０年度は幕を閉じ、春の訪 れとともに２

新型コロナウイルスに苦しめられた２

のではありません。未加入者の情報提供

の交流が少ない中、自然に成果が出るも

ために必要不可欠です。コロナ禍で人と

事態宣言が発出されてからは、ステイホー

場に入場するために必要な労災の特別加

充実した給付が魅力の土建国保や、現
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２１

２２

１８

春の拡大月間始まる！

１年度が今月から始まりま した。各分会

や、現場での声掛け、チラシのポスティ

ムやソーシャルディスタン スなど、人と

入などの組合の魅力を、組合員であるみ

１９

１７

未加入者に声掛けをしていこう！

でも３月の終わりに分会総 会を行い、２

ングなど、常に拡大の意識を持つことで

人とが接触しない新しい生 活様式が呼び

なさんが未加入の仲間に勧めることで、

１５

１６

「拡大」は、私たちの諸要求を実現する

０年度の総括と２１年度の 方針や新役員

日ごろから出来ることはたくさんありま

かけられ、マスクは欠かす ことのできな

その仲間もきっと耳を傾けてくれます。

１４

１１

初の緊急事態宣言から１年

の体制が決まったことと思います。

いものとなりました。２０ 年度の組合の

組合に加入して実際に制度を利用してい

す。

活動においては、人が集ま る集会や会議

るみなさんの生の声は、とても説得力が

思い返せば、１年前に国から初の緊急

が避けられることで、なか なか前に進む

あるものです。声掛けをできる場面では
声掛けを、それ以外ではできることを追
求して仲間を増やしていきましょう。
一人ひとりの力は小さくても、たくさ

１３

１０

現在4,448人

ん集まればとても大きな力になります。

１２

９
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みんなでこの春の拡大行動を成功させま
しょう！
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ことができませんでした。
今日においては、新型コロナウイルス
のワクチン摂取が医療従事 者を中心には
じまりましたが、感染症の 予防について
はまだまだ注意が必要です。
春の拡大が始まりました！
さて、春と言えば４、５月の春の拡大

３０

５月

★税務相談会（予約制)
日時 5月24日(月)午前10時
受付 支部会館２階

８

４

今月のテーマ
月間ですが、組合員を増やす取り組み

７

３

分会集約会議

議

会

群

白抜きの日は業務休止

２９

１ メーデー

２８
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２６

２５

１９
１８

６

２

※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。

分会集約会議

２３

～～～～～～～～～～

４月

２４
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２１
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☆建築相談会(予約制)
未定

議
会
群

１７
１６
１５
１４
１３
１２
１１支部大会

★無料法律相談(予約制)
日時 4月20日(火)午後 2時
5月12日(水)午前10時
受付 支部会館２階

土
どけんカレンダー （２０21年４月１1日～５月２2日）
日
月
火
水
木
金
◆当面の予定◆

（１）
東京土建大田支部《群会議の話題》
２０２１年 ４月７日発行

今年も拡大行動にご協力ください！
～コロナ禍でもできる行動を～

◆組合費・国保料
変更案内

◎組合費が変わる時

三千二百円から五千二百円に

①、二十歳の誕生日翌月分～
閉鎖的な状態が続いていますが、 せ保険の更新のお知らせが代理店

②、二十五歳の誕生日翌月分～

４月から春の拡大（組合員を増

より郵送されています。期日まで

五千二百円から五千八百円に

現場での声掛けなど、今できるこ

やす運動）が始まりました。拡大

に提出してください（労働保険と

する）運動にぜひご協力ください。 期日・提出先が異なります）。

区分が変わることに伴い、随時

が中心となって組合加入を勧め、

者情報をもとに、分会、群の役員

※新型コロナウイルス感染防止策

年度更新手続きが始まりました。

労災・雇用保険（労働保険）の

住宅をリフォームした場合、一

年度変わりの時期や、諸手続

東都シス

情報を集めるためには、みなさん

保険代理店

◆労働保険の年度更新
・提出先

の協力が必要です。集まった対象

仲間を増やしていきます。拡大会

として、対応を分散しています。

定の要件を満たすことで所得税や

き（扶養者の増減等）にともな

変更となります。なお、三十歳

場の制限等がある中ですが、拡大

更新方法、受付日時については、

固定資産税などの減税を受けるこ

い金額が変わります。

中学校卒業祝金！
（制度発足２００８年、３月）

大田支部は東京土建の中でも唯一互助制
度をもっており他の支部にはない支部独自
の制度がいくつもあります。

○中学校卒業祝金・・２万円

[申請用件]

①組合員の子どもが制度発足後に中学校を
卒業した

②加入一年未満の加入者は一年経過した後、

給付

[手続きの流れ]

①申請用紙を記入（大田支部ＨＰ印刷可）

②確認書類の準備

・続柄記載の住民票・卒業証書の写し

※詳しくは、支部事務所まで

習会を開催します。
５月２６日（水）

分から）の変更となります。

◎土建の国保料が変わる時

介護保険料三千四百円が発生

④、六十五歳到達時～

⑤また、七十五歳到達時から

○日時

大田支部会館４階

「後期高齢者医療制度」に移行

介護保険料三千四百円が消滅
○会場

東京南部会計

○締切

○申込

２５人（先着）

５月２１日（金）

大田支部へ事前申込

の本人、扶養家族が対象。

※③、④、⑤とも土建国保加入

くなります。

となるため、国保料の請求がな

○定員

佐伯税理士

○講師

午後７時～８時

への変更は、年度に一回（六月

行動は地道な活動（日頃から声掛

届いたお知らせをご覧ください。

とができる制度（耐震工事、省エ

大田支部だけの独自制度

◆税金学習会

けする等）が成功のカギとなりま

なお、請負賠償保険と労災上乗

③、四十歳到達時～

す。

ネ工事等に伴う所得税控除）の学

テムサービス㈱

※以上の場合は、組合費の年齢

を進めるには対象者情報が必要で、 とで組織拡大（組合を大きく強く

（４）
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新型コロナウイルス
感染防止のお願い

◎来所の際は防止策に
ご協力を

支部事務所は現 在通常通
り業務を行っています。来
所される方々には、会館入
口や受付窓口に設置してあ
る消毒液での除菌やマスク
の着用にご協力ください。
尚、書記局員もマスク着用
で対応させて頂いています。
ご 理 解 ・ご 協 力 お 願 い し ま
す。

◎各手続きは郵送で

各種手続きはお金のやり
とりを要さない手続きに関
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、
原本での書類のものがある
ので、お問い合わせの上、
お急ぎな申請でない限り極
力、郵送手続きでの申請を
お願いします。

◎今後の状況は不透明

諸会議・諸活動につき変
更になる可能性があります
ので動向にご注意ください。
仲間のいのちと暮らしを守
る行動を心掛けましょう。

