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〈７月号 あんない〉

コロナ禍は一進一退で続いている
が、何はともあれ約３か月遅れの６
月19日にプロ野球が開幕した。当面
は無観客試合が続くようだが、個人的

に打球音や捕球音が球場に響く様が新鮮で心地良
く前向きに捉えている。
さて、我が巨人軍は素晴らしいスタートダッシ
ュを決め現在セリーグ単独首位となっている。こ
のままあっさり優勝するだろう。菅野の円熟味を
増した投球に、４番の風格漂う岡本、天才的な打
撃でチーム得点力を高める丸がいる。そして忘れ
てはならない2000本安打にあと100本余りに迫っ
ている「頼れる主将」坂本勇人がいるのだ。
本来の日程で開幕していれば、今年31歳の坂本

は最年少31歳７か月で2000本安打を達成した榎本
喜八の記録を更新したであろう。試合数減や坂本
の誕生日の関係で最年少達成更新は難しい状況
だ。改めてコロナよ何をしてくれるのだと思う。
それはともかく、また夕食にビールを飲みなが
ら、あれこれ文句を言いながら野球中継を観るこ
とが出来る。早速その席で「原はやっぱり凄い、
それに比べて前任の由伸ってダメ…」と、つい口
走ってしまった。何事も無かったかのようにテレ
ビ中継を見続けたが、私は知っている。由伸ファ
ンの妻が隣で睨みを利かせていることを。
私は黙って手にしたビールを一気に飲み干し
た。我が家は少しずつ日常が戻りつつあるようだ。
　　　　　　　　　　　　（書記・渡邉宏規）

	 分会名	 1月現勢	 年間目標	 月間目標	 月間成果	 残	 6月現勢	 ☆1%増	 脱退抑制	 年間脱退
	 砂　川	 234	 31	 10	 18	 ☆ -7	 ☆243	 237	 11	 15
	 けやき	 267	 35	 11	 4	 7	 265	 270	 13	 ☆12
	 高　松	 302	 40	 12	 12	 ☆0	 305	 306	 15	 19
	 国　立	 130	 17	 6	 4	 2	 ☆132	 132	 6	 ☆6
	 立川南	 185	 25	 8	 4	 4	 180	 187	 9	 12
	 富士見	 236	 31	 10	 10	 ☆0	 232	 239	 11	 15
	昭島中央	 167	 22	 7	 11	 ☆ -4	 ☆171	 169	 8	 ☆8
	 玉　川	 164	 22	 7	 10	 ☆ -3	 ☆170	 166	 8	 ☆6
	 朝　日	 108	 15	 5	 1	 4	 104	 110	 5	 6
	 拝東一	 249	 33	 10	 7	 3	 ☆255	 252	 12	 ☆6
	 拝　島	 334	 44	 14	 10	 4	 333	 338	 16	 17
	 事業所	 624	 82	 25	 63	 -38	 ☆651	 631	 31	 32
	 直　属	 845	 110	 34	 0	 0	 839	 854	 42	 ☆39
	 合　計	 3845	 507	 159	 154	 5	 3880	 3891	 187	 193

春の拡大月間は６月１日の本部登録をもって終了
となりました。この月間は、仲間の健康を守る取り
組みとして電話による聞き取りアンケートの回収と
組織拡大目標（4.0％）、脱退阻止と土建国保を守る
取り組みとして就業実態調査の回収を運動の重点に
据え、通常の訪問行動は行わず電話中心の行動を行
いました。
組織拡大については、目標159人に対し154人とな

困難な状況の時こそ組合の力を り、本部目標については達成となりましたが、支部
目標達成には至りませんでした。しかし、仲間との
接触が困難な中、電話でのやり取りのみの行動で１
人ひとりの行動に依拠した結果、多くの成果を積み
上げることができました。成果の中心は、独立した
仲間の労災や土建国保加入、事業所の新入職者とな
り、仲間の皆さんの日頃からの声かけがこの月間の
成果へ繋げることができました。また、組織現勢に
ついても６月１日現勢を3,880人とし対１月１日現
勢を35人超過することができました。

新型コロナウイルスにも負けず目標達成！新型コロナウイルスにも負けず目標達成！2020年2020年
春の拡大春の拡大



第477号⑵ 2020年７月８日 機関紙たま西部

資格取得援助資格取得援助
５千円援助でスキルアップのチャンス

新規組合加入で
特典キャンペーン中！

特典の利用は各制度の申し込み
と一緒に特典申込書を必ず提出
してください。申し込みはお早
めにお願いします。

2020年６月〜８月までの組合加入申込者が対象2020年６月〜８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	 100,000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	 6
け	や	き	 7
高　　松	 8
国　　立	 4
立　　南	 5
富	士	見	 6
昭島中央	 5
玉　　川	 5
朝　　日	 3
拝島東１	 7
拝　　島	 9
事	業	所	 16
直　　属	 22
合　　計	 103

