
建設業で働く人なら誰でも加入できます！

このホームページから建設ユニオンの加入申込について、問い合わせをしていた
だいた方には、折返し、あなたがお住まいの地域を担当するユニオン支部から、
組合説明資料と正式な加入申込書と共に「Quoカード交換券」をお送りします。
「Quoカード交換券」に御記名いただき、加入申込書と必要書類といっしょに、
担当支部へ提出をしてください。
加入手続きが完了しましたら、ひと月以内に「Quoカード」を進呈いたします。

組合加入組合加入キャンペーンキャンペーン
2021/2021/9/239/23（木）〜（木）〜11/2411/24（水）まで（水）まで

加入申込みをされた方に

QUOカードQUOカード
2,0002,000円分円分プレゼント!!プレゼント!!

今今ならなら
もれなくもれなく組合員だけの

特典特典がいっぱい !
加入申込みは加入申込みは

➡➡コチラコチラ

首都建設産業ユニオン

http://kensetu-union.jp/?page_id=65
http://kensetu-union.jp/?page_id=65


組合共済は2013年１年間で仲間と家族に総額１億5千万円（1,871件）を給付しました。
たいへん喜ばれ、頼りがいのある制度です。

内 　 容 共 済 金 学

病気入院（１日）
※44歳まで。45歳からは６千円

8,000円

結婚祝い金
※組合加入後６カ月経過後に受給資格発生

30,000円

入学祝い金（小学・中学） 10,000円 相当

長寿祝い金（77歳） 30,000円

長寿祝い金（80歳） 10,000円

まだまだあります!
保 障2008 年９月から新給付と引き上げ!

１年間で1億円を給付した生活保障

ほんの一部！ほんの一部！3030の給付あり！の給付あり！ほんの一部！ほんの一部！3030の給付あり！の給付あり！

組 合 共 済

内 　 容 共 済 金 額

病気通院（１日） 3,000円

ケガ入院（１日） 3,000円

ケガ通院（１日） 2,000円

出産祝い金 20,000円

成人祝い金 20,000円

普通死亡 100万円と花輪

事故死亡 200万円と花輪

⬆トップページへ

組合共済組合共済



東建国保 特定健診と上乗せ健診を含め最高10,800円 埼建国保 本人家族とも最高10,000円

中建国保 本人と20歳以上の家族に最高11,000円 神建国保 30,000円を限度に８割を補助

※東建国保・中建国保・神建国保・埼建国保により、違いがあります。

心配なじん肺アスベストも専門家がみてくれます。

・人間ドッグ補助　・節目健診　・インフルエンザ予防接種補助
※労働安全衛生法で健康診断の受診が定められています。

建 設 国 保
健康診断等の補助で健康管理も

傷病手当金で
大型の入院・
通院保障
入院（１日）4,000 円
 〜 10,000 円
通院（１日）2,000 円
 〜 4,000 円

払い戻し（償還払い）
制度で安心
・�医療費を後日払い戻す制
度があります（東建国保・
中建国保・神建国保・埼
建国保）。
・���家族分医療費の払い戻し
もあります（神建国保）

