
今年も忙しいなか、さまざまな組合
活動の参加ありがとうございます。あ
と半月足らずの2012年ですが、みんな
の力を合わせてがんばっていきましょ
う。
1.組織現勢維持のための年末仲間づく
りと組織強化の課題について
原発再稼動に対する国民的な反対運動、

密室談合による消費税増税法の強行、領土

問題、総選挙と都知事選のダブル選挙とめ

まぐるしい２０１２年もあと半月となりま

した。北支部ではこのような情勢の中、仲

間づくり･組織強化運動に旺盛に取り組んで

きました。「組織実増」に向けて、最後の

力を振りしぼって取り組み、全分会一丸と

なり新年を迎えましょう。年間目標を全分

会で実現するとともに、すでに達成してい

る分会は２名以上の加入をお願いします。

統一行動は設定しませんが、各分会独自

の組織活動（交流会・相談会・対話宣伝な

ど）を充実させ、日常から各分会ですすめ

ている組織活動を軸にした多面的な活動の

中から、新加入者定着・脱退防止など仲間

のつながりを強化して、新たな対象者紹介

活動を進めていきましょう。もちろん、セ

ンターに集まって「統一対話行動」「ティッ

シュ宣伝」などの独自行動でも構いません。

仲間のつながりを広げる組織強化活動を土

台にした仲間づくりに取り組みましょう。

◆１２月の行動提起

１、仲間の定着活動と脱退予定者への

世話焼き相談

⇒ 脱退予定者への相談活動・慰留対策

この不況下で支部にも直接脱退の相談があ

りますが話を聞いてみると、「会社の退職

＝保険の脱退」と考えている方がいます。

退職後も建設業を続けていれば加入の資格

はあります。また、どけん共済の申請を知

らず、病気で仕事が出来ず保険料が払えな

いが、組合が続けられたケースなどもあり

ました。理由は様々ですが、

内容を聞いて、脱退防止を

呼びかけて下さい。

２、分会組織強化活動のさ

らなる発展を

⇒ 仲間の交流・相談活動

の継続と発展（分会なんでも相談・困りご

と相談会、仲間づくり会などの継続発展を

めざそう）

⇒ 青年・中堅世代・新加入者との交流と

組織化

⇒忘年会・新年会は、加入したばかりの新

しい仲間が参加できる大きなチャンスです。

今まで群とつながりのうすい方も合わせて

誘い出しの声がけをしてみてください。交

流・親睦を通して新しい仲間を掘り起こし

ましょう。

⇒ 社保未加入問題での相談汲み上げを継

続的に。

2.財務省向けの「はがき要請」行動・
引続きの御願い
２０１３年度予算は、衆議院が解散した

ことの影響で、年末を越える予算編成とな

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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色々あった今年最後の締めくくり！
組織増勢実現を目指して仲間づく
り・組織強化運動に奮闘しよう！



