ナウイルス禍でも、「できること」「や

掛け行動が中心となっていますが、コロ

はコロナウイルス感染防止のため、電話

と２週間を残すのみとなりました。今回

９月から始まった秋の拡大月間も、あ

また組合に加入している皆さんが組合未

皆さん一人ひとりの協力が不可欠です。

は何なのか対象者から聞き取るためには、

なければなりません。そして、その要求

て組合の諸制度を案内（提案）していか

に求めているのか把握し、その要求に沿っ

接伝えれば耳を傾け、加入にもつながっ
ていきます。

地道な行動が成果に
できることをやりきろう
拡大行動は組合未加入者の情報提供や
現場での声掛け、チラシのポスティング
など、出来ることはたくさんあります。
また、一人ひとりができることを日頃か

東京土建には土建国保をはじめとした

織にするために、秋の拡大目標達成を目

前進します。私たちの組合をより良い組

ら地道にやることで、拡大運動は大きく

多くの制度があり、どの制度も大きなメ

対象者を加入につなげよう

組合のメリットを伝えて

なげましょう。

象者情報をあらためて確認し、成果につ

皆さんからの紹介です。終盤戦の今、対

を実施しています。仲間を増やすカギは、

抽選で賞品が当たる紹介者キャンペーン

間中に加入した組合員の紹介者を対象に、

今回も春の拡大と同様に、秋の拡大月

れること」を追求し、仲間との連絡は密

現在4,494人

加入の仲間に声掛けし、組合の魅力を直

◎10月1日組織人員

に行うことが重要です。

拡大もいよいよ終盤戦
年間目標も視野に行動を

第426号

指し、また年間目標も視野にラストスパー
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リットがありますが、人によって組合に

11月
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第 2 34 号
トをかけましょう。
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今月のテーマ
求めるものは違います。相手が何を組合

６

８

３１
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２９
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分会集約会議

議

会

５

３

白抜きの日は業務休止

群

４

２

１

拡大行動日

拡大行動日

※分会、群の会議日程は、
地区により前後しますので
必ず確認してください。

拡大行動日
拡大行動日

２４
２３
２２
２１
２０
１９

２７

２６

２５

～～～～～～～～～～～

10月
～～～～～～～～～～

１８

☆建築相談会(予約制)
日時 11月5日(木)午後 6時
会場 支部会館５階

議
会
群

拡大行動日
拡大行動日

１７
１６
１５
１４
１３
１２

土
金
木
水
火
月
日

（２０２０年１０月１１日～１１月２１日）

どけんカレンダー

★無料法律相談・税務相談会
１０月の無料法律相談会と
税務相談会はありませんが、
緊急の相談については、
１１
支部にご連絡ください。

（１）
東京土建大田支部《群会議の話題》
２０２０年１０月８日発行

分会集約会議

新型コロナウイルス国保料減免
新型コロナウイルスの影響で収
世帯主が重篤な傷病を負った場合

また、世帯主が死亡した場合、

つきましては、左記日程にて労

いただき御礼申し上げます。

秋以降の収入減にも追加対応

入が減少した土建国保加入者に対

第一回目 ：月５日（月）

持続化給付金事業コールセンター

８時半～

時

０１２０（１１５）５７０
※土曜以外

◆電熱防寒ベスト◆

背中に電熱ユニットを搭載し、

身体全体を素早く暖める「防寒ベ

専用のオーダーシートかスマー

としても使用できます。

ました。薄手で軽いため、インナー

議し、東京土建特別価格を実現し

働保険料の引き落としを致します。 スト」について、ミドリ安全と協

減免対象となる方はもちろん、

：月５日（木）

も減免対象となります。

ます。２０２０年２月～７月の収
ご自身が対象となるのか分からな
第二回目

：月

して、国保料の減免を実施してい

入を基準に減免対象かを判定して
い方も支部までご相談ください。

第三回目

【引き落とし予定日】

いましたが、「秋以降の受注減が
個別でご案内します。

日（月）

激しくなる」「緊急事態宣言の頃

トフォンでお申し込みできます。

込みとなります。

※対象の事業所へは、金額等を記

コロナ禍により労働保険の更新

◎持続化給付金◎

◎労働保険料の引落し◎

等の意見が寄せられたことから、

手続きが遅れ、委託事業所の皆様

たので、是非ご検討ください。

最近、肌寒い日が多くなってき
【給付額の算定方法】

組合員が購入した空調服等につ

◆空調服購入補助◆
か月）

き支部から補助を行います。

５０％月の売上

個人事業者は最大１００万円まで

月 日

【購入期間】４月１日～

【申請期限】 月２日

（法人は最大２００万円まで）
■必要書類■

10
【給与申告者】源泉徴収票、業務

身分証明

１００人（残りわずか）です。

※１人１回のみ申請可能で、先着

【補助額】２０００円（実費上限）

【相談・問合せ先】

委託契約書（会社との契約書類）

領収書を貼り支部へ提出

【申請方法】申込書にレシート・

31

12

※前年の総売上 −
（前年同月比▲

15

×

【事業申告者】確定申告書類（

11

より秋以降の方が悪化している」

保険料減免制度の追加の対応が講

受付期間は１月

②秋以降に収入減少が大きい方の計算

日までです。

には大変ご迷惑をおかけしました。

①か②で求められたＣの値によって
下記の表に対応した減免率が決定します。
↓↓↓↓↓
Ｃが30％以上40％未満 ４カ月分免除
Ｃが40％以上50％未満 ６カ月分免除
Ｃが50％以上
８か月分免除

じられました。具体的な計算方法

Ａ：２～11月までの任意の４カ月の収入合計×３
※8月以降分を含める
Ｂ：２０１９年度収入
Ｃ：１００－Ａ÷Ｂ 前年度比減収割合

また、郵送でのやりとりにご協力

Ａ：２～７月までの任意の２カ月の収入合計×６
Ｂ：２０１９年度収入
Ｃ：１００－Ａ÷Ｂ 前年度比減収割合

は左記をご確認ください。

① 春夏に収入減少が大きい方の計算

19

こちらはミドリ安全へ直接の申し

28

載した通知を改めて送ります

12 11 10

年）、減少月の売上台帳、通帳、

19

（４）
東京土建大田支部《群会議の話題》
２０２０年１０月８日発行

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

で、今後、群会議や集金方法

が再び変わる可能性がありま

す。案内通知や群会議での最

新 情報に注 意をし てくださ い。

◎来所の際は感染防止
にご協力を

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。

◎諸手続きは郵送で

現金のやりとりを要さない

諸手続きに関しては、書類郵

送にて行うことができます。

申請書類は支部ホームページ

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

すので、問い合わせの上、お

急ぎの申請でない限り、郵送

での申請を極力お願いします 。