東京ディズニー
リゾート割引
東建国保、中建国保（千
葉）、埼建国保の被保険
者が利用する際、１人
1,000 円～ 2,400 円の
補助あり。

⬆トップページへ
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建設業
309人
40.8％

平成３０年の業種別死亡災害発生状況

製造業
183人
6.8％

運輸業
112人
11.1％

接客
娯楽業
20人
1.4％

清掃・と畜業
49人
8.3％

［資料］死亡災害データ

その他の
158人
20.8％

商 業
78人
8.2％

全産業
909人

❶ 事業主・一人親方も加入できる
建設ユニオンは労働保険事務組合

❷ じん肺アスベストの認定も労災保険
2017年度44件を組合の力で労災認定

❸ 利用しやすい事務費と親身な対応
安い事務費で面倒な事務手続きを代行

事業主（40歳・妻と子ども２人）
給付基礎日額10,000円の特別加入者

一人親方（40歳・妻と子ども２人）
給付基礎日額8,000円の特別加入者

仕事上のケガで90日間
休業した場合

医療費　　全額
休業補償　休業４日目から（10,000円×80％）
治癒まで　696,000円

医療費　　全額
休業補償　休業４日目から（8,000円×80％）
治癒まで　556,800円

仕事上のケガで４級の
障害が残った場合

障害補償　�年金全額� 2,130,000円�
特別支給金（一時金）� 2,640,000円

障害補償　�年金全額� 1,704,000円�
特別支給金（一時金）� 2,640,000円

仕事上のケガで死亡した
場合

遺族補償　�年金全額� 2,2230,000円�
特別支給金（一時金）� 3,000,000円

葬祭料　　615,000円

遺族補償　�年金全額� 1,784,000円�
特別支給金（一時金）� 3,000,000円

葬祭料　　555,000円

労災保険の給付事例

特別加入は国から認可を受けた事務組合のみ
扱っています。組合に加入しなければ、特別
加入はできません。

特別加入は組合だけ

労災加入証明を提示しないと、現場に入れな
いケースが増えています。仕事確保のために
も建設ユニオンに加入を！

仕事確保のためにも組合加入

事業主は事業主の特別加入、一人親方は一人
親方の特別加入に入ることによって、労災事
故の治療費や休業補償等が受けられます。

一人親方・事業主は特別加入を

労 災 保 険

療養補償 治療費と入院費は全額無料
休業補償 休業４日目から１日につき平均賃金の 80％が支給
障害保障 障害補償年金や障害補償一時金が支給
遺族補償 遺族補償年金あるいは遺族補償一時金とともに葬祭料が支給

労災保険の主な給付

⬆トップページへ
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自動車共済 家族賠償責任保険

火災共済・自然災害共済

民間の自動車保険より15%安い
法人名義の車両やトラックも加入できる

損保や他共済からも無事故割引率を継承

安心の示談交渉サービス

不慮の事故死亡最高 3,800万円

後遺障害・ケガ入院に対する保障

年掛金は最大 79,560 円

安い掛け金で充実した保障

年間1,600円の保険料で１億円の保障

中途加入保険料で初年度はさらに安く

「他人にケガをさせたり、他人の物を壊し
てしまった」など、日常生活で生じた賠償
責任事故から家族を守る制度

住宅と家財あわせて 6,000 万円（600 口）
まで。木造１口 70円。鉄筋１口 40円

火災共済に自然災害共済をプラスできる。
火災共済＋自然災害共済の掛金は、
木造１口 165 円。鉄筋１口 105 円

自然災害共済のみには加入できません。

❶

❶

❶

❶

❷

❷

❷

❷

❸

❸

❸

❸

❹

❹

ユニオン生命共済

各 種 共 済
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組合員が組合窓口で技能者登録をする場合、初回登録料 3,500 円は無料です !
建設ユニオンは建設キャリアアップシステム認定登録機関

現場で実際の登録の様子

　2019年４月に稼働した建設キャリアアップシステム（CCUS）は、技能者の資格、現場の就労
履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組みで、技能者の処遇改善等をめざします。組合は申請書
の書き方を説明しチェックをするので不備がありません。登録まで１カ月程度とインターネット申請
より圧倒的に「早い」と好評です。未登録者は、上位企業にも顧客にも選ばれない恐れが高まります。
処遇改善へCCUS登録は､ 建設ユニオンが有利です。

早い!早い!

登録後、技能者にカードが交付されます 登録後、現場にカードリーダーを
設置していただきます

技能者は、本人情報、保有資格、建退共手帳、
社会保険等を登録。事業者は、商号、所在地、
建設業許可情報等を登録

カードリーダーのない現場対応は、スマホの
入退場システムを開発。経験と資格をポイン
ト化し合算、評価

※カードリーダーがカード
を読み取り、就業履歴が
蓄積されます

※技能者ご本人から同意を
受けた所属事業者などに
よる代行申請も可能

組合窓口での
登録

経験と資格を
蓄積

無料は助かるね 処遇改善に期待

他の職長等

建設キャリ
アアップカ

ード

他の職長等

建設キャリ
アアップカ

ード

他の職長等

建設キャリ
アアップカ

ード

他の職長等

建設キャリ
アアップカ

ード

技能者の能力評価の対象

これらを組み合わせて評価

※カードのカラーはイメージ

評価基準に合わせて
カードを色分け

○経験（就業日数）
○知識・技能（保有資格）
○マネジメント能力
　（登録基幹技能者講習・職長経験）

建設キャリアアップシステム
により客観的に把握可能

目安：
初級技能者
（見習いの技能者）

レベル1

目安：
中堅技能者
（一人前の技能者）

レベル2

目安：
職長として現場に
従事できる技能者

レベル3

目安：
高度なマネジメント
能力を有する技能者
（登録基幹技能者等）

レベル4

建設キャリアアップシステムに登録した技能者に
対し、個別に配布されるキャリアアップカードを
レベルに応じて色分けする

C C U S

　4段階（レベル 1、2、3、4）の能力評価制度が 6職種（鉄筋、とび、型枠、機械
土工、建築大工、土工）で先行し始まります。しかしCCUSに登録しなければ能力
評価を受けることができず、処遇改善につながりません。