ります。この越年編成（１９年ぶり）により、予

算案の決定が遅れ成立が遅くなれば、暫定予算を

組んで対応することとなります。組合としては全

建総連を中心として、来年度

保険料に影響が出ないよう、

予算確保の運動と連動させす

すめます。１１月には財務省

はがき要請行動を行い、４５

７７枚集まりました。１２月

にも残りの枚数を各分会に配

布いたします。

先月未提出だった仲間の方へ

協力をお願いします。

3.確定申告と税務調査対策
①「申告前学習会」の取り組み

１２月を迎え税金申告へむけての準備がスター

トします。わたしたちを取り巻く税金の問題では、

消費税増税法の成立、震災復興への国民だけに負

担を押し付けるような増税策が相次いで強行され

ています。そのような中『税務調査の手続法」で

ある国税通則法が改正され、年明けの１月から税

務調査の現場に大きな影響が出てくることが予想

されます。２０１３年度の『税金対策の手引き』

では、税金の情勢、税務調査への対応の仕方、所

得計算の仕方、「国税通則法」の内容などわかり

やすく説明しています。下記の日程で取り組まれ

る学習会ではこの手引きをテキストに学習をして

いきます。多くの参加をお願いします。

◆日 持 1月２１日（月）19：30

◆場 所 支部事務所3階

◆参加費 無料

②改正国税通則法の課題

国税通則法の改悪により、税務調査の手続きが

法律化されました。特に税務調査を行なう場合、

事前に通知する事が原則になりました。ただし、

事前に通知をせずに調査に着手する例外も法律化

されています。これらの実施は年明けの１月から

になります。今月別紙の『税務調査事前通知チェッ

ク表』を配布しますので、税務署から調査の連絡

があった場合はあわてず、このチェックシートを

活用するようにしてください。

4.賃金･仕事･生活討論をお願いします
建設不況の実態と要求を討議しあって、群みん

なの意見を集約することで実態をつきつける取り

組みです。５月に皆さんにご協力いただいた賃金

調査では、2000年以降の賃金ピーク時と比較す

ると月20日労働計算でも一人親方で平均60万円

から70万円の減収となっています。常用と賃金

の差額は1331円となりましたが経費部分をカバー

するには至りません。建設労働者の32％が一人

親方、手間請けとなっており手間請化が進んでい

ます。また、月20日以下の労働者も5割を超え

るなどの結果も出ました。今月配布する討議資料

をもとに単価の事や現場環境など、具体的な話を

記入してもらい、集めた意見を「区の役人や大手

ゼネンコン」などに労働者の生の声としてぶつけ

ていきます。普段いえない疑問や率直な意見を出

し合って下さい。

★次の事をお願いします★

①「賃金・仕事と生活めぐる討論資料」を
みんなで読み合わせて下さい
②裏面の「記入用紙」は各個人が記入して
群長さんに提出して下さい。
③群長さんは、集めた用紙を分会に提出し
て下さい。

5.支部旗開きのお知らせ
この不況で組合の中でも生活が大変だとい

う声がたくさん聞かれます。年の初めに組合

に集まって、みんなで飲み、楽しみ、励まし

あいましょう。

◆日 時 １月１１日（金）

1９：00～
◆会 場 支部事務所3階

◆参加費 無料

◆対 象 組合員・家族

6.行動・集会について
①定例消費税駅頭宣伝

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

毎年のことではありますが、皆さんの温かいご支援をお願い致します。支援対象
は、
①北区被爆者団体支援②障害者団体支援③弾圧犠牲者救援活動支援④北区争議団
支援⑤本部争議支援の５団体に震災救援を加えます。です。
厳しい中ですが、よろしくお願いいたします。
今月、募金袋を各群１枚づつ配布します。

年末募金協力のお願い



◆日 持 12月2１日（金）17：30

◆場 所 赤羽駅東口

◆参 加 分会2人

②9の日宣伝行動

◆日 時 1月９日（水）17：30より
◆場 所 王子駅北口

◆参 加 分会１人
③賃金現場宣伝行動

◆日 時 1２月20日（木）1６時

支部集合 ◆参 加 分会１人

7.普通救急救命講習 （３時間講習）

震災など大規模災害時の応急対策として、

今回は「普通救命講習」を王子消防署の協力

で開催します。家族や地域住民が急病や事故

にあったとき適切な初期処置がおこなえるよ
う、心配蘇生法（AED使用を含む）、ケガの

手当てや運搬法を学ぶ講習会です。組合員と

家族のかたの多くの参加をお願いします。

◆日 時 1月27日（日）

◆受講料 １４００円

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．組合手帳Ｌ版・Ｍ版入荷しました！

２０1３年度の組合手帳が入荷しました。

購入予約をした分会には配り、支部事務所の

カウンターで販売しています。数に限りがあ

りますのでお早めに購入ください。

Ｌ版…２６５円 Ｍ版…２６０円

２．後継者対策主催「新春もちつき大会」の

お知 らせ

毎年恒例となった「もちつき」

を下記の要項にてて取り組みま

す。青年組合員や子育て世代の

皆さん・家族連れで集って下さ

い。定員はありません。参加費は無料です。

（一部販売アリマス）

◆日 時 １月１3日（日）

11：00～15：00

◆会 場 支部事務所・駐車場

※各分会の青年・子育て世代に声を掛け

てください。

３．支部「仲間の作品展」の取り組み

写真・絵・木工手芸と何でもOKです。是

非出展・参加下さい。

◆日 持 ２月2日（土）3日（日）

◆会 場 支部事務所4階

◆作品は1月８日から３１日までに支部へ

４．本部厚生文化の取り組み

本部主催の取組みがあります。詳細はチラシ

をご参照下さい。

①「仲間の作品コンクール」募集

◆締切り １２月25日支部へ

②第３４回将棋大会

◆日 程 ２月3日（日）

◆締切り １月24日支部へ

③第４回囲碁大会

◆日 程 2月17日（日）

◆締切り １月31日支部へ

５．無料法律相談会

◆日 時 12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

６.本部主催婚活パーティー

前回の初めての取組みではは全体で400人が参

加し、北支部からも多くの男女が参加しました。

公表では１０組のカップルが当日成立しました。

◆と き ２０１３年１月２７日（日）

１７：３０開場 １８：００開会

◆ところ 新宿（現在交渉中）

◆費 用 男性３，０００円

女性２，０００円（予定）

◆対 象 支部の３０代～４０代の独身組合

員、組合員の女性家族、各共闘団体

７.年末事務処理の扱いについて

年内の保険証のお手続き（ご家族の加入・

減少、住所変更、再交付）につきましては、

12月20日（木）受付分で終了となります。

なお、年末間近にお引越しを予定される方は、

引越し先でもお手持ちの保険証は医療証とし

て病院や医院では利用できますので、年明け

に住所変更の手続きをお願いします。

８.年末・年始の日程

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７日（月） 書記局会議



◆参 加 分会１人


