
１．「春の仲間作り月間」も後半に入り、

ここからが正念場です。群みんなの協力を！
１）５月７日現在までの拡大状況について

4月1３日の「決起集会」で全分会目標達成

の意思統一をし、これまで４日間の行動日

を中心に仲間への協力を呼びかけ、7日現在、

支部全体の月間成果は４８人と昨年以上の好調

なスタートを切りました。群の仲間のみなさ

んの運動へのご協力本当にありがとうござ

います。

２）昨年の経験を活かして前進を！

昨年は５月以降で５０名実増という成果をあ

げ、組織活動を基本に据えた定着型仲間づくり

が実を結びましたが、４月までの｢就業実態申告」

で、組合を離れた仲間もあり、年間実増を果た

すことはできませんでした。しかし、５月以降

の分会活動の発展が組織全体の仲間づくり運動

の原動力となり、春・秋の連続全分会目標達成

という快挙をなし得ました。昨年の到達に確信

を持ち「組織強化の裏付けのある仲間づくり運

動」を残りの春の月間で実践していきましょう。

３）「春の仲間づくり月間」５月の行動重点

①対話訪問先をリストアップしよう

★「事業主」「新加入者」への訪問

下職・外注や新たなつながりの紹介を

★脱退者に再度アピールを

再加入者が増えています。特に

「労災の加入」で組合のみの加

入が多くありますのでもう一度

訪問対話しましょう。

★そのほか、新入学祝の対象者

や分会内事業所への訪問で対話

を広げましょう。

◎対話のポイントは

話をしていくきっかけはさまざまあります

「税金の相談をしてみたい」「工事代金の不払

いがあり、どうにかしたい」｢会社を作りたいが

どうしたらよいのか」「会社の資金繰りが厳し

いが区の融資など受けられないか」など、一人

一人と話してみると、組合が利用できるケース

もいっぱいあります。ただ、そんな疑問・悩み

も見ず知らずの人には切り出しづらく、仲間ど

うしや近所の奥さんたちのつながりが無いと話

になりません。相談できる事が組合の基本です

「困ってる事ない？」という声掛けから対話は

広がります。まずはこの一言から始めましょう。

また、６月からの公営国保の大幅値上、仕事の

掘り起こしに利用できる「住宅リフォーム助成

制度」の宣伝などなど、今こそ仲間の踏ん張り

で「宣伝・対話・相談」を合言葉に仲間作り運

動を成功させましょう。

②大量宣伝行動で組合の優位性を広めよう

★上記の訪問対話行動の際に「知っとくパンフ」

「ポスティングリーフ」を活用しよう。住宅デー

ポスター貼り行動も同時に行ないましょう

③センターの参加者を多く集めよう

明るく楽しく元気良く行動するには、行動

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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センターに多くの仲間が集まることが基本になり

ます。集まった仲間でにぎやかに交流もまじえた

行動をしていきましょう。

◎拡大統一行動に群で複数で参加しよう

①分会の統一行動日（日程やセンターの変更があ

る場合は群長さんが説明して下さい）

◆第５次 ２２(火)・２３(水)

◆第６次 ２９(火)・３０(水)