４段階（レベル 1・2・3・4）の能力評価制度が始まる

　5年以内にCCUS登録をして経歴証明を提出すれば、システム運用開始以前の経
験が評価されます。ただし 5年間の限定措置なので、2024 年 4月以降は、システ
ムに蓄積された経験のみで評価されることになります。
　登録数が少ない場合は 2～ 3年で見直しもありえます。

経歴証明の提出でシステム運用開始以前の経験を評価

ぜひ、
建設ユニオンで
早期登録を !

安い!安い!

⬆トップページへ
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�２級建築施工管�２級建築施工管理理
技士講座技士講座
増改築相談員増改築相談員
各種申請手続き各種申請手続き

　・建設業許可
　・技能検定
　・建築士事務所登録
　・電気工事業者登録
　・解体工事業者登録
　・収集運搬許可

組合員の資格取得を支援するために合格祝い金制度を創設・拡充しています。
（次ページ参照）

資格取得合格祝い金制度を拡充

作業主任者講習作業主任者講習
・有機溶剤
・足場組立解体
・木造建築物組立
・石綿（アスベスト）
・地山の掘削

・土止め支保工
・建築物の鉄骨の組立等
・コンクリート造工作物の解体等
・木材加工用機械

技能講習・特別教育技能講習・特別教育
・ガス溶接
・玉掛
・高所作業者運転
・小型移動式クレーン運転
・石綿（アスベスト）

・車両系建設機械運転
・アーク溶接
・研削砥石
・職長・安全衛生責任者教育
・丸ノコ等取扱作業従事者教育

資 格 講 習

祝

⬆トップページへ
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資格取得でお祝い金
①合格発表日が 2017年 12月１日以降の組合員の方の合格祝い金

② 2018年４月１日以降組合員で且つ受検（験）及び受講時、支給時に組合員である方の合格祝い金

①②の併給（同じ資格で両方申請する
こと）は可能です。
詳細は各支部にお問い合わせください。

■技能士・建築士および施工管理技士合格祝い金
◇対象とする資格　�＊技能士（技能検定合格者）１級・単一等級・２級�

＊各級建築士（木造建築士を含む）に合格した組合員�
＊各種・各級施工管理技士に合格した組合員

◇祝い金額：10,000 円

■区分１：10,000 円
一級建築士、設備設計一級建築士、構造設計一級建築士、単一等級技能士、一級技能士、一級施工管理技士、第一種電気工事士、
電気主任技術者（第一種、第二種）、電気通信主任技術者、登録基幹技能者（33職種）

■区分２：6,000 円
二級建築士、木造建築士、二級技能士、二級施工管理技士、第二種電気工事士、電気主任技術者（第三種）、電気通信工事担
当者、職業訓練指導員免許

■区分３：3,000 円／／作業主任者
ガス溶接、コンクリート破砕機、ずい道等の覆工、ずい道等の掘削等、採石のための掘削、鋼橋架設等、コンクリート橋架
設等、特定化学物質及び四アルキル鉛等、鉛、木材加工用機械、地山の掘削及び土止め支保工、型枠支保工の組立て等、足
場の組立て等、建築物の鉄骨の組立て等、木造建築物の組立て等、コンクリート造の工作物の解体等、酸素欠乏・硫化水素
危険、有機溶剤、石綿

※技能検定については、建設関係 32職種　　　※登録基幹技能者については、33職種　　　※職業訓練指導員免許については建設関係 11科

⬆トップページへ
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数は力。ともに助け合う仲間と組織活動
ユニオンには１万３千人を超える仲間がいます。組合は仲間を増やし、数と団結の力で、建
設国保や労災保険、組合共済など優位なメリットや制度をつくってきました。ともに助け合い、
運動をすすめる場として、支部・地区・分会や青年部、年輪の会、主婦の会があります。

仲間同士仲間同士で、で、
仕事仕事のやりとりのやりとりもも 青年部青年部

主婦の会主婦の会 年輪の会年輪の会支部・地区・分会支部・地区・分会

大手企業従事者の会大手企業従事者の会
 仲間はいいものです。一緒に遊んだ
り、お酒を飲んだりはもちろん、仕
事のやりとりも仲間同士で活発に
行い、助け合っています。

