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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秋の仲間作り月間・支部･年
間･全分会トリプル達成！
連日、本当にお疲れ様でした。
今年 の秋の月 間は、国 が進め る「社会 保
険未加 入問題」 が建設業 界に大 きな波紋 を
呼ぶ中 取り組ま れ、北支 部では この間す す
めてき た仲間の つながり を強め る分会組 織
活動が 発展し、 社保問題 のくみ 上げや仲 間
のつな がりから 多くの仲 間を迎 え入れ、 大
幅超過 目標を多 くの分会 が達成 する事が 出
来まし た。この 「目標に 向かっ て最後ま で
頑張り ぬく」と いう分会 の構え を維持発 展
させ、 秋の大運 動後半に 向けて くらしの 前
進に役立てるよう、運動を広げていきましょ
う。
秋の拡大月間目標と月間実績（最終結果)
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◎組織現勢を維持するための11月・
12月の仲間づくりと組織強化運動
秋の 仲間づ くり月 間の
成功 で 今年 の1 月 当初 の
組織人 数を上 回る分 会が
多くあ ります 、また 、年
間目標 も全て の分会 が達
成を目 指せる 数字で す。
これか ら年末 に向け 、各
分会で 組織数を 意識した 以下の 行動に各 群
の力を思い切り発揮してください。

１、仲間の定着活動と脱退予定者への
世話焼き相談
・ 秋の新加 入者への 群会議 への誘い と脱
退予定者への相談･留意を担当書記も交えて
お願いします。
２、分会組織強化活動の発展
各 分会で定 例で取り 組まれ ている、 相談
会や 仲間づく り会など 群から 積極的に 参加
しよ う。青年 、中堅世 代新加 入者など 意識
的に輪の中へ溶け込めるように声掛けを！

★秋の大運動後半戦の重点
秋 の月間で 大きく強 くなっ た力を各 分野
の取 り組みに 活かして 仲間の 仕事と生 活を
守るため奮闘しましょう。

１．地域集会の開催：怒りの北区民集
会に参加しよう！
日本 全国 で原 発･ オ
ス プレ イ･安 保問 題 な
ど国民共同の闘いが情
勢を変える大きな力と
なってきています。北
区でも消費税増税中止
･撤 回、 社会 保障 制 度
の抜 本改悪阻 止を地域 から大 きな声を 広げ
ていきます。
◆日 時 11月20日（火）
19時開会
◆場 所 王子駅前公園（三角公園）

２．国庫補助金獲得のハガキと要請行
動の取り組み

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

１）２０１３年度予算獲得のための、財務省
に向けた１人４枚の「はがき要請」行動

◆講 師
浦野広明税理士
②11月定例消費税宣伝行動
◆日 時
11月22日（木）17時30分
◆場 所
王子駅北口
◆参 加
分会2名
※終了後、上記学習会に参加して下さい
③確定申告･年末処理学習会
年末処理と申告対策の学習会を開催してい
きます。次年度以降の記帳方法も学習します
◆日 時
12月14日（金）19時30分
◆場 所
支部3階

今年度も厚生労働省、東京都向けにすでに取り
組んでいるはがき要請ですが、今回は財務省に対
しての取り組みとなります。建設国保を守り、補
助額の現行水準を維持していく為にも、大衆運動
としての重要な取り組みである「はがき要請」行
動を今月「1人1シ ート」の目標でお願いします。
「あて名側は全て印刷済み」になっているのでよ
ろしくお願いします。
◆取り組みの必要性やはがき要請の効果 は、
別紙のはがきとセットになっている「説明文」を ４．アスベスト被害救済運動
参照して下さい。
①アスベスト健康教室
◆「文例・取り組みの意義」面と「はがき面」
◆日 時 11月21日（水）19時
を切り離して集約して下さい。なお「はがき面」
◆場 所 北支部事務所3階
の４枚は切り取らないで下さい。
◆講 師 芝病院 藤井院長
◆受講料 無料、筆記具持参してください
２）予算 要求決起大 会に参加 しよう ！
ハガキ要請行動とおなじくして行なう行動です
②訴訟勝利にむけた駅頭宣伝
が、医療保険一元化の流れを止め、国保組合を位
◆日 時 11月28日（水）17時30分
置づける、更なる運動強化として予算要求決起大
◆場 所
会の結集へとつなげていきます。午前、午後合わ
赤羽東口 北赤・赤羽・西丘・神東
せての１日集会行動です。 ◎参加希望者は必ず
王子北口 十央・豊王・北東・滝川・西原
群長さんに申し出て下さい。動員数で、すでに
◆参 加 分会2名
一杯の場合はご了承下さい。
③東京地裁判決日行動
◆日 時 12月5日（水）地裁前13:30
◆日 時 11月2１日 （水）
《午前行動》都庁第２庁舎前広場に
◆場 所 東京地裁⇒各省庁⇒日比谷公会堂
９時30分集合
◆参 加 分会2名
《午後行動》日比谷野外音楽堂
④被害者救済の意見書提出を求める北区陳情
会場内に12時15分集合
北区議会に対して国に働きかける意見書の提
※弁当は各自持参のこと。
出を求める署名に取り組みます
◆参加要請 分会5人
5名連記の署名を全組合員分お願いします
→参加希望者（
）

