
１．あと２０日足らずの仲間作り月間。
分会・群で話し合って、情報を集める・
確認する・答えをもらうといった全て
をやりきりましょう。

北支部としてはじめての取り組みとなった

「大住宅デー」は台風接近の天候状態にもかか

わらず、5千人を越える組合員家族・北区住民

の参加で成功する事が出来ました。イベント名

の通り、多くの家族連れでにぎわった「木工教

室」、「住宅相談」各分会の工夫を凝らした模

擬店、仲間の参加で盛り上がったステージなど

見所満載の取り組みとなりました。

仲間づくり運動、９月の成果総数は６０名

（目標の44.8％）と昨年を上回る到達で、年間

の組織増勢へ大きく望みをつなぐ事が出来まし

た。群会議以降、仲間づくり月間も終盤にさし

かかります。全分会目標達成めざしアクセル全

開で頑張りましょう！10/７までは表の通りで

すが、最新情報は群長さんから御願いします。

1）.拡大目標と拡大成果

①分会の月間目標 …（ ）人

②これまでの拡大成果…（ ）人

③月間目標の残数 …（ ）人

④群の拡大成果 …（ ）人

2）１０月の重点と掘り起こし対策

月間突入してこれからが「正念場」です。春

月間から８月までの北支部の特徴点である｢分会

活動(相談会・交流会など）」こそ分会組織力を

強め｢自分たちで創る仲間づくり運動｣の原点で

す。これら、分会の創意工夫の分会活動を統一

行動に取り組み、群に依

拠した仲間づくり運動を

強化していきましょう。

後半戦のポイント

★アンケートと分会活動･

組合業務紹介で対話を広

げましょう

各分会に配布している「仲間と仲間をつなぐア

ンケート」と、分会活動・企画のお誘い、社保

問題（知っ得パンフ）と火災キャンペーンなど

の組合メリット資料をセットにした対話訪問グッ

ズを配布しています。アンケートは活動協力の

お願いと仲間の相談や要求の汲み上げが主旨で

す。アンケートの集約は必ず行ない、仲間のつ

ながりを作り・今後の活動に活かしていきます。

分会活動のお誘いもこの対話で大きく広げましょ

う。

★社保未加入対策

この間４回の説明会を開き、４０社の事業主

さんが参加し、また、相談会や算定基礎届の対

応で新たな加入が広がっています。一方では社

労士やゼネコンの間違った情報や対応により、

組合を脱退した仲間もいます。１１月からは建

設業許可の変更・更新事務と、下請指導ガイド

ラインに沿った指導が強まるものと見られ、さ

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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仲間作り月間もあとわずか！
分会組織活動と仲間の相談くみ上げ、
全分会で組織増勢を勝ち取ろう！

秋の拡大月間目標と月間実績（10/7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 ５ ５ 3 4 8 3

分会 北東 滝野 西原 直属 北支部

目標 9 9 7 52 １３４

実績 8 4 ２ ２3 64



らに相談体制の強化と対象事業所への働きかけを、

対話行動を通じ、「相談は支部へ」を支部・分会・

群で徹底していきます。

3）終盤の統一行動に、群で声を掛け合い、複数

で参加しよう！

これまでの行動参加者は例年とほぼ同じ
人数が参加しています。しかし、分会によっ

ては一部の役員に負担が集中しています。行
動日のセンターに人が少ないと運動も盛り上がり

ません。群から複数で参加してにぎやかで楽しい

仲間づくり運動にしましょう。

★今後の日程

◆統一休日行動

◆第７次 ２３日(火)・２４日(水)

◆第８次 ２９日(月)・３０日(火)

