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春一番拡大行動春一番拡大行動でで分会総会・保険証交付説明会分会総会・保険証交付説明会のの声声かけをかけを春一番拡大行動春一番拡大行動でで分会総会・保険証交付説明会分会総会・保険証交付説明会のの声声かけをかけを春一番拡大行動で分会総会・保険証交付説明会の声かけを

2022年度分会総会兼保険証交付説明会日程

組合パンフを活用して下さい

春一番拡大行動日

３.11集団申告に向けた税金相談で来所した多くの相談者に
加入者紹介を訴え、アンケートを実施

春一番拡大目標と成果 （3月1日現在）

※所属分会の分会総会に欠席の方は出席者に議決のすべてを委任したものとみなします。
※分会総会開催報告書の提出をお願いいたします。
※保険料の滞納がある場合は保険証をお渡しできません。
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一人親方労災のみご加入のみなさまへ一人親方労災のみご加入のみなさまへ
『一人親方』労災保険のみ加入者限定
年度更新【夜間受付】のご案内

以下の日程で法定労災の2022年度更新手続きを行います。

《日　程》3月24日㈭・25日㈮の2日間
《時　間》午後7時〜午後8時30分
《会　場》支部事務所2階（立川市栄町3-29-19）

※一人親方労災のみ（総合賠償責任保険・上乗せ労災含む）の新規・更新の受付です。
　それ以外（事業所労災・雇用保険等あり）の方は受付できません。
※昼間でも対応可。3月18日㈮から4月29日㈮　受付時間（午前9時～午後4時）

３月10日㈭、11日㈮、16日㈬

１月から３月の期間は確定申告の時期であり、新
年度に向け事業所で新たな従業員の雇用、独立によ
る労災の加入など様々な要求が必要とされる時期で
す。現在の状況は目標103人に対し39人（昨年50
人）の成果です。この月間の重点は事業所の従業員
が退職し、独立する場合は必ず声掛けが必要となり
ます。組織内事業所や個人事業所を中心に訪問と対
話をお願いします。また、1人親方の仲間へは、確
定申告相談を必要とする仲間はいないか確認も行動
の重点としていきます。組織現勢の維持・増勢には
春一番拡大の成功が不可欠です。確実な増勢を勝ち
取るため確実な成果を積み上げていきましょう。併
せて春の拡大月間成功に向けて、対象者掘り起しと
整理もお願い致します。

	分　会	 日　　　時	 場　　　所

	砂　川	 	 分会センター

	けやき	 ３月30日㈬　19時00分	 砂川学習館

	高　松	 ３月30日㈬　19時00分	 豊川稲荷

	国　立	 ３月31日㈭　19時00分	 （未　定）

	立川南	 ３月30日㈬　19時00分	 子供未来センター102

	富士見	 ３月25日㈮　19時00分	 西立川児童会館

	昭島中央	 ３月28日㈪　19時00分	 分会センター

	玉　川	 ３月31日㈭　19時30分	 福島会館

	拝東１	 ３月28日㈪　19時00分	 分会センター

	拝　島	 	 富士見坂自治会館

	分会名	 春一番目標	 春一番成果
	砂　川	 7	 2
	けやき	 7	 1
	高　松	 8	 2
	国　立	 4	 2
	立川南	 5	 1
	富士見	 6	
	昭島中央	 5	 3
	玉　川	 6	 5
	拝島東１	 7	 6
	拝　島	 9	 4
	事業所	 39	 13	直　属
	合　計	 103	 39

4000人支部を目指し、目標達成頑張ろう！4000人支部を目指し、目標達成頑張ろう！春一番春一番
拡大月間拡大月間

分 会 総 会：３月11日㈮19時00分
保険証交付会：３月30日㈬19時00分

分 会 総 会：３月27日㈰18時30分
保険証交付会：３月27日㈰15時30分
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事業復活支援金について事業復活支援金について（国からの支援金）（国からの支援金）
個人事業者＝最大50万円、中小法人＝最大250万円が給付されます！