５．共済推進と文化活動
①どけん火災共済・自動車共済の加入推進
年末から３月の申告時期にかけて、国民が一番
共済推進月間は１１月の最終月を迎えました。
税金に関心を持つ時期となります。特に今年は消 秋の仲間づくり月間中に、火災共
費税増税をこのまま許してしまわないための世論 済5万件キャンペーンで記念品の
を作り上げることと、改正国税通則法による申告、 当たる応募チラシをつくり、対話
調査対策と例年以上の運動の広がりをめざし宣伝、 活動に活かし本部の目標を達成し
学習、署名行動などに全力で取り組みます。
ました。仲間同士のどけん共済を
①「改正国税通則法学習会」
育てていくための共済推進は、月
昨年、成立した通則法の改正では、税務調査が 間中にかかわらず、年間を通して
これまで、質問検査権だけで行なわれていたもの すべての仲間に周知し、みんなで加入推進を広げ
が、事前通知の徹底、調査の終了手続きなど一定 ることを目指します。自動車共済は月間加入車を
のルール化がされたという点が大きな変更点です。 対象に抽選で記念品の当たるキャンペーンや、1
これにより、納税者として知っておかなければい 0月 から団体割引が1 2.5 ％になったこ とを押し
けないことが新たに出来ました。各界連絡会で学 出し、引き続き分会活動や対話活動の中で、見積
習会を開催していきます。
もり推進を進めていきます。
◆日 時
11月22日（木） 19時
②支部将棋･囲碁･麻雀大会の取り組み
◆場 所
支部3階
◆日 時 12月2日（日）10:00〜

３．税金運動の課題

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

◆参加費 500円
※今月もチラシを配布しますのでふるって
ご参加下さい！！

支部旗開きのお知らせ
厳しい時代を乗り切るためにもベテラ
ンも新人もみんなで集まって、新しい
年の初めを祝いましょう！
日 時 2013年 1月11日（金）
19時より
場 所 北支部３階会議室

６．平和運動の取り組み
①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

★★求人情報★★

②9の日宣伝の取り組み
※12 月7日 （金）は都議 選選挙期間中の ため
中
止となりました

○ブロック積、外溝工事 （常用） 1 人
中村ブロック工業（豊王分会）3911-38 43
○ボード工 （常用） ３〜５人
㈲アズマ（神東分会） 090-87 40-1263
○ハウスクリーニング業（常用） ５人
㈲スカイサ ービス（事業所分会）
5 961-657 7
○墨出し工及び測量士（常用） ２人
㈱和建設測量 （西が丘分会）
6 780-456 1
○設備工、雑工 （社員） ４人
㈲小野一工業 （北赤羽分会）
0 90-1772-2602

◎1月の9の日宣伝
◆日 時
1月9日（水）16：30分
◆場 所
王子駅北口
◆参 加
分会2名

③放射能汚染を考える 上映会
主催： さようなら原 発ｱｸｼｮﾝ北実行委 員会
◆日 時 11月29日（木）18：30開演
◆場 所 岸町ふれあい館
◆参 加 分会2名以上
※参加費50 0円は支部負担します

お知らせ

◆締切り

１月31日支部へ

1．本部厚生文化の取り組み

①「仲間の作品コンクール」募集
◆対 象
◆締切り

文芸（短歌・俳句・川柳）、写真
12月25日支部へ

2．無料法律相談会
◆日

◆会 場
◆相談者

②第３４回将棋大会
◆日 程 ２月3日（日）
◆場
◆費

所
用

本部会館
2000円（支部が負担します）

◆締切り １月24日支部へ
※プロからの指導を受けられます。
③第４回囲碁大会
◆日 程 2月1７日（日）
◆場
◆費

所
用

本部会館
2000円（支部が負担します）

時

11月28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
3．年末・年始の日程
12月27日（木）年内受付
12月28日（金）大掃除（受付は行ないません）
12月29日〜１月６日 年末・年始休暇
1月
ま

7日（月）

書記局会議（受付は行ない
せん。）

１月11日（金）支部旗開き1９時より

年末は不払いが増えてくる時期です。不払いが発生・もしくは発生しそうなとき、早めの対応
が必要です。 「どけんを連れて来たら相手が怒るかも」なんていう場合もありますが、こっそり
アドバイスだけ、という事もできますので、おかしいなと思ったらすぐに支部事務所に連絡を。
いっしょに対策をかんがえましょう。

