
激動の２０１１年もあと半月となり
ました。忙しいなか、さまざまな組合
活動の参加ありがとうございます。来
年に向けてみんなの力を合わせてがん
ばっていきましょう。
1.年末仲間づくりの取り組みと

組織強化の課題

大成功をおさめた、秋の仲間作り運動か

ら1月が過ぎました。12月もあとわずかで

すが、年間目標の追求と仲間のつながりを

強固にし、組織定着・組織強化と機能強化

をめざす運動を進めましょう。不況のなか

だからこそ、色々な相談を通して組合で解

決できることもあります。年末でお忙しい

最中ですが、ご協力をお願いします。

★１２月の行動の重点

1、仲間の定着活動と秋の決着

2、分会組織強化のさらなる発展

3、組織活動を土台とした仲間づくり運動

①１１月脱退者、１２月脱退予定者の慰留・

相談活動

脱退者の脱退理由で｢退職」という方は会

社を退職したあと引続き建設業で働く方が

多くいます。また、２ヶ月目の滞納で脱退

した人の中にはそのとき連絡がつかないま

ま脱退になっている方もいますのでもう一

度声をかけてみてください。 これまでも脱

退予定者の中には病気で仕事が出来ず保険

料が払えないが、どけん共済の申請を知ら

ず、組合が続けられたケースなどもありま

す。理由は様々ですが、内容を聞いて、脱

退防止を呼びかけて下さい。

②忘、新年会へのお誘いを

しましょう

忘年会・新年会は、加入

したばかりの新しい仲間が

参加できる大きなチャンス

です。今まで群とつながりのうすい方も合

わせて誘い出しの声がけをしてみてくださ

い。交流・親睦を通して新しい仲間を掘り

起こしましょう。

③相談体制を強めていきましょう

群・分会の仲間同士のつながりを強める

取り組みを創意工夫で広げましょう。今年

の北支部大きな到達である「群長会議、困

りごと相談会の開催」や「なんでも相談会」

「なんでも雑談会」などを全分会に広げま

しょう。支部事務所でも、工事代金不払い・

解雇問題・税金・交通事故や生活相談など、

今まで以上に体制強化をしていきます。

2.補助金闘争の年末課題と
春の大運動基本方針

1）2012年度国庫補助金の現行水準確保

および増額を求めて、先月取り組んでもらっ

た財務局向けのハガキ要請行動も100％回

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

群会議の話題
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今年最後の締めくくり！
年間目標を追求し、仲間づくり・

組織強化運動を頑張ろう！

年間拡大残数と11～12月実績（12/7現在）

分会 浮間 赤台 赤羽 西丘 神東 十条 豊王

年間残 -1 6 2 0 5 1 4

実 績 0 0 0 1 7 0 2

分会 中央 北東 滝野 西原 直属 北支部

年間残 0 0 0 6 -34 -11

実 績 0 1 0 0 10 21



収を目指す為、未提出の方向けに12月も引
続き取り組んでください。前回と同様に「あ
て名は全て印刷済み」になっているのでよろ
しくお願いします。
2）社会保障と税の一体改革、

TPP参加阻止｢３０万人署名」の推進
野田政権は構造改革路線再推進を鮮明にし

ました。その具体化が社会保障と税の一体改
革による消費税増税、社会保障制度の総改悪
です。さらにTPPの参加により国内産業を疲
弊させ国民生活をさらに悪化させようとして
います。私たちはこれらに対するたたかいと
して、来年１月から東京土建全体で３０万人
を目標に署名活動に取り組みます。取り組み
の詳細は次月報告しますので、ご協力をお願
いします。

3.税金対策の取り組み
2011年度税制改正法が11月30日の参議

院本会議で成立しました。この中で成立した
国税通則法の改正については、納税者の権利
についての部分が削除され、申告者の義務の
み強化されたひどい内容になっています。私
たちは今後も納税者の権利の確立に向けた運
動に力を入れていくことはもちろんのこと、
通則法改悪によりこれまで以上に強権的にな
る事が予想される税務調査に対応できる申告
対策に取り組んでいきます。

