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東京土建一般労働組合
多 摩 西 部 支 部1面	 集団申告

2面	 春の拡大
3面	 本部大会
4面	 お知らせ

〈４月号 あんない〉

私の好きな小説のひとつに原田マ
ハ著・キネマの神様という作品があ
る。
ギャンブルと映画を観ることが趣

味の主人公の父が病気をきっかけに映画のコラム
をネットにあげるようになり好評を博していくよ
うになるが…といった触りであるが、これが今年
の末に映画化されるということだった。
主人公の父親役は先月29日に亡くなったザ・ド
リフターズの志村けんさんだ。
代役が誰になるかは分からないがとても楽しみ
にしていただけに残念である。
志村けんといえば、ドリフの志村・バカ殿の志
村、最近では動物番組でお馴染みの園長志村とし

て様々な世代で愛されたコメディアンである。
そんな志村けんがどんな芝居をするのか、新し
い一面を見せてくれるのか観てみたかったもの
だ。ちなみに、現在NHKで放送中の朝の連続テ
レビ小説・エールでは作曲家山田耕筰をモデルと
した役柄で志村けんが撮影済みの部分を使って出
演予定だそうだ。
新型コロナウイルスに罹患した時にはすっかり
快方して各スポーツ紙の一面に志村けんの写真と
共に「だいじょうぶだぁ」と並ぶだろうと思って
いたのに、残念である。
ご冥福をお祈りします。
　　　　　　　　　　　　（書記・渡邉宏規）

重税反対 !! 3・13集団申告
全国で重税反対統一行動（集団申告）が３月13日

㈮に取り組まれました。立川税務署管轄も全国と同
じ日程で開催され集まりました。
「消費税増税反対をはじめ、命と暮らしを守る要求
を結集し、安倍政権の暴走を止め、重税反対、民主
的税制・税務行政の実現をめざそう」と午後から各
団体の要求を持ち寄った各所交渉に取組みました。
当日は、新型コロナウイルスの影響もありデモや集
会は行いませんでしたが大勢の参加で集団申告を行
いました。税の役割は富の再分配機能にあります。

庶民ばかりが増税に苦しむ現状を打開する声を上げ
ていきましょう。
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第１次行動	 ４月	15日	㈬
	 	16日	㈭

第２次行動	 	24日	㈮

第３次行動	 	28日	㈫

第４次行動	 ５月	14日	㈭
	 	15日	㈮

第５次行動	 	21日	㈭
	 	22日	㈮

A: 健康診断受診無料
２カ月以上の加入が条件

B:	資格取得援助
5千円援助でスキルアップのチャンス

新規組合加入で
選べる特典キャンペーン

選べる特典いずれか選べる特典いずれか１１つつ

A・Bの選べる特典の利用は各制
度の申込みと一緒に特典申込書
を必ず提出してください。申込
みはお早めにお願いします。

2020年4月〜5月までの組合加入申込者が対象2020年4月〜5月までの組合加入申込者が対象 病気入院	 6,000円	（１日）
病気通院・自宅療養	 4,000円	（１日）
私傷入院（腰痛含む）	 3,500円	（１日）
私傷通院（腰痛含む）	 2,000円	（１日）
私傷固定具装着（腰痛除く）	 2,000円
病気死亡	 800,000円
事故見舞金（34日以上）	 10,000円
《資格取得祝金》
　建築士・技能士・施行管理技士などの国家資格	 10,000円
　作業主任者	 5,000円
結婚祝金	 50,000円
出産祝金	 20,000円
成人祝金	 20,000円
臓器提供見舞金	 50,000円
配偶者死亡弔慰金	 30,000円
家族死亡弔慰金	 10,000円
住宅全焼・全壊	 130,000円
住宅半焼・半壊	 65,000円
住宅部分焼・部分壊	 25,000円

組合の 18 の魅力

砂　　川	 10
け	や	き	 11
高　　松	 12
国　　立	 6
立　　南	 8
富	士	見	 10
昭島中央	 7
玉　　川	 7
朝　　日	 5
拝島東１	 10
拝　　島	 14
事	業	所	 25
直　　属	 34
合　　計	 159

2020年（春は４月〜５月）
支部期間目標

　（月間４％）159人

春の拡大開始　　　　年間１％実増目指し１歩１歩やりぬこう‼春の拡大開始　　　　年間１％実増目指し１歩１歩やりぬこう‼
１月から始まりました春一番拡大月間は、
３月24日本部登録の結果、目標102人に対し72
人（昨年102人）となり、目標達成には至りま
せんでした。
達成できなかった要因としては、独立に伴
う労災の加入（新規適用35人）や確定申告相
談（５人）、事業所の新入社員（外注含む39
人）を訪問の柱に据え運動を行いましたが、思
いのほか成果が伸び悩んでしまった事や新型
コロナウイルスの影響で２月末から３月の行
動を電話連絡中心の方針に切り替えたことに
よる運動の低下が要因だと考えられます。
春の月間は、春一番拡大の教訓を活かして
ピンチの時こそ
団結を深め、情
勢に合わせた運
動を展開し、達
成を目指しまし
ょう。

新しいパンフレットはこれ。組合未加入者に渡して組合の魅力を伝えよう▲

春の拡大統一行動日

※拡大統一行動日には※拡大統一行動日には
　行動センターに集まりましょう　行動センターに集まりましょう

44月　月　55月月

東京土建多摩西部支部は地域と共に49年。立
川市・昭島市を中心に現在、３千人以上の仲間
が加入しています。組合にとって数は力。
そこで新たに組合へ加入する方を応援するキ
ャンペーンを実施しています。現場入場のため
の健康診断（東京土建の健診は提出可）や税金
申告でお悩みの方をご紹介ください。
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第73回本部定期大会開催される！第73回本部定期大会開催される！
東京土建史上初めての試み！

