
１．あと２０日足らずの仲間作り月間。
分会・群で話し合って、情報を集める・
確認する・答えをもらうといった全て
をやりきりましょう。

北支部としてはじめての取り組みとなった

「一日遊んでとしまえん」は３００人を越える

組合員家族の参加で、イベント名の通り１日楽

しく遊び、昼のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ会場では仲間づくり月

間後半に向けての各分会代表の一言あいさつな

どもあり大成功となりました。９月前半での成

果総数は６０名と土建全体の中では上々の成果

でした。また分会別では９月目標（月間50％）

を浮間、赤羽台、神東、十条、豊王、中央、北

東の７分会がクリアしました。さらに１０月に

入り浮間分会が月間・年間目標を達成しました。

群会議以降、仲間づくり月間も終盤にさしかか

ります。全分会目標達成めざしアクセル全開で

頑張りましょう！10/７までは表の通りですが、

最新情報は群長さんから御願いします。

1）.拡大目標と拡大成果

①分会の月間目標 …（ ）人

②これまでの拡大成果…（ ）人

③月間目標の残数 …（ ）人

④群の拡大成果 …（ ）人

2）１０月の重点と掘り起こし対策

月間突入してこれからが「正念場」です。春

月間から８月までの北支部の特徴点である｢分会

活動(相談会・交流会など）」こそ分会組織力を

強め｢自分たちで創る仲間づくり運動｣の原点で

す。分会の創意工夫で群

に依拠した仲間づくり運

動を強化していきましょ

う。今月の群会議では以

下のポイントでもう一度、

対象者を見つける会話を

進めてください。

対象者掘り起しポイント

①労災による組合加入

労災保険の現場での加入推進はかなり強化さ

れています。比較的若い事業主のところには外

注の職人さんが多く存在しますので、もう一度

この話を中心に対話してください。

②公営国保との比較

今年４月からの公営国保料の大幅な値上がり

で未加入者からの問い合わせが多くなっていま

す。過去に土建国保料が高いといって組合を脱

退して言った人にももう一度当たってみましょ

う。

※上記表は北区在住、３８歳職人で給与収入4

80万円、妻３５歳、子６歳での試算 です

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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仲間作り月間もあとわずか！未確認
の情報は必ず答えをもらいましょう。
群会議でも話し合ってください。

秋の拡大月間目標と月間実績（10/7現在)

分会 浮間 赤台 赤羽 西丘 神東 十条 豊王

目標 ３ ８ １０ ５ １０ ８ １５

実績 ３ ５ ４ ２ ５ ４ ９

残数 0 ３ ６ ３ ５ ０ ６

分会 中央 北東 滝野 西原 直属 北支部

目標 ７ １２ １０ ７ ４９ １４４

実績 ４ ９ ２ １ １７ ６５

残数 ３ ３ ８ ６ ３２ 79

北区国保年間保険料 土建年間保険料組合費含

３５９，９７３円 ３４５，６００円



③青年・中堅世代や新しめの仲間

組合に比較的未結集の若い組合員や最近加入し

た人は仲間づくり運動の意義が周知されていませ

ん。この機会に対話を進めてください。また、先

日のとしまえんイベントに参加した方には当日の

事を話題にしながらつながりを深めてください。

3）第７次・第８次の統一行動に、群で声を掛け

合い、複数で参加しよう！

群会議以降、統一行動日も５日間です、行動

日のセンターに人が少ないと運動も盛り上がりま

せん。群から複数で参加してにぎやかで楽しい仲

間づくり運動にしましょう。

★今後の日程

◆第７次 ２０日(木)・２１日(金)

◆第８次 ２６日(水)・２７日(木)・２８日(金)

