
１ 20年度国保料と介護保険
料が決まりました。国保料は
据置きとなりました（介護保
険料は1人200の引上げです）

東京土建国保は次年度の国保料を発
表しました。昨年は大幅な引上げで皆
様にご苦労をおかけしましたが、今年
度は現状維持となりました。ご協力あ
りがとうございました。

「組合員や家族の国保予算ハ
ガキ運動の成果が実る！」

北区公営国保料が引上げ確実視され
る中、東京土建国保は現状維持を

「新年度土建国保料金」

勝取ることができました。その理由と
しては
①毎年組合員や家族にお願いしている
「国保予算要求ハガキ運動」の成果が
あります。
②組合役員を中心とした「東京都」
「厚労省」への要請行動が実を結んだ
ことがあげられます。

「介護保険料は1人200円の
引上げ」

介護保険料は4月より（3月納入分）
より1人あたり200円の引上げになっ
てしまいました。ご理解をお願いいた
します。

群会議では、組合費・保険料を納入し、仕事や暮らし、組合についての意見を出し合いましょう
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次年度の土建国保料は据置と
なりました。（介護保険料は１人
２００円引上げ）引続き新型コロ
ナに負けずにがんばろう！

区分 都内保険料 引上げ額 都外保険料 引上げ額

法人A種 34,350円 引上げなし 36,850円 引上げなし

法人B種 32,250円 引上げなし 34,750円 引上げなし

法人C種 28,050円 引上げなし 30,550円 引上げなし

第1種 29,150円 引上げなし 31,650円 引上げなし

第2種 23,650円 引上げなし 26,150円 引上げなし

第3種 19,250円 引上げなし 21,750円 引上げなし

第4種 19,250円 引上げなし 21,750円 引上げなし

第5種 14,150円 引上げなし 16,650円 引上げなし

第6種 11,050円 引上げなし 12,250円 引上げなし

第7種 8,550円 引上げなし 9,750円 引上げなし



２ 春一番仲間つくり運動
2021年春一番仲間づくり運動が始

まりました。新型コロナ禍での運動と
なりますのでご不自由やご苦労をおか
けいたしますが、ご理解をお願いいた
します。組合未加入者の情報等があり
ましたら、分会役員や支部事務所に情
報をお寄せください。

★仲間づくり運動でのお願い
新型コロナの感染が続いています。

仲間づくり行動では「行動中、後の飲
食」はしないようにお願いいたします
★緊急事態宣言時の仲間の状況の
聞取りをお願いいたします。困っ
ている組合員がいたら「支部に相談し
よう」と声掛けをお願いいたします。

★支部統一行動日
2月18日（木） 19日（金）
3月 ２日（火） ３日（水）

18日（木） 19日（金）

３ 確定申告に向けた取組
確定申告記入相談の受け付けが始ま

りました。自分の税金は自ら計算し申
告するのが申告納税制度の基本です。
（相談者の中には税務署から送られて
くる封書すら開けないで相談に来る方
もいます）また、未申告ですと不利益
を被る場合もありますので、申告が必
要な方は相談会への予約をお願いしま
す。

★相談会日程
（昼間） 10時、13時30分
2月１８日（木） １９日（金）
（夜）19時より
２２日（月）24日（水）25日（木）
3月 1日（月）2日（火）
※各日とも19時～、定員20名
日曜相談は新型コロナの関係で実施い
たしません
税理士対応日

3月3日（水）10時、 13時30分
※譲渡所得等複雑案件に対応します。

特別税対部費
◆青色申告2.000円 ◆白色申告1.0
00円 ◆住民税のみ500円 ◆所得
計算書300円

★重税反対統一行動・集団申告
日 時 ３月12日（金）１０時～
ところ 王子駅前公園

※集会アピール採決後、各自王子税務
署にて集団申告を行っていただきます。

４ 第73回支部大会
今月各分会に支部役員立候補届、代

議員届、及び変更届を配布しました。
なお、新型コロナの影響で代議員数に

群会議で、新しい仲間が参加した時は、自己紹介し合いましょう

北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王

目標 ５ 4 ３ ６ ５ ５

実績 2 ０ ０ 6 1 1

残 3 4 3 0 4 4

北東 滝川 西原 直・事 合計

目標 6 3 ４ 30 ７１

実績 1 1 1 3 16

残 5 2 3 27 55



大幅な変更がありますのでご注意お願い
いたします。会議も短縮開催となり当日
は13時頃終了予定です。

日 程：４月４日（日）
時 間：９時４５分開会
会 場：北とぴあ飛鳥ホール

代議員届締切３月１7日（水）２０時
変更届締切３月２６日（金）２０時
役員立候補届３月２９日（月）２０時

５ 第36回「仲間の作品展」へ
の出品のお願い！

例年取組んでいる「仲間の作品展」を
支部会館２階特設会場にて開催します。
皆さんの自慢の作品を大募集しています
ので、ぜひ出展してください。
★作品締切 ２月２２日（月）午前中
★出展期間 ２月２４日（水）～

３月４日（木）
★展示作品 手芸・工作・写真など、現
場をテーマにした写真、ビフォーアフター
の写真も募集します。
★今年も「ぬりえコーナー」を設けてい
ます！

6 さよなら原発ｉｎ飛鳥山
毎年３月の日曜日に北区の労組や民主

団体で脱原発運動の集会を取組んでいま
すが、新型コロナの影響でデモは中止と
なります。集会はインターネットでの配
信を行う予定です。詳細が分かり次第、
組合の会議等でお伝えいたします。（集
会への参加はできません）

7 住まい作り相談室メンバー募集！
東京土建北支部では「区民からの住宅

相談の受け皿」となっている「住まい作
り相談室」を運営しています。年間50件
程度以上の住宅相談があります。住まい
作り相談室では組合員によるメンバーを
大募集しています。興味がある方は支部
事務所までお問い合わせください。

8 当面の集会と行動
①消費税増税阻止定例宣伝

中止となります

②定例９の日宣伝

★新型コロナの影響で中止の可
能性もあります

と き ３月9日（火）
時 間 １６時３０分
ところ 王子駅
要 請 分会２名

9 今月の署名
①全国一律最低賃金制度の実現を求める
請願書名
取組規模：群2枚

10 覚えてください！
「Ｓａｋｕｒａ ｓｍｉｌｅ」
（主婦の会サブネーム）
昨年度より北支部主婦の会では「Ｓａ

ｋｕｒａ ｓｍｉｌｅ」というサブネー
ムをつけました。Ｓａｋｕｒａ ｓｍｉ
ｌｅ（主婦の会）まだまだ周知されてい
ません。多くの方に知ってもらうために
も今月より組合の会議などはＳａｋｕｒ
ａ ｓｍｉｌｅ（主婦の会）の表記とし
ます。Ｓａｋｕｒａ ｓｍｉｌｅ（主婦
の会）を覚えていただくようにお願いい
たします。

１１ 困ったら支部に相談を！
新型コロナの影響で「仕事がない」

「仕事が少なくなった」「運転資金が工
面できない」「生活費がない」などお悩
みがございましたら、支部事務所にまず
はご相談を！

群会議開催日の１６日・１７日は支部事務所に書記が待機しています。ご不明な点はお電話で問い合わせを