◆統一休日行動日 5月20日（日）

組織活動の一環として設定します。

訪問行動などのほか、交流会や相談会をからめ

た行動を計画してください。

②群からの参加者を決めましょう

●第５次＝（ ）（ ）

●第６次＝（ ）（ ）

● 休日行動＝（ 日）（ 、 ）

２．春の住宅デーの取り組み
大量宣伝行動で北区中にポスターを掲示しよう

６月10日（日）に実施する第３5回住宅デーは

先月報告したようにポスターの2500枚張り出し

運動や、回覧板で１万１千枚掲載、北ケーブルテ

レビに取材を依頼するなど新しい宣伝方法に取り

組んでいます。各分会でも催し物が決定し、これ

から本番当日に向け今

後準備が本格化します。

群では分会執行委員会

の報告をもとに、群と

しての住宅デーの参加

取り組み方法を話し合っ

てください。より多く

の参加で住宅デーを盛り上げていきましょう。

★今後の取り組み 各分会で

１ 、ポスター2500枚作戦

・ポスターは必ず30枚以上を張り切ることを

お願いいたします。

・ポスターは分会拡大行動で組合員訪問をする

際に持参しポスター掲示をお願いしてくださ

い。

２、分会チラシ宣伝

分会用チラシは基本1000枚とは別に5月1

日付け組織人数分配布物としておろす予定です。

群会議では組合員さんに「住宅デー遊びに来て

ね」を必ず宣伝してください。

3、6月10日当日の取り組み

◆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→（ ）（ ）

★《北ケーブルテレビ宣伝》★みんなで観よう！

当日のケーブルテレビ取材は北東分会の会場に

決まりました。また、６月１日から７日にかけて

「情報宅配便」という番組で住宅デーの宣伝が流

されます。（7:20～40、17:20～40、20:20

～40の1日3回、日曜は除く）

３．火災共済・自動車共済推進の取り組み
４月～６月を月間期間とし６月本番に取り組ん

でいきます。自動車共済については、自動車民間

保険が年齢で保険料を見直し、高齢者は高い保険

料になり、大震災で値上げを保留していた損保も

今年引き上げになります。仲間の要求を拡充し安

い掛け金で団体割引を活かした加入推進を今年は

取り組んでいきます。火災共済については、安定

的な共済加入推進を進めるため、月間中だけでは

なく年間を通した加入推進を推進委員会を発足さ

せ進めていきます。ぜひ両共済とも、仲間との対

話材料にしていただき、「みんなで育てる共済制

度」にしていきましょう。

＜火災共済＞

目 標 組織人員の１％（２７件）

カウントは４月～６月

報 奨 分会報奨５件以上＝５０００円

＜自動車共済＞

加入です（今回は見積もりではありません）

目 標 支部計８台（分会１台）

報 奨 分会１台＝１０００円

４．社会保障対策の取り組み
1月から3月を中心に取り組んだ「社会保障と

税の一体改革、TPP参加阻止30万人署名」《北

支部の目標は7953筆》は4月までに支部全体で

5602筆の署名が集まりました。この間組織配布

での署名や商店街行動、などへの取り組みありが

とうございました。本部では6月の国会開催中は

引き続き署名集約に取り組みますので、引き続き

のご協力をお願いします。

●北区社保協の取り組み

5.20「無保険死なくせ、消費税反対訪問行動」

内容：王子5丁目団地にて税と社会保障の一体改

革反対署名行動に取り組みます。

⇒事前配布行動 とき 5月18日(金)10時～

王子5丁目団地6号棟1階集会室に集合し220

0世帯全戸に署名入り封筒を投入します

◆参 加 分会1名

⇒訪問回収行動 とき 5月20日(日)10時～

王子5丁目団地6号棟1階集会室に集合し、配布

した署名用紙を回収訪問します。

◆参 加 分会2名

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



５．税務署から問い合わせがきたら支部へ
5月に入り、税務署からいっせいに提出書類の

不備や、所得控除等などへの不備に対する手紙、

電話等の問い合わせが始まりました。税務署から

の手紙、電話等に答える法的根拠はありませんが、

内容によっては事後調査になるケースがあります。

あわてて税務署に答えたり、無視したりせず、必

ず支部に電話で問い合わせをして、内容を確認し

ましょう。書面が郵送された場合は支部事務所へ

ＦＡＸの上御連絡下さい。

６．集会の取り組み
※それぞれの集会参加希望者は必ず群長さんに

申し出て下さい。

①賃金行動現場宣伝

◆日 持 5月1７日（木）16：３０

◆場 所 支部集合

◆参 加 分会1人

②定例消費税駅頭宣伝

◆日 持 5月24日（木）17：30

◆場 所 赤羽駅東口集合

◆参 加 分会1人

③首都圏アスベスト訴訟

1）判決当日の行動（第２波行動）

◆日 時 ５月25日（金）11：45集合

◆場 所 横浜地裁前

◆参 加 各分会１名

２）全国公害被害者総行動決起集会

◆日 時 6月5日(火）18時開会

◆場 所 日比谷公会堂

◆参 加 各分会２名

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．共済制度改定のお知らせ

４月から組合共済の制度が一部改定されました。

改定のポイントは①入院共済金の一部引き上げ②

「私傷見舞金」の給付対象としていたものを病気

給付に改定③固定具扱いの改定④共済掛け金の引

き上げがあります。

①入院給付の一部引き上げ

A型・S型共済の私傷および腰痛での入院の給付

金がそれぞれ５００円引き上げになりました。ま

た、S型共済の病気入院給付金および私傷での入

院給付金が５００円引き上げになりました。

②これまで医学的に病気のもので私傷扱いだった

ものが病気給付に改定されました。

③固定具扱いの改定

支給申請書の固定具使用の医師記入欄が変更され、

これまでより固定具の給付判断が改善されました。

※詳しくは支部までお尋ねください

２．地震見舞金がスタートしました

火災共済は仲間の経費削減に加え、万が一の安

心保障に４月から地震見舞金がスタートし、掛け

金据え置きで制度が充実しました。火災共済推進

の大きな材料として宣伝を強めましょう。財源も

火災共済加入者が増えればより安定しますので、

推進運動を強めていきます。

３．第２０回分会対抗ボウリング大会

仲間の親睦を深める取り組みとして定着してき

たボウリング大会を下記の要項で開催します。

ご家族そろってご参加下さい。

◆日 持 ７月2１日(土）1９時集合

◆場 所 王子サンスクエアボウル

◆参加費 １０００円 中学生まで500円

◆参 加 分会３名以上

◆締め切り 7月10日

４．無料法律相談会

◆日 時 ５月2３日（水）１４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、事前に電話予約を支部事務所まで

５.労働保険 年度更新はすみましたか？

201２年度（平成2４年度）の一人親方労災と

事業所労災の年度更新、雇用保険適用事業所の更

新を4月いっぱい受付けました。まだ、更新して

いない組合員さんは必ず更新の手続きをして下さ

い。

６、新入学お祝い金申請はお済みですか？
好評な「新入学お祝い金」制度。この４月から

小学生、中学生になられた新入生のお子さんがい

る組合員さんに５０００円の図書カードが進呈さ

れます。証明書類の添付が必要な為、事前に確認

下さい。まだ支部に申請に来ていない方がいます。

１年間で申請期限が切れる為、忘れないように申

請をして下さい。