★群からの参加者を決めましょう

●第7次＝（ ）（ ）

●第8次＝（ ）（ ）

２．秋の住宅デー開催について
秋の住宅デーの統一開催日が１１月２０日（日）

と決定しました。秋の開催

は地域によって「健康まつ

り」との合同開催などで日

程が変わるところもありま

す。日程の最終確認は群長

にして下さい。

◆分会の開催日

● 月 日

（ ）

◆分会の取り組み

●催し（ ）

◆群からの参加者を決めましょう

※分会からの要請は（ ）人

●参加する人→（ ）（ ）

３．どけん健診・集団健診のお知らせ
先月お知らせしたように１１月集団健診の日程

が下記のように決まりました。今年度まだ受診し

ていない方はこの機会にぜひ受診して下さい。

★ 女性のための集団健診

要望の声が高かった、女性限定の健康診断に取

り組みます。王子病院が支部に検診車を配車して

行ないます。受診の対象者は土建国保加入者で女

性の方、もしくは女性組合員で、今年度まだ健診

を未受診の方です。

日程 １１月２３日（水・祝）９時から

会場 北支部事務所

※今月、集団健診、女性健診とも申し込み書を

群に配っています。全員分は無いので要望の方は

群長から受け取って下さい。

４．土建国保を守たたかい
１２年度予算にむけて、医療費の伸びを見込ん

だ都費補助金の増額を求めつつ財政制度の維持を

目指すための運動として取り組んでいる都へ対す

るハガキ要請行動ですが、９月の集約は４６０１

枚でした。１０月の群会議でも引続き取り組みま

す(各群に一定数配布します）のでご協力をお願

いします。

５．税務署からの問い合わせ
現在税務署から、｢消費税の課税についての問

い合わせ」文書がいっせいに送付されています。

文書の内容は、「所得から見て消費税課税業者で

はありませんか？」というようなものですが、所

得額が赤字に近いような仲間のもとにも郵送され

ています。また、手紙には課税業者の届出書や簡

易課税の届出書も同封されています。北支部では

１０月２８日に実施する税務署交渉でこのような

文書送付の抗議をおこなっていきますので、税務

署からお尋ね文書などが届きましたら支部まで御

連絡下さい。

６．上級救命講習会のとりくみ
北支部で３回目となる上級救命講習会を行ないま

す。AEDの使用方法を含む心肺蘇生法やケガの

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

「東京土建北支部住まいづくり相談
室」に加入して仕事を確保しよう

９月から発足した相談室は現在９名の会員

で活動中ですが、新聞折込などの宣伝の成果

で、１ヶ月間で１１件の相談がありました。

北支部の組合員で個人事業主・法人事業所で

仕事を請負う事ができる方は随時、会員にな

れますので、興味のある方はまず、支部事務

所にお問い合わせ下さい

№ 健診会場 日時
基本健診

定員

胃Ｘ線

定員

① 王子生協
１２日

(土）
２５人 ５人

② 王子生協
２６日

（土）
２５人 ５人

③ 北診療所
２６日

(土）
４０人 ５人

④
北支部

事務所

２７日

(日）
１５０人 無



手当て・搬送方法などを学ぶ講習です。震災発生

時のためにもご家族の方も受講してください。講

習をマスターしたと判断された方には認定証（３

年ごとに更新が必要）を交付します。

◆日 時 １１月１３日（日）

１０：０0～１６：０0

（８時間講習）

◆場 所 支部事務所会館3階

◆参 加 組合員と家族

◆費 用 2600円（テキスト代込み）

７．集会のお知らせ
①消費税駅頭宣伝行動

◆日 時 10月2４日（月）17：30より

◆場 所 赤羽駅東口

◆参 加 分会1人

②11・２２全建総連予算要求集会

午前、午後合わせての１日集会行動です。

◆日時 11月22日（火）

《午前行動》都庁第２庁舎前広場に９時30

分集合

《午後行動》日比谷野外音楽堂に１２時３０

分集合 ※弁当は各自持参のこと。缶茶は用

意します。

◆参加要請 分会5人

→参加希望者（ ）

③9の日宣伝の取り組み

◆日 時 11月9日（水）17時30分

◆場 所 王子駅北口

◆参 加 分会2名

※いずれの集会も参加できる方は分会に確認し

て承諾の上ご参加ください。

東日本大震災の未曾有の原発事故は、確かな政

策を示すことなく国民を大きな不安に陥れていま

す。脱原発を実現し被害者・労働者への補償と自

然エネルギー中心の社会を求める請願署名に取り

組みます。また、米軍訓練基地移転に反対する署

名へのご協力をお願いします。

①脱原発署名（群2枚）

◆群会議で記入し、集約してください。

②米軍訓練基地移転反対署名(群1枚）

◆群会議で記入し、集約してください。

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

お知らせ
１．家庭用常備薬あっせん（今年２回目）

毎回好評の「家庭用常備薬」あっせん。みんな

でまとまって購入すれば、送料も取られないなど、

上手に使って下さい。

◆申込み今月全員に配布する申込みはがきを送

付して下さい（切手はいりません）

◆商品届け 申し込み用紙到着後から１週間程

度で郵送されます。

◆お支払い 到着商品を確認し、同封の振込用

紙で郵便局もしくはコンビニで１週間以内に

振り込んで。

２．シニア北の会・１泊旅行会

◆日 程 11月13日（日）～14日（月）

◆行き先 西伊豆・土肥温泉

◆参加費 13,000円

◆定 員 33人

３．無料法律相談会

◆日 時 １０月２６日（水）午後２時～

◆会 場 支部事務所

◆相談者 北法律事務所の弁護士

※ご希望の方は、事前に電話予約を

４．支部事務所閉鎖のお知らせ

◆日 時 １１月２日（水）全日 書記局会議

５．配布物のお知らせ

今月、マツダ自動車斡旋、お歳暮丸大ハム、ラ

ンドセルのチラシを配布します。ランドセルチラ

シについては分会役員、支部までお問い合わせ下

さい

今月、2種類署名をお願いします

秋の共済推進月間、各
種共済に加入しましょ
う

秋の共済推進月間がス

タートしました。月間の

分会目標は、火災共済５

件、自動車共済：見積も

り５件、加入３件です。

今回の推進月間は、次年

度の組合共済の改善、地震見舞金の創設を支

える保障の強化になりますのでご協力をお願

いいたします。

今月、自動車共済、火災共済のチラシを配

布します。群会議で話題にして下さい。




