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
２０１２年７月
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梅雨明け間近、消費税増税阻止・
国保保補助金獲得のために、
仲間の力を結集しよう！
土建国保を守り抜く、補助金闘争が７月４日

1.「消費税 １万人大学 習会」に参 加して
増 税反対の 声をもっと もっと広め よう
消費税の10％への増税を含む社会保障・
税「一体改革」関連法案は、6月2 6日午前
の衆議 院特別委 員会で採 決が強 行され、 午
後1時から開かれた本会議で、民主・自民・
公明の 賛成多数 で可決し ました 。各種世 論
調査で 過半数が 消費増税 に反対 している 国
民の声 にも背を むけ、採 決を強 行した野 田
政権、 民主・自 民・公明 の各党 の暴挙に 対
して怒 りの声を あげ、経 済と財 政を共倒 れ
にする 「増税談 合」勢力 を孤立 化させ、 参
院 で廃案 に追い込 む
た め に7 月 を中 心 に
各 分会で 日時を設 定
し 組 織数 の 1割 を 参
加 目標に した大学 習
会を実施しています。
駅頭 宣伝署名 を実施し ている と、消費 税
の本質 を知らず に「増税 もしょ うがない 」
と思っ ている人 が多くい ます、 今こそ消 費
税の本 質を広く 知らせる 必要が あります 。
群会議の中でも「1万人大学習運動」の参
加呼び かけやす でに終了 した分 会の学習 会
に参加した方の話を話題にして下さい。
2.土建 国保への、 2013度補 助金獲得 の取り
組み。 厚生労働省 に向けて １人４枚 のハガ
キ要請行 動をお願い します。
１）「 補助金削 減」の攻 撃を跳 ね返し、 増
額を勝ち取る取り組み

の予算要求行動からスタートしました。201３
年度予算編成へ向けて、政府は各省庁の予算要
求（概算要求）へと進んでいくことになります。

厚生労働 省でも8月 末を期限に概算要 求をまと
める事と なっており、7 月に取り組む 予算要求
ハガキの運動は重要になってきます。
私たち土建国保の保険料は国と都の補助金と、
自分たちが負担する保険料で運営されています。
補助金の割合は全体の45％ほどになっており、
補助金が減らされるような事になれば、国保料
の負担増にそのまま直結してしまいます。この
ハガキ要請行動は東京土建だけでも26万枚を越
える大きな取り組みで、重要な位置を占めてい
ます。
このハ ガキ要求運動は ①組合員一人 ひとり

が参 加できる 運動であ ること 。②はが き要
請を 通じて組 合員の自 覚を育 むこと。 ③大
衆運 動を通じ て支部・ 分会・ 群の組織 強化
が前進す ることです。 土建国 保の維持・育成
と国保料アップによる更なる生活への圧迫を防
ぐ為にも、この夏の取り組みを大事な闘いとし
ていきます。

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

２）「声」が小さくなれば削減強行、ハガキ要請
は補助金獲得の最大・最強の武器
社会保険未加入問題
国や都の予算は単年度であることから、「要求
緊急説明会のお知らせ
の無いものには予算を回す必要が無い」と、声の
ない分野などはバッサリと補助額を落としていき
建設業法の施工規則の一部を改正する省令が
ます。ですから、毎年行なわれる予算案の概算要
公布されてから、「現場で社会保険加入を指
求に合わせて、繰り返しとも思われる毎年のたた
導された」「建設業許可の更新ができなくな
かいが必要になってきます。そして組合員や家族
る」「このままでは現場に入れなくなる」な
が、直筆で訴えるハガキ要請は大きな武器になっ
ど仲間に混乱が生じています。説明会に参加
ており、保険局長も、厚労省要求
して適切な対応をしていきましょう。
行動で掛合う際には、「このハガ
日時：７月１９日（木） 午後２時から３時
キの枚数が要求の正当性を証明さ
場所：北支部３階会議室
せている。加入数に見合うハガキ
を送って」と言っています。
４枚も書くのは大変ですが、宛名部分は印刷形
式のものを作成しているので、「要請文」と差出 書類の提 出義務への地なら
人住所・氏名を書けば大丈夫です。文例も大きく しと思わ れる、「お尋ね・
書いてあり、分りやすく工夫しています。記入後 お願い」 の文書が多く送ら
は半分に切り、説明部分のみを除き、4枚のはが れました 。また、７月の税
き部分はばらばらにしないで分会に届けて下さい。 務署人事 異動にともない、
事後調査 が本格化する時期
３． 年 間実 増 めざ す 仲間 づく り ・組 織 づく となりま す。ここ数年の特
り 運動 ・ 定 着 とつ な がり を 強 める 分 会 活動 徴は「消費税がらみ」「資料収集に伴って確実に
取れそうな人に当たる」調査選定など、が中心と
の発展を ！
6月の北支部は加入数が脱退数を上回る拡大成 なってきています。税務署からのお尋ね文書、税
果をあげ、１月組織数回復まであと１２名という 務署が来たりしたら、その場では対応せず、必ず
ところまで迫りました。北支部の今年の最大の目 支部事務所にご連絡してください。納税者の権利
標は「組織実増」です。それをやりきるためのポ は自らが勝ち取るものです。
イントとして、この６月〜８
月までの日常拡大とそれを支
６． 夏季募金をお願いします
える各分会活動の発展がいっ
毎年の事ではありますが、みなさんの温かいご
そう重要になっています。こ
支援をお願いいたします。
の間の北支部各分会の「仲間
◆支援対象
のつながりを広げ強める分会
①原水禁世界大会代表派遣②北区被爆者団体支援
活動」を主体的に発展させ、
③障害者団体支援 ④弾圧犠牲者救済活動支援
年間実増を実現するための仲間づくり・組織づく ⑤北区争議団支援 ⑥東日本大震災支援
りを旺盛にすすめましょう。
各分会で計画される仲間のつながりを広げる取
り組み（交流会・相談会・活動者会議）などに群
からも多数参加して運動を盛り上げましょう。
★秋の拡大月間の前の、この夏の時期も「未加入
今年の秋の住宅デーは組合員と家族、区民の皆
者」に声をかけよう！
さんとの交流の場として大きく取り組みます。
7月に入ってからも「地域国保の金額がものす
「飛鳥山公園」で、「舞台・木工教室・模擬店」
ごく上がったので土建国保の金額を聞きたい」と
をおこないます。組合員の皆さんと家族・お友
の問い合わせが支部事務所に来ています。知り合
達もお誘いあわせのうえお越し下さい。
いの建設従事者でそんな声を聞いたら「土建に相
談してみたら」と「一声」かけてみてください。