1）確定申告に向けた「申告前学習会」の取
り組み

今年度の申告は昨年までと扶養控除の見直
しなど大きな変更があります。申告直前になっ
てあわてないで申告にのぞめるよう、しっか
り学習していきましょう。

◆日 持 1月18日（水）19：30
◆場 所 支部事務所3階
◆参加費 無料
【 参加者の特典 】
◆201２年版税金対策の手引き贈呈
◆記入相談会の優先申込

２）申告記入相談会（申し込みは１月１９日
より電話で受け付けます。）

所得税（事業・給与・不動産・年金）や消
費税の計算と申告書作成を行ないます。
《相談会日程》（全12日間）
【昼間の部】10：00開始（２５名定員）

13：30開始（２５名定員）
①２月13日（月）②14日（火）③15日
（水）④16日（木）⑤17日（金）

【夜間の部】19：00開始（２０名定員）
⑥２月20日（月）⑦21日（火）⑧22日
（水）⑨23日（木）⑩24日（金）

【日曜日の部】10：00開始（２５名定員）
13：30開始（２５名定員）

⑪3月4日（日）
【消費税・住宅ローン控除新規・譲渡・相続

など】
午前･･10：00開始 午後･･13：30開始
⑫３月1日（木）
◆持参する物 申告書・収入や支出のわか

る帳簿等、筆記用具、前年の申告書控、生命
保険・小規模共済の控除（掛金）証明書など。
また扶養家族の所得を確認しておいて下さい。

３）各種特別税対部費と手引き・
所得計算整理簿

①白色申告者1000円 ②青色申告者20
0 0円 ③消費税申告1000円 ④住民税

申告者500円
⑤源泉徴収年末調整１人５００円
⑥2012年版税金対策の手引き300円
⑦所得計算整理簿300円

4.支部旗開きのお知らせ
この不況で組合の中でも生活が大変だとい

う声がたくさん聞かれます。年の初めに組合
に集まって、みんなでおおいに語り合い楽し
いひと時を過ごしましょう。

◆日 時 １月１3日（金） １９時～
◆会 場 支部事務所3階

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

毎年のことではありますが、皆さんの温かいご支援をお願い致します。支援対象
は、
①北区被爆者団体支援②障害者団体支援③弾圧犠牲者救援活動支援④北区争議団
支援⑤本部争議支援の５団体に震災復興支援を加えます。
厳しい中ですが、よろしくお願いいたします。

今月、募金袋を各群１枚づつ配布します。

年末募金協力のお願い



◆参加費 無料
◆対 象 組合員・家族

5.行動・集会について
①定例消費税駅頭宣伝

◆日 持 12月2２日（金）17：30
◆場 所 十条銀座キンコー堂前集合
◆参 加 分会1人

②9の日宣伝行動
◆日 時 1月10日（火）17：30より
◆場 所 王子駅北口
◆参 加 分会１人

「ふたたび被爆者をつくらない決意を世界に！

現行法改正を求める請願署名」

北区被爆者団体の双友会より署名の協力要請が

あります

◆１枚・５人連記
◆群に３枚配布しますので群会議で記入し、

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．組合手帳Ｌ版・Ｍ版入荷しました！

２０1２年度の組合手帳が入荷しました。

購入予約をした分会には配り、支部事務所の

カウンターで販売しています。数に限りがあ

りますのでお早めに購入ください。

Ｌ版…２６５円 Ｍ版…２６０円

２．後継者対策主催「新春も

ちつき大会」のお知らせ

恒例となった新年餅つきを

開催します。子育て世代の皆

さん・家族連れで集って下さ

い。定員はありません。参加

費は無料です。

◆日 時 １月８日（日）11：00～15：00

◆会 場 支部事務所・駐車場

※各群でとしまえんイベントに参加した方

への参加呼びかけをお願いします。

３．本部厚生文化の取り組み

①「仲間の作品コンクール」募集

◆対 象 文芸（短歌・俳句・川柳）、写真

◆締切り １月７日支部へ

②第３3回将棋大会

◆日 程 １月22日（日）

◆場 所 本部会館

◆費 用 2000円（支部が負担します）

◆締切り １月7日支部へ

※プロからの指導を受けられます。

③第３回囲碁大会

◆日 程 2月５日（日）

◆場 所 本部会館

◆費 用 2000円（支部が負担します）

◆締切り １月20日支部へ

４．東京土建結成65周年記念キャンペーン

秋から申し込みを受け付けている豪華景品

が当たるアンケートの回収締め切りが12月2

2日と迫りました。まだ未提出の方はお早め

に！

５．無料法律相談会

◆日 時 12月２7日（火）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

６．年末事務処理の扱いについて

年末・年始休日中に保険証や書類の紛失な

どのトラブルを防ぐために、年内の保険証の

お手続き（ご家族の加入・減少、住所変更、

再交付）につきましては、12月20日（水）

受付分で終了となります。なお、年末間近に

お引越しを予定される方は、引越し先でもお

手持ちの保険証は医療証として病院や医院で

は利用できますので、年明けに住所変更の手

続きをお願いします。

７．年末・年始の日程

12月27日（火）年内受付

12月28日（水）大掃除

（受付は行ないません）

12月29日～１月4日 年末・年始休暇

1月 5日（木）書記局会議 仕事はじめ

（受付は行ないません。）

１月13日（金）支部旗開き1９時より

今月、署名を1種類お願いします