申請期限1月31日㈪〜5月31日㈫。事前確認の期限は5月26日㈭。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、「対象月」の売上高が「基準期間」内の同じ月と比べて30％
以上減少している中小企業や個人事業主、一人親方を対象とした給付金です。
【対 象 月】2021年11月から2022年３月のいずれかの月
【基準期間】（①から③のいずれか）
　①2018年11月から2019年3月　②2019年11月から2020年３月　③2020年11月から2021年３月
【支 給 額】（最大給付額）
①売上減少30%以上：30万円　　②売上減少50％以上：50万円
※法人については売上高によって給付金が変動します。

東京土建多摩西部支部インボイス学習会東京土建多摩西部支部インボイス学習会
令和５年10月１日から開始予定の適格請求書等保存方式（通称：インボイス制度）を解説する
学習会を行います。
この制度が始まると、今まで売上1000万円以下の消費税免税業者だった個人事業・一人親方の
方たちも消費税を納めるようになってしまいます。
皆さんの仕事・生活に大きな影響が出るこの制度の導入に反対するため、ともに学習していきましょ
う。
東京土建ではYouTube チャンネルにてインボイス制度を解説している動画をあげています。
ぜひこのチャンネルを見て、制度について知るきっかけにしてもらえればと思いますのでよろし
くお願いします。

東京土建YouTube チャンネル

2022年3月22日㈫
午後7時30分〜

東京土建多摩西部支部事務所にて

新入学祝金新入学祝金
申請を忘れずに申請を忘れずに

　ご加入頂いている『東京土建』の共済制度に『新入学祝』で5,000円の図書カード
プレゼントがあります。対象は2021年度に『小学1年生』と『中学1年生』になる年
令のお子さまがいる組合員が対象です。（同居は問いません）
※ただし現在も組合に加入されていて、2021年3月1日時点で組合員であることが条件です。
　時効は2022年４月１日支部必着です！ まだ未申請の方は、締切日が近づいており
ますのでお忘れなくご申請ください。

令和３年
度

令和３年
度

図書カードだよ図書カードだよ

小
中
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専門部紹介専門部紹介 労働対策部とは？

第
４
回　
河
村
書
記

多摩西部支部
書記紹介

労働対策部を担当する諸泉で
す。労働対策部の内容は主に労
働保険に関係するものです。
労働保険とは事業者が労働者
を雇い入れる際に必ず加入しな
ければいけない制度で、雇用保
険、労災保険に分かれます。ま

た、一人親方労災もその一部です。加入したい、怪
我をしてしまったなど、困ったことはまず支部にご
相談ください。また、建設アスベスト訴訟は現在山
場を迎えています。2008年提訴から約14年を迎え、
長い戦いの末、ついに国の責任が認められ、被害を
受けた一部裁判原告の方にはすでに賠償金の支払い
がありました。裁判に参加していない被害者につい
ても賠償を受けることができる建設アスベスト給付
金も始まり、私たちのたたかいが報われる結果とな
りました。しかしながら、屋外作業者についての国
の責任が認められなかったことや、建材メーカーの
賠償が未確定であることなど、たたかいが終わった
わけではありません。今後も全面解決を目指し、運
動を展開していきますのでご協力お願いします。

昨年のアスベスト決起集会の様子昨年のアスベスト決起集会の様子

書記の河村直人です。
主な担当は技術対策部と学習制度化委員会です。

資格・講習の企画・計画・募集を行っています。昨
年は法改正の影響からフルハーネスの特別教育の受
講希望者が殺到していました。
今年は、同じ法改正の関係から石綿含有建材調査
者講習へ多くの相談が来ています。年々現場の安全
衛生を求める法改正がされていますが、大きな災害
に見舞われる仲間が後を絶たないことの反映かと思
います。現場からの要請にこたえられる講習会の開
催に努めています。
多摩西部支部に異動してから7年、東京土建で働
くようになってから26年になります。その間、多く
の時間を税金対策部として運動にかかわり、毎年税
務調査対策を行ってきました。記帳して帳簿を作っ
ておくのが自営業者には求められますが、帳簿をつ
ける余裕のある生活が送れない仲間も多く、間違い
を税務署から指摘されることもありましたが、組合
員が納得して税金を納税することを目指してきました。
一昨年年末に腰を痛めて、思うように動けなく苦
労した経験から、最近はストレッチとウォーキング、
B級温泉めぐりに力を入れています。

