
１．仲間作りは仲間との会対話から！
全分会力を合わせて１３４人の目標突
破を目指そう！
秋の仲間づくり月間が１１日の決起集会

を皮切りにスタートしました。北支部は昨

年から、拡大運動の土台となる分会活動を軸と

した組織強化活動がすすみ、「自分たちの主体

的な活動」として、元気な組織活動が各分会に

広がり、仲間づくりの成果も全都でトップクラ

スとなっています。この組織強化をさらに進め、

建設不況・国保攻撃・増税路線に負けない組織

づくりに頑張りましょう。９日現在の月間成果

は16人です。分会の拡大数と残目標は群長さん

が報告して下さい。

１）拡大統一行動に群から複数で参加しよう

分会の統一行動（★日程変更やセンター

については群長さんが説明して下さい）

統一行動日日程

第２次 ２０日（木）２１日（金）

第３次 ２７日（木）２８日（金）

第４次 １０月３日（水）４日（木）

第５次 １０日（水）１１日（木）

第６次 １５日（月）１８（木）か１９（金）

第７次 ２３日（火）２４日（水）

第８次 ２９日（月）３０日（火）

★全都一斉日曜行動 10月2１日（日）

2）群からの参加者を決めましょう

●第２次＝（ ）（ ）

●第３次＝（ ）（ ）

●第４次＝（ ）（ ）

●第５次＝（ ）（ ）

3）行動の重点 対話と交流がポイントです

この月間では全ての仲間との対話・相談活動

をやりきることで「新しい顔ぶれ」や｢若手」と

のつながりを深め、新たな対象者

掘り起しをすすめましょう。

①情勢からの対象者

「社会保険未加入問題」「公営

国保料の値上」で困っている仲間

に訴えましょう。

②交流の場として統一行動日を機能させる

行動日のうち１日を交流の日として、若い組

合員や新しい組合員を集めて交流しよう

③分会活動の発展は月間中こそすすみます

今おこなわれている分会活動を継続、発展さ

せるためにも群からも多くの仲間が参加しましょ

う

４）2駅頭（王子・赤羽）いっせい宣伝行動に

参加しましょう。30日の住宅デーの宣伝も行

ないます。

◆日 時

９月２８日（金）17：30～18：15

◆分 担

赤羽駅東口（北赤羽、赤羽、西が丘、神東）

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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東京土建北支部

北区王子1-13-3
TEL ５３９０－６０２１
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秋の月間目標と月間実績（９/９現在)