秋の大住宅デー
今年は支部全体で開催

５． 「 事後 調 査」 に ご注 意！ 税 務署 が 来た
ら支部 事務所に連 絡を
今年は国税通則法改悪による再来年からの添付

日程：9月30日（日）
場所：飛鳥山公園にて

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

７．当面 の集会につ いて
※参加希望者は必ず群長さんに申出て下さい。
動員数で、すでに一杯の場合は、ご了承下さい。
1)消費税廃止・増税反対駅頭宣伝（北区連絡会）
◆日時 ７月２４日（金）
17：30〜18：30
◆場所 王子駅北口
◆参加 分会１人 →参加希望者（
）
2)アスベスト東京地裁勝利！駅頭宣伝行動
◆日時 7月２７日（金）17：30
◆場所 赤羽駅西口
◆参加 分会１人 →参加希望者（

）

3）7.29脱原発 国会包囲行動
◆日時 7月２９日（日）1５時集合
◆場所 日比谷公園中幸門（日比谷公会堂裏）
◆参加 分会１人 →参加希望者（
）
４）９の日宣伝行動
◆日時 ８月９日（木）1７時３０分
◆場所 王子駅北口
◆参加 分会１人 →参加希望者（
）
※１６時３０分から支部事務所で主婦の会が
すいとんを作ります。食べてから元気に宣伝
に参加しましょう！

お知らせ
１．無料法律相談会
◆日

時

◆会 場
◆相談者

７月２５日（水）14：00〜
支部事務所
北法律事務所の弁護士

※ご希望の方は、事前に電話予約を

２．主婦の会
①子育て交流会
昨年に引き続き２回目の開催です
今年は親子料理教室です。子供映画や輪投げや
風車を作ります。ぜひご参加下さい。
◆日 時 ７月２８日（土）11時〜14時
◆会

場

支部事務所

②日帰り旅行会
◆日 時 8月2５日（土）
◆場 所 がんばろう！常陸の国「大洗」
◆定 員 ４０人
※定員になり次第締め切ります。参加希望の
方は分会主婦の会に問い合わせ下さい。

今月、1種類署名をお願いします
●核兵器のない世界を求める署名
ヒロシマ・ナガサキの 悲劇
を通して核の体験国として、
核兵器禁止、廃絶を呼 びか
ける国際署名です。
◆今月、群２枚署名 用紙
を配布します
◆１枚・５人連記
◆群会議で記入し、集約してください。
★★求人情報 ★★
○ブロック積、外溝工事 （常用）
中村ブロック工業（豊王分会）3 911-384 3
○電気通信 （社員）
株式会社 ユニックス（事業所分会）
5 855-7148

支部活動者会議
◆日 時
9月２日（日）13：００より
◆会 場 けんせつプラザ東京（本部会館）
◆参加対象 群 長または群代表、分会４役、分会専門部長、
分会若手枠２人、支部役員、青年部・主婦の会・シニア・PAL

３．平和のための北区戦争展
◆日

時

９月１〜２日（土･日）

◆会

場

北とぴあ展示ホール（地下１階）

４．群会議の報告書の書式が変わります
現在の「群会議の報告書」B4サイズ、５枚
複写から、A4サイズ、３枚複写（分会用・群
用・支部用）に変更していきます。新しい書式
のものは８月以降からとなりますが、現在のも
のがなくなり次第新しいものをお使い下さい。

５．どけん共済会

あっせん

今月、2種類のチラシを群２枚ずつ配布しま
す。それぞれお買い得価格です。ぜひご利用
下さい！
①マツダ「働くクルマキャンペーン」
②丸大ハム「２０１２夏のギフト」

６．事務所閉鎖のお知らせ
７月２６日（木）全書記決起集会のため
８月 ２日（木）書記局会議のため

