夏の拡大行動が秋につながる

秋の拡大は９月 から始まりますが、 月間
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着用は熱中症にかかる危険性があるため、
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今年はコロナウイルス感染防止のため、
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今後もコロナ ウイルス感染防止の ため
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屋外で作業する 皆さんは熱中症に十 分注

しなければならないのが「熱中症」です。

さとなってきま した。この時期、注 意を

７月になり夏 本番を迎え、本格的 な暑

今年は熱中症だ けでなく、コロナ感 染

も水分補給をするよう呼び掛けています。

作業や運動は避け 、喉が渇いていなく て

マスクを着用する 場合には、強い負荷 の

きる場合にはマス クをはずすこと、ま た

な距離（少なくと も２ｍ以上）が確保 で

リスクが高くなる ため、屋外で人と十 分

らと安心せず、 常に風通しを確認し 、い

【マスク着用による熱中症に注意】

向けた拡大行動をお願いします。

携・団結するこ とが大切です。ポス ティ

かけて着用するこ とが多く、寒い日は 、

現在4,511人

間に合いません。

暑さとコロナ ２つの予防を
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支部にご連絡ください。
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新型コロナウイルス関係による
融資制度相談・申込の案内
◎持続化給付金◎
【給付額の算定方法】

委託契約書（会社との契約書類）

支給しています。支部内ですでに

た事業者に対して持続化給付金を

■必要書類■

（法人は最大２００万円まで）

個人事業者は最大１００万円まで

分～
土曜日以外

８時

時

０１２０（１１５）５７０
受付時間
受付日

◆ＪＲ蒲田駅東口に会場開設◆
５月から全国各地域で「申請サ

◎緊急生活応援ローン

（事業主・一人親方・
従業員向け）支部独自◎

は新型コロナ禍のために、集団で

時

新型コロナウイルス
感染防止のお願い

◎今後の状況に注意を

感染拡大第二、第三波がい

つ起きてもおかしくない状況

【金額】最高１００万円、最長１

０年、金利１．５％（金利１年目

で、今後、群会議や集金方法

の開催がまだできない状況です。

個別受診を希望する方は、医療機

の１）・

９時～

案内します。

なお東京労働局では元請企業に、

下請け企業からの健診結果の提出

を猶予するよう通知を出していま
す。

での申請を極力お願いします 。

急ぎの申請でない限り、郵送

すので、問い合わせの上、お

よりダウンロードできるもの
と、原本によるものがありま

申請書類は支部ホームページ

送にて行うことができます。

諸手続きに関しては、書類郵

現金のやりとりを要さない

◎諸手続きは郵送で

支部事務所では受付窓口に
飛沫拡散防止シートを設置し
て通常業務を行っています。
来所する方には会館入口や
受付窓口に設置するアルコー
ル液での手指消毒とマスクの
着用をお願いしています。
書記局員もマスク着用で対
応しています。感染防止にご
協力ください。

◎来所の際は感染防止
にご協力を

新 情報に注 意をし てくださ い。

す。案内通知や群会議での最

が再び変わる可能性がありま

のみ支部負担・後払い）

【必要書類】免許証、健康保険証、
確定申告書３年分

【申込】中央労働金庫蒲田支店

蒲田５の１３の２３

【問合せ】（３７３８）６２５１

◆健康診断について◆

毎年組合で実施している提携医

分程度
で申請完了します。利用希望者は

ＪＴＢビル・蒲田５の

８６６

18

０５７０（０７７）
：

会場コード 1333
予約電話

38

紙や群会議の話題などを通じてご

関に直接連絡の上、受診申込みを

1306

事前予約が必ず必要になります。

）・会場コード

して下さい。支部でも集団健診が

の

①蒲田会場・相鉄フレッサイン東

30

実施できるようになり次第、機関
５の

12

②蒲田第二会場（紳士服アオキ・

19

京蒲田２階（ＡＣボウル前・蒲田

の特設会場が設けられ、

ポート会場」が開設されています。 療機関との集団健診ですが、今年

制度の詳細は支部まで
お問い合わせください

身分証明

【対象となる可能性がある方】
①給与・報酬等の支払いを受けている方
で、労務不能となった組合員・家族
②個人事業主・一人親方の方で、医療機
関で労務不能と認められた組合員

です。ぜひ手続きを！（業務委託

19

持続化給付金事業コールセンター

【相談・問合せ先】

給付を受けた仲間がいますが、ま
【事業申告者】確定申告書類（

か月）

だ申請していない方も多くいるよ

年）、減少月の売上台帳、通帳、

政府は収入面で大きな影響を受け

うです。受付期間は１月 日まで

19

12

■新型コロナウイルス感染症手当金

区内にもＪＲ蒲田駅東口に２ヶ所

【対象となる可能性がある方】
①世帯主が死亡した組合員
②世帯主が重篤な傷病を負った組合員
③収入の減少額が前年の収入の３０％以
上の組合員

【給与申告者】源泉徴収票、業務

■土建国保料を減免します！

契約を結ぶ給与申告者も対象です）

15

30

長い営業自粛を伴うコロナ禍で、 （前年同月比▲５０％月の売上

※前年の総売上（事業収入）ー
×

【未申請の方はぜひ手続きを！】

（２）

東京土建大田支部《群会議の話題》
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