
１．今年は建設産業危機打開、生活で
きる適正な賃金確保をめざして奮闘し、
磐石な土台を築きましょう！
仲間の皆さん新春のお喜びをもうしあげ

ます。昨年は建設不況・国保攻撃・震災被

害の影響を受ける中、組織強化運動をはじ

めとした組合活動への大奮闘本当にありが

とうございました。北支部結成５５年を迎

えた本年は、「社会保障と税の一体改革」、

「医療保険一元化」「建設業にも重大な影

響を与えるTPPへの参加」の問題など、私

たちをとりまく情勢は非常に厳しいものと

なっています。今年1年も建設産業民主化・

仕事確保の運動・組織強化運動を発展させ、

北区における建設従事者にとって強固な砦

となるよう団結して頑張りましょう。組合

員・家族のみなさんのご協力をお願いしま

す。

２．春一番拡大（１月～３月）で６6
人の新しい仲間を迎え入れよう！
今年の「春一番拡大」は２月～３月を行

動期間として取り組みます。「春一番」は

昨年重視した「仲間のつながりを強化し、

後継者育成」をさらにすすめ、年間実増へ

の土台となる重要な位置にある取り組みで

す。

◆目 標 １月～３月

２３日までの3ヶ月合

計で６6人

⇒分会の目標

（ ）人

◆統一行動

２月・３月で６日間以上の実施を予定してい

ます

2月＝ 14日 (火)・15日(水)・22日(水)

3月＝ 14日(水)・15日 (木)・22日(木)

※分会のセンターは、★群長さんが説明を！

（ ）

◆取り組み 訪問・対話を重視します

①新加入者中心に定着顔つなぎ

②脱退予定や脱退者への訪問や連絡

③仲間の相談窓口になるような対話訪問

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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あけましておめでとうございます

２０１２年
たたかう組織で
さらに前進をか
ちとろう！

1/1組織数と1～3月の分会別目標

分 会 浮間 赤台 赤羽 西丘 神東 十条 豊王

組織数 106 147 177 83 186 143 290

目 標 3 4 4 2 5 4 7

分 会 中央 北東 滝野 西原 直属 北支部

組織数 134 232 188 134 831 2561

目 標 3 6 5 3 21 66



3．社会保障と税の一体改革、TPP参加
阻止「30万人署名」の取り組み
野田首相が年内にと指示した消費税増税法案の

素案が３０日の政府税制調査会で14年4月に8％、

15年10月に10％に消費税税率を引き上げるこ

とを決定しました。東京土建では「税と社会保障

の一体改革」に反対するため、昨年秋の大運動と

して地域集会や定例駅頭宣伝の取り組みを進めて

きました。世界的な金融・経済危機を回避するた

めに先進各国による内需拡大が求められています。

今の日本の経済状況、特に個人消費が低迷してい

る中での消費税増税は経済をさらに冷え込ませて

しまうことは過去の橋本政権下で税率が5％に引

きあがったときのことを思い出せば明らかです。

また、野田首相が「APEC首脳会議」で国際公

約したTPPの参加について、それを後押しした大

手マスコミの論調とは裏腹に、11月までに43道

県議会、420市町村議会で「TPP参加反対、慎

重意見書」が採択されました。TPPの特徴はいわ

ゆるヒト・モノ・投資の例外なき自由化であり、

私たちに関連する課題では、非課税障壁の撤廃と

して公共調達＝建設、金融・保険＝自主共済規制

の撤廃などがあります。東京土建ではこれら野田

政権の構造改革路線を阻止するため、1月から3

月まで「社会保障と税の一体改革、TPP参加阻止

30万人署名」に取り組みます。今月は1人1枚の

署名にご協力をお願いします。2月から3月にか

けては支部主催のTPP問題学習会、駅頭宣伝、地

域集会に取り組みます。

4．確定申告対策ー学習会と相談会
申告前学習会と記入相談会に参加して、税務署

の不当な干渉から自主申告権を守りましょう！

１）確定申告前学習会

●日 時 1月１8日(水) 19時半から

●会 場 支部事務所

●内 容 所得の出し方・申告書の記入の仕方、

【 参加者の特典 】

◆2012年版税金対策の手引き贈呈

◆記入会の優先申込

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》

【昼間の部】午前 1０時開始（２５名定員）

午後 １3時半開始（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時開始（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】

