越しの訪問行動など例年とは作戦を変え

中、月間中は電話掛けや、インターホン

舞われ、人と人との接触がためらわれる

た。令和２年は、当初からコロナ禍に見

合員拡大月間』が１０月末に終了しまし

９、１０月と取り組んできた『秋の組

共済制度、厚生年金、労災保険などを目

す。多くの新加入者は土建国保や手厚い

明したり、諸制度を案内する場になりま

なっている群会議は、組合の仕組みを説

しょう。とりわけ毎月１６日前後におこ

した仲間へのフォローも忘れずに行いま

拡大月間を終えた今後は、新しく加入
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１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

１

２

３

４

５

９

１０

１１

１２

１６

１７

１８

１９

１５

令和二年もあとわずか
全分会で年間拡大目標達成を

て、すべての分会が拡大目標達成に向け

的に組合に加入しています。みなさんが
知っている・利用したことのある組合制

１５

１４

て奮闘しました。
コロナ禍においては、例年各分会が秋

度の良いところについてもっと仲間に伝

さらに、特にコロナ禍で困っている仲

に取り組んでいる厚生文化行事や、支部

呼んで交流し、親睦を深める機会が激減

間に、持続化給付金、家賃支援給付金を

えてください。情報共有が広がれば、あ

したこともあり、今年の秋の拡大行動は

はじめとした各種給付制度をすすめてい

行事（昨年度は大田区立高畑小でどけん

困難を極めましたが、月間拡大数は１６

きましょう。制度を詳しく知っていなく

らたな対象者の掘り起こしにつながりま

３人（目標１６２人）１３分会中が１３

ても、制度の相談窓口の連絡先を伝える

まつりを行いました）等の交流イベント

分会が目標を達成しました（昨年度の秋

だけでも助かる方がいるかもしれません。

す。

の拡大も１３分会が達成）。２か月間に

今年もあと１月半ほどとなりましたが、

が見送られたため、新加入者や対象者を

及んだ拡大月間において、目標達成に向

１４

１３

11月1日現在4,597人

できることを追求していき、全分会で年

１３

８
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けて奮闘・協力してきた分会・群の皆さ

１２

７

第 234 号
第427号
間の拡大目標達成を目指しましょう。

１１

６

今月のテーマ
んに心より敬意を表します。

白抜きの日は業務休止

１０

12月

※分会、群の会議日程は、
地域により異なります。
必ず事前確認してください。

９

～～～～～～～～～～
☆建築相談会(予約制)
日時 12月8日(火)午後6時
会場 支部会館６階

土
金
木
水

11月
★法律・税金相談
１２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、
支部にご連絡ください。

８

（２０２０年１１月８日～１２月１９日）

どけんカレンダー
日
月
火
◆当面の予定◆

（１）
東京土建大田支部《群会議の話題》
２０２０年１１月９日発行

～～～～～～～～～～～

建築相談会

向けたはがき要請行動ですが、い
主計局次長、③主計局主計官厚生

今回の要請先は①主計局長、②

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

②秋以降に収入減少が大きい方の計算

【概要】

文芸…短歌・俳句・川柳の中から

一人一部門５作品まで応募可。

写真…組合活動、スナップ、風景

（この部門のみＡ４サイズもしく

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 の波がい 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

は六つ切りで応募）、家族の笑顔

の中から一人につき一部門３点ま

知や 群会議 での最新 情報 に注

なく、鉛筆で記入してある。

⑤ボールペン・サインペン等では

給付金』ですが、受付期間は来年

の人の手助けをしてきた『持続化

５月から申請が開始され、多く

●仲間の作品コンクール●

らない表現となっている。

切日付近は混雑が予想されます。

ますが、年末年始があったり、締

「まだ余裕がある」ように思われ

対象に当てはまる場合は、必要書

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

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
より ダウン ロードで きる もの

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

意をしてください。

で応募可。

●持続化給付金・家賃支援

⑥住所・氏名が未記入である。

１月 日までとなっています。

給付金の申請締切迫る●

⑦建設業に従事しているのがわか

の夫は・・・」と記入してある。

③組合員本人（男性）の署名「私

字してある。

②手書きしたものをコピーして印

されている。

①ハガキの向きが上下逆さに記入

財務省はがき要請行動に
家族みんなで取り組もう！

よいよ最終局面を迎えました。今
労働係第一担当、④主計局厚生労

多くの声を国に届けましょう。

回は、補助金確保の総仕上げとし
働第三係主査の４人向けた１人４

６月から始まった補助金確保に

て、財務省に向けたはがき要請行

提出にご協力ください。

枚です。今月の群会議等での記入、

年度予算で約

動に取り組みます。
土建国保は、

厚労省・東京都へのはがき要請

■記入時の注意事項■

占めています。昨今、保険給付費

の際に散見された不備の例を紹介
します。

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カ月分免除

が年々増加していく中、現行の保

％を東京都と、国からの補助金が

38

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

険給付水準を確保するために、多

回仲間
の作品コンクール』と題して、仲

類を揃え早めに申請をしましょう。

どけん共済会では『第

間からの文芸・写真の応募を受け

既に申請をした人・制度を認識

をしましょう。支部では、 月に

付けています。どなたでも応募が

年

している人は、多くの仲間に周知
お待ちしています。締切は

※給付金関連の詐欺には要注意！

の苦境を乗り切りましょう。

入っても制度・申請方法の問い合

いします。

支部までご連絡をお願

い合わせ・不明点等は

月末までです。応募方法・詳細は

11

20

くの仲間が要請行動に取り組み、

① 春夏に収入減少が大きい方の計算

15

わせが多くあります。みんなでこ

12
ＱＲコードより確認できます。問

20

可能です。心温まる作品の応募を

37

（４）
東京土建大田支部《群会議の話題》
２０２０年１１月９日発行