分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王

目標 10 9 7 6 14 10

実績 １ 1 1

分会 北東 滝野 西原 直属 北支部

目標 9 9 7 52 １３４

実績 ２ ３ ２ ２ １２

秋の仲間づくり運動目標達成し、
分会組織強化活動を前進させ、
全世代型組織を実現しよう！



王子駅北口（豊王、十央、北東、滝野川、

西ヶ原）

◆参 加 分会２名

（分会で集約しているので参加希望の方は分

会へ申し出てください。）

２．秋の一日 飛鳥山公園で交流しましょう！
◆日 時 ９月３０日（日）

◆場 所 飛鳥山公園

◆開催時間 10時～1５時・

※小雨決行です！！

年に一度の組合交流イベントとして今年は、仲

間の交流と地域住民との交流を目指して、大住宅

デーを開催します。各分会での模擬店や舞台では

アイドルタレントショーや仲間のバンド演奏。親

子木工教室など、ご家族みんなで楽しめる企画が

たくさんです。

３．土建国保を守りぬくため 税・社会保
障一体改革に反対するたたかい
8月10日、可決成立した「一体改革関連法」は

与野党3党による修正で社会保障改革の将来像は

新設する社会保障制度国民会議での論議に先送り

し、高額所得者に応分の負担を求めるための所得

税や相続税の最高税率の引き上げも、年末に行わ

れる2013年度税制改正での論議に先送りしまし

た。さらに増税分については大型公共事業の財源

にあてることも明らかとなり、もはや社会保障・

財政再建のためという政府の大義名分も破たんし

ています。

先月各分会で開催した学習会の中でも明らかに

したように、消費税は経済的に弱い者ほどその負

担が大きい最悪の逆進的な税制であり、「貧困と

格差」を助長する一因ともなっています。また取

引上、弱い立場にある中小零細事業者が消費税を

価格に転嫁できないという問題も放置されたまま

となっています。消費税増税によって事業が悪化

し、労働者が外注化されていくなど私たち仲間の

仕事とくらしへの影響ははかり知れません。

私たちはこのような暴挙を許さず、これまで以

上に消費税の問題点を世論に訴え、社会保障と税

の一体改革に反対するため、増税･談合勢力に国

民の審判を下すよう運動をすすめます。

１）消費税増税中止を求める自治体への運動
9月北区議会で、消費税の増税中止を国へ意見

書をあげるように陳情をおこないます。

２）駅頭宣伝行動
増税反対の声を広げるため取り組みを続けます

◆と き 9月24日（月）17：30

◆ところ 王子駅北口

◆参 加 分会2名

3）来年度補助金獲得の取り組み 東京都に

１人４枚のハガキ要請行動をお願いします。
土建国保は都・国の補助金と私たちが負担する

保険料で運営しています。2013年度の予算要求

行動は7月･8月の厚生労働省へのハガキ要請は北

支部で6011筆投函しました。9月は都費補助金

獲得の運動として東京都へ対して一人4枚のはが

き要請行動に取り組みます。大変な取り組みです

が、私たちののハガキ1枚の

重みは私たちが思う以上に

大きな力があります。別紙

にあるように印刷形式のも

のを今回も配布しました。

要請文と差出人住所と氏名

を書けばＯＫ。文例も大き

く書いて書きやすく工夫し

ています。

記入後は半分に切り取り４枚のハガキ部分はばら

ばらにしないで分会に届けて下さい。

４．どけん共済の取り組み
秋の共済推進月間をを全分会達成で成功させよ

う！

8～１１月までは秋の共済推進月間です。

今までの金額で「地震見舞金」も加えられた「ど

こよりも安い掛金で家計を応援」するどけん火災

共済。

今回はキャンペーン期間中（１２月３１日まで）

に加入されている組合員さんを対象として、東京

土建・埼玉土建・千葉土建・神奈川土建・京建労

の共催で、「火災共済５万件キャンペーン」を実

施中です。JTB旅行券５万円分やロボット掃除機

ルンバなど豪華景品が抽選で５００名にプレゼン

トされます。そしてクオカード ５００円は新加

入の方にもれなくプレゼントされます。土建火災

共済が未加入の方はこの機会にぜひ！

また、自動車共済は「見積もりキャンペーン」

を実施中です。キャンペーン期間中（１１月３０

日まで）に新規で加入をされた方には、クオカー

ド１０００円分をもれなくプレゼント、さらに抽

選で９４名の方に豪華プレゼントが当たるかも？！

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

9/30は秋の支部イベント

大住宅デーに家族
皆であそびにいこう！



しれません。

お車のオーナーの組合員さん、ぜひ、自動車共

済のお見積りにご協力ください。

今月納入（10月分）より、共済費が値上とな

りました。共済A型・S型は150円、B型は210

円それぞれ値上げとなりました。

北支部では4月の定期大会でこの共済の値上分

を組合費を値下げする事で、組合員のみなさんか

らの総額は据え置く事としました。その結果、今

月の領収書から「組合費」と「共済費」の金額が

変更となっています。

５．北ＰＡＬの取り組み
北ＰＡＬ主催の学習会を開催します。内容は労

働者性の問題についてです。また、学習会のあと

に１０月に実施される大手企業交渉へ向けての大

手従事者会議を開催します。ＰＡＬ会員と労働対

策部員の皆さんの参加をお願いします。

◆日 時 10月2日（火）１９時から

◆場 所 支部事務所会館3階

◆講 師 建設政策研究所 越智さん

11年11月30日、改正国税通則法が成立しま

した。懸案だった「納税者権利憲章の制定」は、

見送りとなりました。この改正でこれまでの税務

調査のあり方が多くの面で変わる事が予想されま

す。また、国税庁はこれに先立ち10月以降実際

の調査で試行することを予定しているようです。

これまで数年中小建設業に対する調査は減少傾向

にありましたが、これを機に調査件数が増えてい

く恐れがあります。もし税務署から連絡があった

場合にはあわてて応じたりせず、すぐ組合にお知

らせ下さい。税対部でちょっとした問い合わせ内

容でも組合で確認します。

今後支部では各界連絡会で11月頃に大きな学

習会を開催するとともに、土建独自でも学習会を

実施して、13年1月以降の調査に備えていきま

す。

北支部では集団健診を年３回実施しています。

７月の集団健診とこれまでの平日の受診者の合計

は692人でした。今年度の集団健診は１１月と

２月に予定していますが、それ以外の平日でも指

定医療機関であれば無料で受診できます。１１月

の医療機関の日程は来月の報告となりますが、土

日を中心に実施します。申込書やチラシは仲間づ

くり月間中の訪問行動などでも随時お渡しする予

定です。

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．北支部高齢者を励ます集い
◆日 時 ９月26日（水）１１時 より

◆場 所 支部会館３階

◆対 象 70歳以上の組合員と配偶者

◆定 員 ８０人

※対象者全員に参加確認往復ハガキを出します

が、返信の先着順で締め切りますので、ご注

意下さい。

２．無料法律相談会
◆日 時 ９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

３．事務所閉鎖のお知らせ
◆日 時 10月2日（火）全日

※書記局会議のため（電話は通じます）

税務署の事後調査が始りました

健康診断受診はすみましたか？

今月納入分から金額表示が変わります

建設業法の施工規則の一部を改正する省令

が公布されてから、「現場で社会保険加入を

指導された」「建設業許可の更新ができなく

なる」「このままでは現場に入れなくなる」

など仲間に混乱が生じています。北支部では

これまで3回の説明会を開催し、30社ほどの

参加がありましたが、この間にも元請企業か

ら「社会保険加入アンケート」が送られてき

た、税理士に相談したら土建国保ではだめだ

といわれたのでどうしたらいいのかなど支部

へ対する問い合わせも増えています。下記の

説明会に参加して適切な対応をしていきましょ

う。

日時：９月１９日（水） 午後２時から３時

場所：北支部３階会議室

社会保険未加入問題
緊急説明会にご参加ください


