総重量なの
です。最大積載量が２トンのトラックは、大抵の場合、車両総重量は５トンを
超えます。仕事の性質上、トラックを運転する機会がある方は、今一度、自
分が持っている免許で運転できる車がどこまでなのか確認して把握してお
く必要があります。今回の改定は、２トントラックの敷居を下げようという事
です。２トンだろうが、４トンだろうが、とにかく中型免許じゃなきゃ運転出来
なかったものを、「準中型」を用意して、「２トントラックまでは運転してＯＫ！」
という枠を作りましたよ。ということです。
更にポイントになるのが、年齢制限です。準中型自動車免許制度は、小型
貨物自動車などに限定した新区分として新設されます。現行の制度では、
中型自動車は、20 歳以上でかつ経験が２年以上でなければ取得すること
が出来ませんでした。高卒の新入社員には、中型トラックを運転させること
はできなかったのです。しかし、準中型免許は、18 歳以上であれば、最初に
自動車免許を取得するときに、普通か準中型かを選べるということです。
この問題に頭を悩ませている企業は多いです。新入社員としては早く仕事
を覚えたいし、会社としても早く独り立ちして欲しい、でも出来ない。制度に
縛られるジレンマを抱えていたんです。これからのこの制度でどう変わるの
か、注目されるところです。

★２０１６年６月 イベント情報
6/1～2

建設技術公開「EE 東北’16」

夢メッセみやぎ

6/1～3

JPCA Show 2016 / ものつくりフェスタ 2016 他

東京ビッグサイト

6/7～10

FOOMA JAPAN 2016 (国際食品工業展)

東京ビッグサイト

6/8～10

画像センシング展 2016／精密測定展 2016

パシフィコ横浜

6/8～10

建築材料・住宅設備総合展 KENTEN2016

インテックス大阪

6/15～17

スマートコミュニティ Japan2016 他

東京ビッグサイト

6/22～24

第 27 回 日本 ものづくり ワールド
第 20 回 機械要素技術展 （M-Tech）

東京ビッグサイト

※念のため、主催者もしくは当社営業にご確認ください・・・・

1 ページから続く
今年の王者は誰だ？！

２０１５初夏 ユニマックスプラス 1 キャンペーン

第 14 回友三会マージャン大会

ハイグレード「Ｆ」ロングネックラジアス発売記念
いつもご好評を頂いた、ユニオン
ツールのプラス１キャンペーンが
帰ってきました。既に５月１日より
スタートしており、期間は６月１０
日までとなります。今回は、ＵＤＣ
シリーズにハイグレード「Ｆ」が発
売された記念のセールであり、対象
はＵＤＣシリーズ全機種となりま
す。５本お買い上げで１本無料サー
ビスとなっていたものが、３本お買
い上げで１本無料サービスとなり
ます。
勿論、ご購入頂く本数が多いと、無料サービス分も比例し
て増えていきますので、まとめ買いの絶好のチャンスです。
お忘れの無いよう、お申し込みはお早めにどうぞ！！

今年もまたマージャン大会の季節がやってきました！皆
様の情報交換に、また日頃のストレス発散に、ぜひお繰り
合わせの上、ご参加下さい。

日 時
製品名

製品種類

ＵＤＣＢＦ

ハイグレードボール

ＵＤＣＬＢＦ

ハイグレードロングネックボール

ＵＤＣＬＲＳＦ

ハイグレードロングネックラジアス

ＵＤＣＢ

ボール

ＵＤＣＬＢ

ロングネックボール

ＵＤＣＬＲＳ

ロングネックラジアス

ＵＤＣＭＸ

ドリル

ＵＤＣＴ

ねじ切り
＜ご注意＞
・サービス品は平均単価以下(型
番自由)でお願い致します。
・誤受注の防止のため、ご注文書
にユーザー様名など必要事項の
ご記入をお願いします。
・サービス品の提供は後日となる
場合があります。

場 所
表彰式

平成２８年６月２５日(土) １２：４５集合
１回戦 １３：００～１４：００
２回戦 １４：００～１５：００
３回戦 １５：００～１６：００
４回戦 １６：００～１７：００
表彰式 １７：３０～１９：３０
おおまち雀荘(協働大町ビル２Ｆ)
秋田市大町 3-2-44 TEL018(865)8582

協働大町ビル ６Ｆ
秋田市大町 3-2-44 TEL018(863)2111

無
参加費

ルール

東々廻し、完全先ヅケ、裏ドラ有、カンドラ
有、８萬点持ち、リーチー発有、ダブル役満
無、ダブロン無、チョンボ満貫返し、流れ 3000
点場返し、七対子 1 翻 50 符 1600 点(その他、
担当に確認下さい)
上位入賞者にはＢＩＧな商品
をご用意しております。参加
ご希望の方は、担当営業まで
お願いします。出席の締切は
６月２０日です。多数のご参
加をお待ちしております。

気になるお値段は…担当営業にお気軽にお尋ね下さい

抽選で３０名様にプレゼント！
パイロット消せる蛍光ペン
これは便利な文房具・・・
メモリーライン. 1本でマーキングと消
去が可能な暗記用筆記具。暗記用が2本
入った3種類のセットもあります。 スポ
ットライター. エコマーク認定商品。イ
ンキ補充式 蛍光ペン ・・・・
応募締切は６/１５(水)です。ご希望の方は担当営業まで・・・

料

※お酒をご用意しています。飲酒される方は車での
来場はご遠慮下さい。

編 集 後 記
能代市の斎藤さんから、サンエーニュースをメールでもら
えないかと依頼されました。ぜんぜん０ｋです。読者の皆
さんでメール配信をご希望の方は是非、ご連絡してくださ
さい！！貴重な意見をありがとうございます・・・・・・・
どんなことでも結構です。ご一報ください｡粗品をさしあげます。

サンエーニュース

三栄機械器具株式会社

〒010-0065 秋田県秋田市茨島２丁目９－３５
TEL 018-862-3105 FAX 018-863-0924
企画部 佐々木隆貴
ホームページ http://www.saneikikai.co.jp/
E-mail info@saneikikai.co.jp2

