２０２３年度にインボイス制度が始まりますが、
いまいち何のことやらはっきりしません。しかし、
この制度の影響は確定申告をしている多くの方に
影響を及ぼします。特に下記に挙げる方は、イン
ボイス制度が始まれば、確実に影響を受ける方で
す。学習会で制度への理解を深め、事前対策を打
てる準備をしましょう。
【日時】７月２０日（火）１９時３０分～
【会場】支部会館 【講師】税理士

コロナ関連の経済対策として、国は持続化給付
金、家賃給付金、一時給付金に続く第４弾の給付
金、月次支援金の受付申請を６月１６日より始め
ました。申請要件は、緊急事態宣言等の影響を受
けて４月～７月の売上が前年同月比、または前々
年同月比で５０％以上ダウンしていることが条件
となります。申請開始日以降、毎日、組合員さん
より多くの問い合わせがあることから、「日中、
組合に訪れることができない方」を対象に夜間相
談日を設けます。
【日程】７月２６（月）２７（火）２８日（水）
【時間】１８時～２０時

■売上１，０００万円以下かつ事業所得で確定申
告をしている方
※一人親方、外注などで働いている方
■売上５，０００万円以上の個人・法人事業主
※一般課税方式で消費税申告をしている個人・
法人事業主

新型コロナの影響により、組合員の事業収入ま
たは給与収入の減少が見込まれ、次のＡからＣの
全ての項目に当てはまる組合員のどけん国保料減
免を再度実施いたします。
Ａ：２０２１年見込み収入額が２０２０年又は２
０１９年比で３０％以上減少している
※２０２１年見込収入額とは、２０２１年１月以
降の任意の連続した６か月分の収入を２倍した額
Ｂ：２０２０年（２０１９年比較の場合は２０１
９年及び２０２０年）の合計所得が１，００
０万円以下

※1人ずつのサポート体制なので完全予約制
※持参物は予約電話時にお知らせします。
＊事前確認審査が必須のため１回で申請は完了し
ません。

東京都は国の月次支援金の上乗せを含めた新し
い支援策を始めることになりました。この制度は、
国の月次支援金を受給した事業所以外に、４月か
ら６月の売上が３０％以上減少した中小業者も対
象とし、より多くの中小業者が支援金を受け取る
ことができます。現在、東京都の方で制度設計を
詰めている状況で７月上旬には詳細が発表されま
す。現在、公表されている情報は給付金額のみで、
詳細は判明次第、組合員さんにお知らせします。
■中小法人：５０％売上減５万円/月

1

20

17

20

日 支部財政集約日（～ 時）

又は、重篤な傷病を負った組合員も対象になりま
す。詳細は支部事務所までお問合せ下さい。

７月

※上記以外に、コロナにより主たる世帯主が死亡

21

日 支部財政集約日（～ 時）

以外の所得（不倒産や金融所得等）合計が４
００万円以下

７月

３０％以上５０％売上減１０万円/月
■個人事業：５０％売上減２，５万円/月
３０％以上５０％売上減５万円/月

８月６日 支部執行委員会

Ｃ：２０２０年（２０１９年比較の場合は２０１
９年及び２０２０年）の事業所得（給与所得）

【場所】足立支部会館

今月の講習会募集

2021年7月

群会議の話題版

東京土建一般労働組合 足立支部
申込・問合せ先
電話03-5845-5011

【組合員向け案内】

職業訓練法人東京土建技術研修センター主催。申込は所属の支部事務所へ、受講申請書・受講料・認印・顔写真1枚
(30×25㎜・パソコン講習は不要)を持参します。※締切は２週間前（締切後は不可）。 ※遅刻厳禁。また技術研修セン
ターには駐車場がありませんので、車での出席はお控え下さい。※雇用保険助成金は申込前に支部へご相談ください。
講習番号と講習名

1
作
業
主 2
任
者 7
（
共
済
・
資
格
取
得
祝
金
対
象
）

職
長

日 程 （開始９時～または８時30分～）

木造建築物
の組立て等

技術研修センター（池袋）

の組立て等

技術研修センター（池袋）

地山 及び 土止め

１０/２６～２８（火水木）

の掘削支保工

技術研修センター（池袋）

※2015年7月以降の経験は特別教育修了証の添付が必要です

9

石 綿

10

酸欠・硫化水素

50

特定化学物質

14

職長・安全衛生
責任者教育
職長・安全衛生責任者

44

新入職者教育

43

足場特別教育

49

フルハ－ネス

18

酸欠・硫化水素

48

ロープ高所作業

能力向上教育

特別教育

① ８/２４～２６（火水木）

② １０/１９～２１（火水木）

技術研修センター（池袋）

暗渠・マンホール・槽・ピットなど酸素欠乏症や硫化水素中毒にか

19,500円 18歳以上 かるおそれのある場所での作業

技術研修センター（池袋）

防水材などに含まれる特定化学物質を扱う作業。2021年4月より「溶接

９/２３～２４（木祭、金）

11,500円 18歳以上 ヒューム」も特定化学物質に追加され、ア－ク溶接をする作業所でも特定

杉並支部会館

化学物質主任者を選出することが必要となります。

① ７/２８～２９（水木） ② ８/３～４（火水） ③ ９/１～２（水木）
②技術研修センター

① ７/３０(金)