�現在ユニオンには、東京・神奈川・埼玉・
千葉・茨城の１都４県に14の支部があ
ります。14の支部のもとに地区・分
会をおいています。

��65歳以上の仲間で構成。行楽旅行��
や青年に対する技能指導、独自の仲
間を増やす拡大行動など、ますます
元気に活躍しています。

�組合員の奥さんが集まって主婦の会を
作っています。家族の中で共通する悩
みを話したり、料理の講習、着物の着
付けや、子どものためのレクレーショ
ンなどを企画。仲間を増やす拡大行
動や組合の諸行事の時には、お
父さんの片腕としても活躍

しています。

野丁場、住宅メーカー、パワービル
ダーの現場で働く組合員で構成。あ
なたの現場は安全ですか？今の賃金・
単価に満足していますか？現場の�
「不満」と「困った」を改善する

ために活動しています。

35歳までの青年層で構成。本部では、
支部対抗の野球大会やフットサル大会、
ボウリング大会を始め、青年研修会、
技能講習など実施。各支部でも、バー
ベキュー、スキー、釣り、コンパな
どを企画、次代をになう若者た
ちの交流と年輪の会親睦を

深めています。

１万３千人の仲間

⬆トップページへ
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仲間の仕事確保を応援

100m2の一般住宅で、保険料＋検査費で70,230円のところ、�
ゆうゆう住宅なら57,560円で保険加入と検査が行えます。

ゆうゆう住宅で住宅瑕疵保険を割引利用１

住宅瑕疵保険の２回の現場検査のうち、配筋検査を建設ユニオン
の団体検査員が行います。
事前相談や日程調整で柔軟に対応します。

ゆうゆう住宅なら配筋検査は組合検査員で２

組合員であれば、一定の講習を受けることで、長期優良住宅の建
築を略式化したⅣ地域「型式認定」住宅を立てることができます。

長期優良住宅づくりをサポート３

⬆トップページへ
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建設業で働く方なら
誰でも入れます！！

2008年４月から組合費等の口座からの自動引落しを開始しました

口座自動引落し組合費等の

　2008年４月から、組合費・保険料等の納入が、預金口座からの自動引落しで納入できるようになりました。
　口座からの自動引落しによって、毎月、毎月の組合費・保険料等の納入の手間が省略されることになりまし
た。是非、この機会に建設ユニオンの加入を検討してみませんか。建設ユニオンは、皆さんの仕事とくらしを
応援します。

【引落し日】
　毎月27日（27日が休日・祭日の場合は、翌営業日の引落しになります。）

【引落し方法】
　事前に所定の口座振替申請書の用紙で登録していただき、指定された口座から毎月、組合費・保険料等の引
落しが行われます。�登録は、２カ月前に行っていただく必要があります。したがって、組合費・保険料等の
初回と２回目は、支部の窓口等での支払いとなります。

【引落し対象】
　組合費、健康保険料、支部費、地区・分会費、労金積立返済、建退共他。

【引落し手数料】
　手数料は本部が負担します（本人負担はありません）。

【引落し可能金融機関】
　都市銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など、ほぼすべての金融機関が利用できます。
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社会保険 
法人設立に伴う健保適用除外の事務手続きに応じます。 労災保険や雇用保険の相談や事務手続きに応じます。

労働保険

一人親方、事業主も加入でき事業と経営を支援
ユニオンは労働者・職人だけの組合ではありません。事業を始める時は、心配や不安がありますが、ユニオンは、
一人親方、事業主も加入でき、事業と会社経営を支援する数々のメリットと制度があり、安心です。

会社の経費が大幅に削減できる
組合を利用すれば、健康保険料、労働保険手数料、社会保険事務委託手数料、建設業許可申請手数料、健康診断、
自動車保険、経理支援など合計の差額で、大幅に削減できます。

税金相談
白色・青色申告、消費税を含め、毎年頭を痛める税金もユニオンの税金相談で万全です。申告書も組合でまとめて
申告しています。税務署からの呼び出しや調査の時は、組合も一緒に対応し、問題のない解決に努めています。

 仕事のまとめ帳で親切な指導
ユニオンでは、帳簿のつけ方がまったくわからない人でも活用できるように「所得とりまとめ帳」（所得計算書）をつ
くって、月々の仕事のまとめや年間の所得計算が簡単にできるようにしています。

法人の経理支援事業
組合加入後、法人を設立される仲間に対しても、毎月の記帳から決算まで、法人運営に必要な経理支援事業を、安
い料金で展開しています。

独 立 開 業
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