
※現住所の記載された市町村保険証のコピーを添付してください。 

（協会けんぽ等の場合は、住民票も添付のこと。） 

（建設国保加入を予定している方は続柄の記されている住民謄本（写し可）を添付して下さい。） 

 組合加入に同意します。                新組合員 

      年   月   日  支部分会名        所属班名       班 

                 支部分会長氏名                ㊞  

   ※組合使用欄   

組合員番号  加入日     年   月   日  加入促進者  

  202203～ 

田 川 建 設 労 働 組 合  【加 入 申 込 書】 
田川建設労働組合 殿 

貴組合に加入致したく、組合規約、関係団体等との個人情報共有を承認の上申し込み致します。 

                                 年   月   日 

氏   名 

                  自宅電話（０２３ ）    －    

                  ＦＡＸ（０２３ ）    －    

               ㊞  事務所等（０２３ ）    －    

                  携  帯（    ）    －    

職   業 
 生年月日 

    年   月   日生 

（３５歳以下の方は青年部に自動加入となります） 

※裏面の「組合員（全建総連）職種別明細表」の中から該当職種を選んでください。 

住   所 

〒□□□－□□□□  
  鶴 岡 市  

  東田川郡  

最 上 郡  

加入の動機 
○を付けてください 

１．仲間・親方の紹介          ５．再加入    

２．チラシを見て            ６．事業所入社 

３．ホームページ・資料請求       ７．他団体等、取引先からの紹介 

４．テレビ・ラジオＣＭ・広告を見て   ８．その他（              ） 

加入の目的 
○を付けてください 

１．建設国保加入（適除を除く） ６．資格取得   11.仲間づくり      

２．労働保険加入        ７．建退共    12.適用除外事業所加入 

３．組合共済          ８．仕事確保   13.資格変更 

４．税金相談          ９．賃金運動   14その他（          ） 

５．頼りになる         10．経営相談  

労災保険 
○を付けてください 

 加入有 ： 事業所（       ）・商工会・民商・その他（        ） 

 加入無 ： 加入予定が  ある 組合で加入・その他（        ） ・ ない 

家族 

組合員 
○を付けてください 

 家族で組合員になっている方はいますか？ います（同居・別居）・ いません 

  その方の               自宅  

   氏名         続柄     電話023 （   ）     
※住所が変わった場合は速やかに届け出てください。 ３人以上の場合は別紙「Ｂ組合員申請書」も提出下さい 

第二連絡先登録（必須）＊第二連絡先登録者は本記載内容を田川建設労働組合へ提供することについて了承しています。 

氏名 
ふりがな 組合員との続柄 

（組合員の） 

□配偶者  □子ども  □親 

□兄弟姉妹 □祖父母  □孫 

□その他（          ） 

TEL  携帯電話  

〇を付す⇒組合員と 同居（下記記入不要）同居の場合は、なるべく携帯電話のご登録をお願い致します。 
 ・ 別居（下記に記入） 

住所  

ふり 
がな 

ふりがな 



 

 組合員（全建総連）職種別明細表       平成 5 年10 月 25 日 

No． 職種名 No． 職種名 No． 職種名 No． 職種名 

1 大工 36 斫工 71 エレベータ取付工 106 エクステリア 

2 左官 37 電気設備工 72 雑人夫 107 道路舗装工 

3 板金工 38 しゅんせつ工 73 重作業人夫 108 インテリヤ 

4 石工 39 コーキング工 74 型作業人夫 109 熱絶縁工 

5 建具工 40 製図工 75 法面工 110 リベット工 

6 塗装工 41 砂利工 76 ダクト工 111 水道工 

7 サッシ工 42 へーベル工 77 ガン吹工 112 建築運搬工 

8 木工 43 設計工 78 空調工 113 防虫工 

9 畳工 44 ラス張工 79 給排水工 114 潜函工 

10 ガラス工 45 木柵工 80 営繕工 115 トンネル特種工 

11 配管工 46 土木工 81 測量工 116 クロス工 

12 鉄工 47 木型工 82 プレハブ建築工 117 電信電話工事工 

13 鉄骨工 48 煉瓦積工 83 アルミベランダ工 118 美装工 

14 鉄筋工 49 舗装工 84 外柵工 119 テント工 

15 鍛冶工 50 鉛工 85 採石工 120 床仕上げ工 

16 型枠工 51 潜水工 86 橋梁特殊工 121 防音工 

17 タイル工 52 コンクリート工 87 浴槽工事工 122 クレーン工 

18 ブロック工 53 足場組立工 88 冷暖房工 123 ボイラー工 

19 電気工 54 造型工 89 内装仕上げ 124 ステンレス工 

20 瓦工 55 部品加工工 90 厨房設備工 125 フェンス工 

21 鳶工 56 配線工 91 壁下地工 126 重機オペレーター 

22 草屋根葺工 57 配筋工 92 土工 127 型枠支保工 

23 溶接工 58 みがき工 93 仮設工 128 研磨工 

24 造園工 59 築炉工 94 総合建設 129 住宅設備工 

25 内装工 60 目立工 95 不動産業 130 － 

26 外装工 61 家具工 96 建設資材販売 131 防災設備工 

27 防水工 62 家洗工 97 建築金物 132 ガス設備工 

28 設備工 63 スレート工 98 ビルメンテナンス 133 工務店・組合職員 

29 表具工 64 解体工 99 圧暖房工 134 建設関係自動車運転手 

30 看板工 65 家引工 100 杭打工    

31 保温工 66 石積工 101 サイデング工    

32 製材工 67 床張工 102 圧送工    

33 金網工 68 シャッター取付工 103 建築サービス工    

34 さく泉工 69 欄間工 104 白アリ防除工    

35 さく井工 70 建設機械運転士 105 組立工    

田川建設労働組合 TEL: 0235(22)2832(代) FAX: 0235(22)3370 
←URL: https://www.tagawa-kenrou.or.jp/ 

 

Mail to: tagawa-kenrou@tagawa-kenrou.or.jp → 


