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７月26日までにコンビニ

 講読料は組合費に含まれています。
メールアドレス
tokorozawa@saitama-doken.or.jp

・郵便局で払込みを。

76.5％が仕事への影響あり
国の対応に不満は 95％
新型コロナ影響アンケート（中間報告）
６月初旬に全組合員対
ど
68

・７％の人が減収し

国の持続化給付金につ

たと回答。

ロナの影響把握アンケー

いて、制度を知らなかっ

象取り組まれた「新型コ

日までに４

ト」は６月

わかり、仲間からの声掛

たが ・１％いることが

仕事への影響について

けが必要なことが明らか

７２ 件を回収しました。

は、大いにある、多少あ
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29

回答数 472 件

（18.6％）
、１割（14.4％）
、３〜４割（11.6％）
Ｑ ４：野党の主張で実現した「特別定額給付金（一人 10
万円）
」手続きは？

Ｑ１：あなたの職種、働き方、年代を教えてください。
・職 種 多い職種から、大工（24.1％）
、内装（10,3％）
、
電工（9,1％）型枠大工（7.7％）の順。
（以下は省略）
・働 き方 一人親方（39.2％）、個人事業主（26,1％）
、法
人事業主（18,6％）、労働者（10,7％）
・年代 40 代（22,6％）、70 代（21,6％）
、50 代（19,7％）
、
60 代（19,5％）、30 代（10％）
Ｑ２：仕事への影響はどうですか

申請済み（76.8％）、すでに受け取った（17.1％）
、未申請
（6.1％）
Ｑ ５：
（事業主、一人親方の）国「持続化給付金」につい
て
申請の対象にならない（35.6％）
、検討中（35.3％）
、申請
済み（12.5％）、制度を知らなかった（11.1％）
、手続きを
して給付金を受け取った（5.5％）
Ｑ６：コロナ関連の国の対応について

少 し あ る（27.4 ％）、 大 い に あ る（25.4 ％）
、多少ある
（23.7）
、ほとんどない（23.5％）
Ｑ３：この４月と５月の収入は昨年と比べ、どのくらい減
収になっていますか？