午前 １０時開始（２５名定員）

午後…13時半開始（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時開始 午後…13時半開始

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２０００円

③消費税申告１０００円④住民税申告者５００円

⑤源泉年末調整 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

5．春の組合集団健診のお知らせ
2011年度3回目となる組合集団検診を下記の

日程で取り組みます。組合健診はア

スベスト肺の健診も合わせてる事か

ら、全組合員に受けてもらいたいも

のです。この組合集団健診は早期発

見・早期治療、仲間のいのちと健康

を守る取り組みであると同時に特定

健診率をアップさせることで後期高齢者支援金へ

対する国からのペナルティを跳ね返す事ともなり

ます。

◆日時①２月４日（土）北診療所

②〃12日（日）支部事務所（王子病院）

③〃17日（金）赤羽東診療所

④〃18日（土）北診療所

⑤〃19日（日）王子生協病院

⑥〃19日（日）桐ヶ丘団地診療所

⑦〃24日（金）赤羽東診療所

⑧〃25日（土）北診療所

※時間は赤羽東診療所は夕方18時30分から、

それ以外は午前9時からです。また、オプション

など詳しくは今月配布した申込書つきチラシを参

照してください。

◆注意点

一般健診は組合員本人と配偶者は無料です。た

だし今年度（11年4月～）にすでに受診した方

は実費（基本健診8500円）が必要です。

◆事業所単位で受診したい場合で、組合日程以

外を希望する場合は、ご相談下さい。

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



6．集会の取り組みより
①定例区内現場宣伝

◆日 持 1月20日（金）16時集合

◆場 所 支部に集合し区内現場に移動します

◆参 加 分会1人

②定例消費税駅頭宣伝

◆日 持 1月24日（火）17：30

◆場 所 赤羽駅東口集合

◆参 加 分会1人

③1・26東京春闘決起集会

◆日 持 1月26日（木）18：30集合

◆場 所 中野ゼロホール

◆参 加 分会1人

④建設労働者春闘決起集会

◆日 程 2月10日（金）12時30分から

◆場 所 日比谷野音と国交省など

◆参 加 分会4人と青年部・主婦の会

後継者対策部が設置されてから6年が経過し、

若手・子育て世代の仲間を対象とするイベントが

各支部で定着し、北支部の夏の｢北フェス」をは

じめとした、ファミリー向けイベントは各支部で

開催されています。今回、独身組合員の組合活動

参加のキッカケづくりとして、本部後継者対策部

がいわゆる｢婚活パーティー」を開催します。40

歳代までの独身組合員の方の多くの参加をお待ち

してます。申し込みは分会または支部まで。

★日 時 １月29日（日）17時30分～

★場 所 新宿ﾊﾟｰﾃｨｰｽﾍﾟｰｽ ﾉﾓ3

★会 費 男性3,000円、女性2,000円

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・その他
１．支部厚生文化部主催「仲間の作品展」にふるっ

て出品して下さい。見に来て下さい

◆日程 ２月５日（日）～７日（火）午前中まで

◆会場 支部事務所４階・多目的ホール

◆作品締め切り 1月31日（水）支部へ

◆出品ジャンル 写真・絵画・きり絵・

ちぎり絵・ 陶芸・彫刻・ｱｰﾄﾌﾗﾜｰ・

なんでもＯＫ、とくに木工作品など職

人技の作品をお願いします。

２．本部「将棋・囲碁」大会の取り組み

★将棋大会：2月5日（日）

★囲碁大会：1月22日（日）

参加申し込みは支部までお願いします

３．「住まいづくり相談室」からのお知らせ

8月に発足した北支部住まいづくり相談室は現在、

12の登録業者で活動しています。これまで区民から

の相談件数は31件、施工件数は見積もり中の物件も

含め10件で、施工金額は430万円になりました。仲

間の仕事確保の一助となっています。北支部組合員

で個人事業主・法人事業所で仕事を請負うことが出

来る方の登録は随時おこなっていますので、お気軽

に支部事務所までお尋ねください。

４．無料法律相談会

◆日時 １月25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、事前に電話予約をして下さい

シニア北の会

新年会に参加しよう
日 時 １月27日（金）
場 所 草加・健康センター

会 費 4500円

青年部の取り組み

①スキー ツアーのお知らせ
日 程 ２月１７日（金）夜発～１９日（日）
場 所 妙高池の平スキー場
宿泊先 ヴレッジェ圓山
集 合 ２１：００支部事務所
会費 20,000円

②大工道具の使い方教室
日 時 １月24日（火）
場 所 北支部事務所 ☆参加費は無料
講 師 丹治 匠さん（中央分会 宮大工）
道具の使い方、手入れの仕方など毎月定例で開

催予定です

１月29日（日）本部後継者対策主催
「婚活パーティー」に参加しよう！

年末カンパ募金報告

年末支援のためのカンパをお願いしまし

た。皆様の暖かい支援ですべての分会から合
計が
154,343円でした

ありがとうございました