昨年から定期的に開催している盛
年会主催のクリーン作戦を2月20
日㈰に行いました。今回の参加は全
体で12人が集まり、女性の会会長に
も参加いただきました。
気付けばクリーン作戦も今回で３
回目ということもあり、皆慣れた手
つきでゴミを拾い集めていきまし
た。数時間ほどの清掃活動でしたが
各自袋にいっぱいのゴミを集めるこ
とができ地域の環境美化に貢献でき
た活動となりました。
今後も、地域に貢献できるようこ
れからも盛年会が率先して各会と協
力して頑張りますのでこれからもよ
ろしくお願いします。
　　　　（玉川分会・斎藤　薫）

盛年会 クリーン作戦開催盛年会 クリーン作戦開催

清掃活動時の様子 集めたゴミをしっかり分別

第３回



ご協力、応援、
どうぞ、よろしくお願い致します
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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：嶺村　担当：嶺村
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

2022年度日曜日特別健康診断2022年度日曜日特別健康診断
年度内１回は必ず健康診断（今年度は2022年4月〜2023年3月末）

◉6月12日㈰
　（〆切り５月27日㈮）●胃のレントゲンあり
会場：立川相互ふれあいクリニック

◉９月11日㈰
　（〆切り８月26日㈮）
会場：立川相互ふれあいクリニック

◉12月11日㈰
　（〆切り11月25日㈮）●胃のレントゲンあり
会場：立川相互ふれあいクリニック

◉2023年２月26日㈰
　（〆切り２月10日㈮）
会場：立川相互ふれあいクリニック

★	土建国保は『入院実質10割』給付 !!（条件あり）
★	休業補償もバッチリ !!　
★	予算要求ハガキを書いて土建国保をまもりましょう！
★	2023年３月31日までに40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、
65歳、70歳になる方は、『人間ドック』や『脳ドック』が
受診できますよ !!

★	健康診断の受診率が低いと、土建国保料の値上がりにつな
がります。

※平日ならいつでも、土建と契約している機関（土建国保ガイ
ド掲載）で健康診断が受診できます（^ .^ ）/~~~

2022年度日曜日特別健康診断2022年度日曜日特別健康診断

※受診希望の方は支部へご連絡下さい。
Tel.042-535-3332  FAX042-535-3335

駐車場はご利用できません。
ご了承下さい。

【と　　き】６月27日㈪〜28日㈫
【と こ ろ】けんせつプラザ東京５階
	 （新宿区北新宿1-8-16）　
【講習費用】50,500円
【受講資格】石綿作業主任者講習修了者または
	 建築に関する実務経験11年以上等
※詳しくは支部までお問い合わせください

建築物石綿含有材調査者講習建築物石綿含有材調査者講習

１月現勢は、306人です。１月現勢は、306人です。
安定した会員数を目指し、支部自主目標を安定した会員数を目指し、支部自主目標を６人６人としてとして
拡大に取り組んでいきます。拡大に取り組んでいきます。
たくさんの方に女性の会の活動を知っていただき、たくさんの方に女性の会の活動を知っていただき、
一緒に活動を支えてくれる会員を増やし、育てていきな一緒に活動を支えてくれる会員を増やし、育てていきな
がら、共に成長していきたいと思っています。がら、共に成長していきたいと思っています。

復興支援の取り組みとして始めた「三陸産わかめ」の販
売。皆さまには沢山のご協力をいただき、喜んでいただ
いています。
売り上げ利益で岩手県大船渡市の名産、さとう製菓の
「かもめの卵」を購入し各分会へとお配りしました。
今後も復興支援は続けていきます。わかめは、常時支部
にありますので、ご購入の際には支部へお問い合わせ下
さい。

春の拡大が始まります春の拡大が始まります春の拡大が始まります春の拡大が始まります

解体部分の床面積80㎡以上の建築物または請
負金額が100万円以上の建築物は2022年４月１
日から労基署への報告が義務付けられ、工事開始
前の石綿の事前調査が2023年10月１日から施
行となります。
事前調査には資格が必要であり、この講習に合
格した者しか事前調査を行うことができなくなり
ます。