③技術研修センター

②１０/１４(木)

技術研修センター（池袋）

職長・安全衛生責任者教育(RA含) 国の新たな指針が示され、おおむね５年毎

8,500円 修了者 ※修了証添付

技術研修センター（池袋）

① ８/３１（火）
７/２７（火）

10,000円 18歳以上 「足場」「熱中症」２つの特別教育も取得できる割引コース

② １０/８（金）

技術研修センター（池袋）

自由研削砥石

技術研修センター（池袋）

② ９/３０（木）
技術研修センター（池袋）
次回来年２月予定

丸のこ

23

熱中症

24

丸のこ・熱中症

① ９/８（水）

次回１１月予定

石綿が使用されている建築物等の解体・リフォームの作業に従事

4,500円 18歳以上 する労働者は、作業前に受講が必要

8,000円 18歳以上 グラインダ（自由研削砥石）運転、砥石取替作業に必要

技術研修センター（池袋）
次回１１月予定

丸のこは使用頻度が高く、事故も多発し重症となる例も多いため、

5,000円 18歳以上 正しい知識を基本から学びます

セットコース

技術研修センター（池袋）

56

石綿・電動工具

① ９/７（火）～９/９(木)

セットコース

技術研修センター（池袋）

11

玉掛

９/１７（金）～９/１９(日)

次回１１月予定

多くの組合員に必要とされる「丸のこ」「熱中症」の２つの特別教育

8,000円 18歳以上 を同時に取得できる、セット割引コース

次回１１月予定

「自由研削砥石」「丸のこ」「熱中症」特別教育３つセットの割引コー

14,500円 18歳以上 ス

次回１１月予定

「石綿」「自由研削砥石」「丸のこ」「熱中症」特別教育４つセット割引

17,500円 18歳以上 コース。改修工事は石綿も必要となります

次回１１月予定

建
西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）
設
１０/２８～３０（木金土）
機 12 小型移動式クレーン 1､2日目技術研修センター（池袋）3日目実技 足立支部会館
械 外
部

31

高所作業車

８/３０～３１（月火）※ＩＨＩ主催

二級建築士

７/１１（日）～９/９（木）技術研修センター（池袋）

受験準備 製図講座

一級建築士
55
受験準備 製図講座
受
験
２級建築 一次検定
準
32
備
施工管理 二次検定
33
35

技士
１級建築
施工管理技士

増改築

他

相談員

木曜及び水曜(7/15、21､29､8/5､19､26、9/2､9)夜６時半～９時10分（8/12除く）と日曜９時～（8/8､15除
く）

７/２５（日）～１０/３（日）技術研修センター（池袋）

つり上げ荷重5ｔ未満の移動
式ｸﾚｰﾝ運転

9月の製図試験にむけた講座。対象は受験申請を済ませた方、または来年受

85,000円 験に向けて勉強する方

95,000円 11月に第一次検定・第二次検定の両方の試験があり、それに向けた受験準
備講座です（お盆はお休みです）

35,000円
10月の実地試験にむけた講座。対象は2級合格者または同レベルの知識が

45,000円 あり、受験申請を済ませた方

毎週木曜夜６時半～と日曜昼3回（9/5・9/19・10/3）予定

８/１８（水）技術研修センター（池袋）

30,000円 新築・リフォ－ム経験10年以上
20,000円 2022年3月更新または2021年3月未更新者

新規は９時～、更新は午後２時１５分～（2021年3月未更新の方も）

８月３日（火）５日（木）１０日（火）１７日（火）１９日（木）の５日間 ＮＥＷ

アソシエイト講座

午前９時３０分～午後３時３０分

MOSエクセル

８月２６日（木）３１日（火）９月２日（木）７日（火）９日（木）の５日間 ＮＥＷ

建築士定期講習
管理建築士講習

33,000円 18歳以上 （☆☆☆ 組合主催 ☆☆☆）

10月の製図試験にむけた講座。対象は受験申請を済ませた方、または来年

アソシエイト講座 午前９時３０分～午後３時３０分
建築士講習（NPO東京土建ATEC）
専
用

つり上げ荷重１ｔ以上のｸﾚｰﾝ
等の玉掛

85,000円 受験に向けて勉強する方

日曜９時３０分～１７時３０分（8/8､15除く）9回

二次 ８/１９（木）～１０/１４（木）技術研修センター（池袋）

MOSワード
2
%

22,000円 18歳以上 （☆☆☆ 組合主催 ☆☆☆）

3７,000円 14Hｺｰｽ：自動車免許（普・中・大）所持者
3５,000円 12Hｺｰｽ：小型移動式クレーン運転技能講習修了者

ＩＨＩ技術教習所東京センター（江東区）

６/２４（木）～１０/１７（日）技術研修センター（池袋）
木曜または水曜(6/24､7/1､8､15､21､29、8/19､26､9/2､9､16)夜６時半～と日曜昼8回（6/27、7/11、25、
8/29、9/12、26、10/10、17)予定
二次のみ 日曜午後１時～ ５回（7/25・8/29・9/12・10/10・10/17）予定