不 満（39.8 ％）
、 や や 不 満（34.1 ％）
、 と て も 不 満（21.3
％）
、満足（4.8％）

ほぼ変わらない（31.3％）、半分以下（24.1％）
、２〜３割

ウィルスは

北極海に生息

していて、渡

り鳥に着いて

中国南部、東

南アジアに行き、家畜に

うつし、そこから人にう

つるそうです。そして流

38

行させます▼そして今、

北極のある村で気温が

度を記録したと聞きまし

た。異常です。永久凍土

が溶け出しています。温

暖化の進んだためです▼

このまま進んだらと思う

と背筋が寒くなってきま

す。解けた永久凍土の中

に封印されていた未知の

ウィルスが世に出現して

しまうかも知れません。

チベットの永久凍土から

種の未知のウィルスが

見つかっています▼人口

増加によって食料不足、

農地が必要になる、入っ

てはならないところの森

林開発、その結果未知の

ウィルスに出会ってしま

います▼新型コロナで都

市封鎖によって二酸化炭

素が減りました。新型コ

ロナは神からの問いかけ

かもしれません▼人よ、

謙虚であれ、と。

28

になりました。

最後に、国の対応に不

「新型コロナの影響把握アンケート」中間報告

る、少しあるを合わせる

76

・５％となり、多く

満、やや不満、とても不

95

と

の仲間が何らかの影響を

％の仲間が国の対応に不

満を合わせると、実に

また、４月・５月の収

満を抱いていることが浮

31

受けています。

入を昨年と比べた場合、

ロナ対策の拡充が求めら

れます。

き彫りになりました。コ

・６％な

・ リ フ ォ ー ム ） は、 ４

月、５月とほとんど仕事

が支援しながら持続化給

そして６月 日、持続

化給付金１００万円が振

ほぼ変わらないが ・３

％、半分以下 ・１％、

３〜４割減少

11 24

がなくなりました。支部

付金や、埼玉県、所沢市

コロナ支援制度は
最大限活用を

ない状況下、郵送で全組

の支援金の手続きを行い

チラシを配布し、相談活

動を展開しています。

り込まれてきました。

「仲間の勧めで埼玉土

こうした中、持続化給

付金や雇用調整助成金な

建に加入して本当に良か

った。住推協にもぜひ加

どの手続きに 人を超え

る仲間が組合事務所に相

す。組合を頼りにしてい

入しようと計画していま

今年５月に組合に加入

ます」と語っています。

談に来ています。

した相場さん（安松分会

26

事務所に来所し、書記局

所沢支部では、分会・

合員に「一人で悩まず組

ました。

組合に相談下さい

班会議をすることができ
合にご相談ください」の

書記局の支援を受け申請書を作成する相馬さん（左）

20

行

埼玉土建一般労働組合所沢支部
〒359-1142 所沢市上新井1-45-11
Tel 04-2935-6311 Fax 04-2922-8300

新年度体制を 
スタート


＊＊主婦の会が総会開く＊＊
案（総会議案、決算・予

当…和田 利之（安松分

２９３６ ―６６９５◇担

松１１６５ ―８℡０４

㈱和田建組◇所沢市下安

●型枠大工

―

●町場大工

１人）

備考…委細面談◇（募集

練馬、中野、所沢など◇

定不可）◇就労エリア…

…普通運転免許（ＡＴ限

●足場工事

労エリア…埼玉・東京

◇条件…要普通免許◇就

験者一日１６０００円〜

一日１３０００円〜、経

新井）◇給与…未経験者

◇担当…宮田

…午前８時から午後５時

…埼玉・東京◇勤務時間

業所）◇主な就労エリア

◇担当…小高 一樹（事

４ ―２９３０ ―４３５９

沢新町２４９８ ―８℡０

㈱Ｒ・Ｋ工業◇所沢市所

宗右（中

会）◇給与…委細面談◇

㈱福の屋工務店◇所沢市

●貯水槽清掃・点検設備

０４６◇担当…黒沢武彦

◇担当…相﨑

０ ―７００６ ―５１１８

―２００１ ―３３４３又

東所沢３

―

―３◇０４

歳未満（キャリア形

成のため）未経験者可

・

30

第 回支部総 会 は 新 型
条件…経験者・未経験者

快工業◇所沢市三ケ島５

（募集１〜２人）

・博之（事業所）◇給与

属）◇給与…委細面談◇

は０９０ ―３５４０ ―０

算、新年度役員）は、無

中新井１ ―１０２４ ―３

●ＡＬＣパネル取付け
●造園工

…委細面談

条件…未経験者歓迎・や

７４７◇担当…野村秋夫

◇℡０８

聖工事合同会社◇所沢市

楓華苑◇所沢市牛沼３０

◇条件…要普通免許◇就

る気のある人◇就労エリ

（東所沢）◇給与… 万

コロナウイルス 感 染 防 止
◇就労エリア…東京・埼

―１９３７ ―

和ヶ原３ ―２８７

１ ―１◇℡０９０ ―５７

労エリア…主に所沢市

ア…東京・埼玉・千葉・

円・銀行振込◇採用条件

事採択され、新年度の役

◇℡０４ ―２９４２ ―５

子（ 新 所 沢 ）、
２Ｆ◇℡０９０ ―８１２

７７ ―６０４５◇担当…

●重量鳶・機械据付

神奈川◇備考委細面談◇

工事

玉◇備考…委細面談◇

副会長・大内か
４ ―６３１６◇担当…柳

越坂部 浩志（東所沢分

㈱宮田工業◇所沢市下新

（募集２人）

㈱野村住宅設備◇所沢市

づ 江（ 若 松 ）、
楽◇給与…一日１５００

会）◇給与…未経験者一

井１４２０ ―１◇℡０８

●鳶工

義宏（直

横島美千子（山

０ 円日払い、月給、請負

日１００００円〜、経験

０ ―６６６８ ―１１１９

会長・田中秋

口）茂木美代子

要相談◇（募集…３人）

者１２０００円〜◇条件

月末月払い

（ 所 沢 北 ）、 事

●鳶（足場架設・鉄骨組

―

務局長・濱松と

立）・土工）

―７ファミリーシッ

プ小手指台２０３◇℡０
８０ ―７６１８ ―８０８
０ ◇担当…衣斐 昂（小
手指）◇給与…鳶一日１
３０００ 円〜、土工一日
１１０００円〜（未経験
者）◇就労エリア…都内
・千葉・埼玉◇募集人数
…限りなし◇備考…日払
い、週払い可。直行直帰
可、道具作業着貸与制度

30

32

あり。資格取得支援制度
あり。

40

答えはハガキに住所・氏名・分会名を添えてお送りくださ
い。組合員と家族に応募資格あり。正解者のうち、抽選で
５名の方に500円の図書カードを進呈します。締切は８月
20日。発表・発送は、８月号発行時。

◆５月号クイズの当選者（順不同・敬称略）
金子美佐子（山口）、吉見月颯（若松）、荻野昭夫（上新
井）
、望月辰子（安松）、関川崇（三ケ島）

―

し子（山口）専

衣斐興業◇所沢市小手指

19

門部長・山本サ

求人案内
第

勤務先事業の事情による賃金・一時金の切り下げ（賃金
カット）もしくは賃金遅欠配、または新型コロナウイル
ス感染症の影響による収入減少等が発生したことによる
当面の生活資金。
※ただし「ろうきんローン」の返済資金には利用できま
せん。
※ 2021 年３月末受付分までとなります。
ご利用には一定の条件があります。詳しくは中央ろうき
ん所沢支店まで
04 − 2993 − 1700

ヨ（中新井）

のため、各分会 会 長 に よ

100 万円
最高

今年も元気にがんばる主婦の会（写真は９条守れス
タンディング）

員は次のように決まりま

緊急生活応援ローン

る採択用紙の事 前 記 入 方

ろうきん

した。
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式にて開催し、３つの提

年

1.5％
固定金利型
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