2020年３月15日㈰、東京土建本部第73回定期大会
が群馬県磯部ガーデンにて開催された。と言いたい
ところだが、みなさんご存知のように今回は未知の
「新型コロナウイルス」〝COVID19〟が世界的規模
で猛威を振るい、日本もその真只中にあり、多くの
被害が出ている。土建も２月はじめの段階ではその

実態がまだわかっていず、動員や集会など沢山の行
動が組まれていた。しかし、実態が分かってくると、
これは容易ならぬ事態だと土建全体でも対策が必要
になり、各支部でも対応に追われた。当然１泊予定
の本部大会も群馬は中止となり、そこで今回土建始
まって以来の試み、９支部にブロックごとの代議員
が分散して（人数を削減して）集まり、本部とイン
ターネット回線を使い、10元中継での本部大会が開
催された。
初めての試みで、本部・支部では準備担当者の皆
さん果たして中継がうまくいくのか不安もあったと
思われる。それは大変なご苦労であったと思う。し
かし、案ずるより産むがやすし、案外スムーズいき、
ほっと胸をなでおろしていた。
こんな状況化での開催で、すべてが良かったわけ
ではないと思われた。しかし、多少の不満はあった
が参加代議員の皆さんも今回の緊急事態でのことを
考慮すれば大方上手くいったのではないかと語って
いた。そこで、今回異例の会議となった大会の感想
を主だった代議員に聞いた。

─支部から参加した代議員の声─
支部鶴岡顧問：正直このような状態の中、大会を

開催できたことが本当に良かっ
た。内容的には短い時間の中でも
準備ができ、また運営もこのよう
な会議形式で行えて経費その他を
考えれば上出来だった。

	 	 残念な所は、どうしても中継だ
と質問などもやや一方的感は否め
ず自分との考えの違いなど指摘で
きないもどかしさがあった。

支部清水執行委員長：状況がこのような時と重な
り内容的には十分でないことは分
かっていた。だが全体からの質問
などはあらかじめ各支部から受け
付けていたので運営上は問題がな
かった。しかし、質問についての
回答は伝わらないので後日文書で
の回答になるようだ。

	 	 今回は新しい取り組みだったの
で、課題も多かったし、各支部の
人的交流ができなかったのが残念
でした。

支部大房主任書記：全体の感想はまず、どの会場
もスムーズに運営できていたこと
で一安心しました。また、会場も
私たちの支部に何時も気心の知れ

ているブロックの代議員の皆さん
が集まったおかげで意外とリラッ
クスして対応できたと思いました。

	 	 会議を見れば、少人数で開催で
きたことは経費を含め大変意義が
あり、今後の会議のあり方を考え
させられる大会でありました。

支部記者まとめ：振り返れば今回の大会は、各方
面より賛否はあると思いますが世
界的な災厄にあい、苦肉の策とし
ておこなわれた大会だ。開催形式
が今後の人員や運営経費の面から
も土建の会議の形を大きく変える
かもしれない。

	 	 いずれにしても、今後の総括会
議の結果が楽しみである。

　　　　　　　　　　　　（教宣部　白倉和行）
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女性女性のの会会

多摩西部支部女性の会 お問い合わせ先　多摩西部支部女性の会 お問い合わせ先　042-535-3332042-535-3332　担当：　担当：河河
こう む らこ う む ら

村村

Facebook更新中‼ 定例会や四役会議、イベントの情報など配信定例会や四役会議、イベントの情報など配信

2020年度新しい役員体制で女性の会は
スタートしました。
新型コロナウイルスで大変な時期なので、
しばらくの間は、コロナの影響を考慮しながらの活動に
なりますが「春の拡大」に向けて準備を進めていきます。
ご協力よろしくお願い致します。

と　き：	５月21日㈭と　き：	５月21日㈭
	 10：00〜	 10：00〜
ところ：	支部会館3Fところ：	支部会館3F

《５月の定例会》《５月の定例会》

新型コロナウイルス感染予防策の強化について新型コロナウイルス感染予防策の強化について

新年度を迎えて新年度を迎えて

◉５月24日㈰ 午前9時半〜12時（〆切り５月15日）
	 会場：昭島市民交流センター

◉６月14日㈰ （〆切り未定）
	 会場：立川相互ふれあいクリニック

◉９月６日㈰ （〆切り未定）
	 会場：立川相互ふれあいクリニック

◉12月６日㈰ （〆切り未定）
	 会場：立川相互ふれあいクリニック

2020年度日曜日特別健康診断2020年度日曜日特別健康診断

立川相互ふれあいクリニック立川相互ふれあいクリニックではでは
　胃のレントゲン有り　胃のレントゲン有り（先着10人）（先着10人）

駐車場はご利用できません。駐車場はご利用できません。
ご了承下さい。ご了承下さい。

《集会・イベント等への対応》
●各会連「メーデーデコ作成」（4月5日㈰）中止
●盛年会「多摩川クリーン作戦」（4月12日㈰）開催中止　
●三多摩メーデー（5月1日㈮）参加中止（デコ作制も中止）
●立川健康まつり（5月10日㈰）開催中止　
●各駅頭宣伝行動　4月中止
　◎4月9日㈭平和駅宣（立川）中止　◎4月税経・社保対駅宣中止
●他団体との共闘行動や会議についても基本方針に沿った扱いとします。

胃のレントゲン実施日
◎昭島市民交流センター＝５月24日㈰（先着50人）
◎立川相互ふれあいクリニック＝6月14日㈰、
　　　　　　　　2021年2月28日㈰（先着10人）
★年度内１回は必ず健康診断

中神駅

市民交流センター
東中神駅