新規
更新

40,000円 15歳以上

19
30

17

2

すので初心者でも参加できます。ワード・エクセルを理解し受験ま
でに自己学習できるレベルを目指します。

10,000円 ３年度ごとに受講義務
12,000円 管理建築士になる方

足立支部会館も竣工から 年
目を迎え、会館維持のための修
繕が必要な時期に入りました。
計画を進める中で、取り急ぎ左
記２か所の工事を今秋にも実施
予定です。この工事は、支部所
属の組合員向けに発注し、仲間
の仕事確保に努めるものです。
詳細につきましては工事説明会
を実施致します。ご興味ある該
当組合員皆様の参加を心よりお
待ちしております。

【日時】
■７月 日（木） 時 分～
【会場】
■足立支部会館３階会議室
【工事個所】
①支部会館全フロアの空調機交
換工事（室内機 機・室外機
機）
②屋上及び３階バルコニー防水
工事
【方法】
■入札制（足立支部組合員限定）
■工事箇所毎に入札となります。
※工事入札をされる場合の前提
として、自社施工が大原則とな
ります。丸投げや大半を下請業
者に依頼する等はご遠慮いただ
いております。予めご理解の上、
入札へご参加ください。
29

※ﾘﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰへの登録料
込み

40,000円 15歳以上 使用ソフトは、マイクロソフトオフィス２０１９です。基本から学習しま

①９/３（金）けんせつプラザ神奈川（東神奈川） ②９/２２（水）技術研修センタ―（池袋）
１１/９（火）技術研修センター（池袋）

23

熱中症は建設現場で多く発生しており、早めの対策が必要なことか
ら、予防教育を行ないます

3,500円

①技術研修センター（池袋） ②技術研修センター（池袋）

電動工具安全取扱 ① ９/８（水）～９/９(木)

高さが２ｍ以上の箇所において作業床を設けることが困難な場合
は、フルハ－ネス型を用いて行う作業に必要

ビルの外装清掃・のり面保護工事・屋根工事・板金工事などでロー

次回１１月予定

25

8,000円 18歳以上

8,000円 18歳以上 プを使用する作業（実技あり）

技術研修センター（池袋）
① ９/７（火）午後
技術研修センター（池袋）

① ８/１９（木） ② ９/９（木）

足場組立て・解体・変更の作業に必要。脚立足場・可搬式作業台
の連結・ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ等も足場扱いになります

暗渠・槽・ピット等、酸素欠乏症や硫化水素中毒のおそれのある場

①技術研修センター（池袋） ②技術研修センター（池袋）
① ８/１９（木）午後 ② ９/９（木）午後 次回１１月予定
①技術研修センター（池袋） ②技術研修センター（池袋）

セットコース

7,500円 18歳以上

8,000円 18歳以上 所での作業に必要

１０/５（火）

① ８/１９（木） ② ９/９（木）

22

に受講が望ましいとされています

入職者に対して事業所が行う法定の「雇い入れ時教育」の一部を実施、

８/５～６（木金）技術研修センタ－（池袋）
① ８/６（金）

20歳以 常時現場で直接指揮監督する「職長」と、元請との間で仕事の連
14,500円 上が相応 絡・調整する「安全衛生責任者」となる方への教育。リスクアセスメン
しい
ト教育も実施します

技術研修センター（池袋）

石綿特別教育

掘削面高さが2m以上となる地山掘削と土止め支保工組立て(腹お

11,500円 18歳以上 建築物の解体・改修で石綿が含まれる建材を除去する作業

技術研修センター（池袋）

特別教育

つり足場、または高さ5m以上の構造の足場の組立・解
体・変更の作業

有機溶剤指定物質のほか、塗料・ｼﾝﾅｰに含有のｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝや塗

けんせつプラザ東京（大久保）

17

容

11,500円 18歳以上 料剥離剤のｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ等を扱う作業

１０ /１２～１３（火水）

①練馬支部会館

18歳以降の

11,500円 経験３年以上
経験

技術研修センター(池袋)

(リスクアセスメント含む)

内

17,000円 ３年以上 こし､切りばり､中間杭火打ち等)作業

９/２８～２９（火水）

有機溶剤

受講資格／対象

経験
軒の高さが5m以上の木造建築物で、構造部材の組立て、屋根下
11,500円 ３年以上 地、外壁下地、建具枠の取付作業

９/１５～１６（水木）

足場

8

特
別
16
教
育
な 21
ど

受講料

１０/２１～２２（木金）

16