★群からの参加者を決めましょう

●第7次＝（ ）（ ）

●第8次＝（ ）（ ）

◆ごくろうさん会の開催

目標達成を前提に開催

と き １１月１日（木）１９時３０分

ところ 支部事務所

参 加 組合員と家族

（特に新加入者と若手）

２．どけん健診・集団健診のお知らせ
先月お知らせしたように１１月集団健診の日程

が下記のように決まりました。今年度まだ受診し

ていない方はこの機会にぜひ受診して下さい。

★ 女性のための集団健診

好評の女性健診は北支部事務所に代々木病院の

健診車がまいります。受診の対象者は土建国保加

入者で女性の方、もしくは女性組合員で、今年度

まだ健診を未受診の方です。

日程 １１月４日（日）９時から

会場 北支部事務所 定員：50人以上

３．土建国保を守るたたかい
１３年度国保予算確保に向けて取り組んでいる

はがき要請行動ですが、7･8月の厚労省ハガキは

北支部で6011枚、全体では２５万７８４３枚で

した。この多くの仲間の声が厚労省概算要求額昨

年比で３８億１千万円増額という結果を勝ち取る

ことが出来ました。先月からは東京都に対する要

求ハガキに取り組んでいますが、現在まで北支部

の枚数は４７４８枚となっています。１０月の群

会議でも引続き取り組みます(各群に一定数配布

します）目標の残数を回収できるようご協力をお

願いします。

４．税務署からの問い合わせに注意を！
現在税務署から、「ご存知ですか・消費税の届

出（2）」という文書がいっせいに送付されてい

ます。文書の内容は、「２３年度の売り上げが１

千万を超えていると２５年分から課税業者になる

というものですが、封筒中に入っているチェック

表が誤解を招くようなものとなっており、チェッ

ク表で計算し届出を出してしまうと、今年の６月

までに売り上げが１千万円を超えていると２５年

度から課税業者にさせられてしまう可能性があり

ます。先日税務署に対し、誤解を招くような文書

を送るな、任意の提出文書の提出を執拗に迫る事

はするなと抗議を行ないました。

また、国税通則法の改悪により、年明けから

税務調査の方法がこれまでと変わる部分が出来る

ため、税務署ではリハーサル的調査が１０月から

始まっています。税務署から電話や文書の問い合

わせがきたら、安易な受け答えはせずに支部まで

連絡をお願いします。

５．集会･宣伝行動のお知らせ
①消費税駅頭宣伝行動

◆日 時 10月2４日（水）17：30より

◆場 所 十条ｷﾝｺｰ堂前

◆参 加 分会２人

②首都圏アスベスト訴訟勝利に向けた

駅頭大宣伝行動

◆日 時

◎１０月２９日（月） １７時３０分

◎１１月２８日（水） １７時３０分

◆ところ

赤羽東口（担当＝北赤羽、赤羽、

神東、西が丘、）

王子北口（担当＝十央、豊王、北東、

滝野川、西ヶ原）

◆参 加 分会２名（労対部員も含めて）

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

№ 日時 会場 胃X線 定員

1 １０・土 王子生協 ５人 ２０人

2 １７・土王子生協 ５人 ２０人

3 １０・土北診療所 無し １０人

4 １７・土北診療所 〃 １０人

5 ２４・土北診療所 〃 １０人

6 ２５・日北支部 〃 １００人



③11・２１全建総連予算要求集会

午前、午後合わせての１日集会行動です。

詳細は来月提案になります

◆日時 11月21日（水）

《午前行動》都庁

《午後行動》日比谷野外音楽堂

◆参加要請 分会5人

④9の日宣伝の取り組み

◆日 時 11月9日（金）17時30分

◆場 所 王子駅北口

◆参 加 分会2名

⑤原発再稼動反対 音楽と講演の夕べ

◆日 時 11月30日（金）18時開会

◆場 所 滝野川会館大ホール

◆参 加 分会10名

◆入場料：無料 交通費500円支給

◆内 容 講演：講談師 神田香織さん

アンサンブル古都の演奏

※いずれの集会･宣伝行動も参加できる方は分会

に確認して承諾の上ご参加ください。

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．家庭用常備薬あっせん（今年２回目）
毎回好評の「家庭用常備薬」あっせん。みんな

でまとまって購入すれば、送料も取られないなど、

上手に使って下さい。

◆申込み今月全員に配布する申込みはがきを送

付して下さい（切手はいりません）

◆商品届け 申し込み用紙到着後から１週間程

度で郵送されます。

◆お支払い 到着商品を確認し、同封の振込用

紙で郵便局もしくはコンビニで１週間以内に

振り込んで。

２．シニア北の会・１泊旅行会
◆日 程 11月25日（日）～26日（月）

◆行き先 東伊豆･熱川温泉

◆参加費 13,000円

◆締め切り 11月15日

３．無料法律相談会

◆日 時 １０月２４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

４．支部事務所閉鎖のお知らせ
◆日 時 １１月２日（金）全書記局会議

秋の共済推進月間を成
功させましょう！
秋の共済推進が本格化しました。共済推進

月間は、①組合員の安心保障と家計応援する、

②共済の拡充を支える力をつくる、③組合と

組合員の結び付きと脱退防止の役割を高める、

といった重要な役割があり

ます。また、この秋の推進

月間は、次年度の組合総合

共済の改善、地震見舞金の

創設を支える保障の強化に

なります。

①今月、自動車、火災のA

4チラシの配布いたします。

②分会、群での加入よびかけ。

③推進委員が先頭に立ち加入の呼びかけをお

ねがいします。

北支部主婦の会主催

作家・落合恵子さん講演会
◆日 時 2013年2月17日（日）

13時開会

◆場 所 北支部会館３階

◆参 加 主婦の会会員分会10名

◆入場料：無料

◆参加希望の方は、分会主婦の会役

員までお知らせ下さい

★★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）3911-3843

今月の署名のお願い
放射線指定廃棄物最終処分場設置に反対する署名

栃木県矢板市の国有林野を放射性指定廃棄物最終処

分場設置候補地にすることを、環境省は事前に一切の

協議、連絡もなく選定しました。今回地元の方から表

記の署名要請がありました。各群1枚の署名協力をお

願いします