2020年（夏は６月〜８月）
支部期間目標

　（月間2.5％）103人

夏の拡大開始　　　　年間１％実増目指し１歩１歩やりぬこう‼夏の拡大開始　　　　年間１％実増目指し１歩１歩やりぬこう‼
６月から８月は夏の拡大月間と
して２つの方針を重点として取り
組みます。
１点目は、春の月間から継続し
た取り組みとして生活や仕事につ
いて悩んでいる仲間へ声掛けを行
うと同時に、来年度保険証発行に
向けた就業実態調査回収の取り組
みを行ないます。
コロナの影響（４月から５月の
仕事不足）はこの時期の生活に直
結します。国の各種給付金につい
て自分には関係ないとあきらめて
いる仲間は多くいると予想されま
す。普段顔を合わさない仲間を中
心に声掛け活動を行いましょう。
２点目の重点は、秋や年末に向
けた仲間の結集や対象者の掘り起
しに向けた対話行動（インターホ
ン越しや電話連絡）を行います。
コロナが落ち着き秋の月間を迎
えることができた際に出足早い行
動ができるよう準備をしていきま
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

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。

ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください

６・７・８月６・７・８月
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【持続化給付金】
《条件》　新型コロナによる需要低迷などで業績が急降下し、事業継続に困って
いる中堅・中小企業や小規模事業者、個人事業主などが給付対象者となります。
令和２年１月から12月までの間に昨年同月比の売上が半分未満になった事業
所が対象。中堅・中小企業などの法人には最大200万円を、個人事業主・一
人親方などには最大100万円を給付されます。
《給付額》　前年の総売上（事業収入）－（前年同月比▲50％の売上×12か月）
使い道は問わず、事業全般に広く使えます。
詳しくは「持続化給付金」www.jizokuka-kyufu.jp

新型コロナウィルスの影響を乗り越えるために

上記、様々な支援策が実行されていますが、書類の作成などでご苦労されて
いる場合は、組合でもできる限り援助をしていきますのでご連絡ください。

給付が受けられる制度給付が受けられる制度

【個人向け緊急小口資金特例と総合支援資金（生活費）貸付】
　生活が困難な方に向けて、10から20万円の緊急貸し付けがされ、その後の
生活費も含めて最大80万円の貸し付けが受けられます。労働者でも自営業者
でも活用できます。
　詳しくはお住いの社会福祉協議会まで。

生活がとても大変な方への援助制度生活がとても大変な方への援助制度

【新型コロナウイルス感染症特別貸付】　3年無利息、元金5年据置
　日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け 業況
が悪化した事業者（事業性のあるフリーランスを含む）に対し、融資枠別枠の
制度を創設しました。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間ま
で無利子・無担保融資です。
※新型コロナウイルス感染症特別貸付及び特別利子補給制度を併用することで

実質的に無利子となります。
（詳しくは https://www.jfc.go.jp/ 日本政策金融公庫。電話は、事業資金相談
ダイヤル（0120-154-505）または立川支店042-524-4191）

【新型コロナウイルス感染対策保証】信用保証協会　3年無利息、5年据置
　民間の金融機関ではセーフティネット保証４・5号を使って運転資金が借り
られます。（売り上げが昨年同月比で5％から20％以上減少かつその後の2か
月間も同じ状況になる予定の場合）
※上限額が3,000万円から4,000万円に増えました。
　詳しくは https://www.cgc-tokyo.or.jp/ 東京信用保証協会まで

融資が受けられる制度融資が受けられる制度
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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

東京土建国保組合の組合員の皆様へ

◎ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については
　東京土建国保組合資格課（03-5348-2988）にお問い合わせ下さい。

新型コロナウイルスの感染症の影響により、
生活が著しく困難になり、次のいずれかの

要件を満たす方は保険料が減免となります。
【対象となる保険料：2020年２月から2020年９月分まで（８カ月分）】

①	主たる生計維持者（世帯主）が死亡した組合員
　　　　　　　　　　　　　　　⇒保険料を全額免除
　	 ※新型コロナウイルス感染症で死亡したことを証明する書類が必要です。
②	主たる生計維持者（世帯主）が重篤な傷病を負った組合員
　　　　　　　　　　　　　　　⇒保険料を全額免除
　	 ※新型コロナウイルス感染症で入院したことを証明する医師の診断書が必要です。
③	組合員の収入減少（※）が見込まれる組合員
　　　　　　　　　　　　　　　⇒保険料の全額又は一部を減額

※収入減少について
	 組合員の事業収入や給与収入など、種類ごとに見た収入のいずれかが
	 前年に比べて30％以上減少する見込みであること。｛ ｝

●収入の減少率に応じた下記の減免割合を基準に免除期間を決定します。

※2019年の収入及び2020年の収入の減少を証明する書類等が必要です。
※収入減少の主な原因が離職・転職等によるもので、新型コロナウイルス
　感染症の影響ではない場合は対象になりません。

	 収入の減少率	 保険料の減免割合
	 50％以上	 全額（８カ月相当分）
	 40％以上50％未満	 ３／４（６カ月相当分）
	 30％以上40％未満	 ２／４（４カ月相当分）

初めまして。私６月22日に
新たに多摩西部支部の書記と
して入組いたしました、荏畑
直人（えばたなおと）と申し
ます。生まれも育ちも立川市
でございまして、幼少期から
馴染みのある地域に貢献でき
ることはとても光栄です。
前職は広告代理店の営業と
建築業界で施工管理を行って
おりました。まだ右も左もわ
からない状態ですので、組合
員の皆様にはご迷惑をおかけ
することもあるかと思います
が、誠心誠意、精進してまい
りますので皆様もご指導ご鞭
撻のほどよろしくお願いいた
します。
担当は教育宣伝部と厚生文
化部となりました。また玉川
分会も担当させていただきま
す。支部にお越しの際はお気
軽にお声を掛けて頂ければと
思います。今後ともよろしく
お願いいたします。
　　　（書記・荏畑直人）
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