
１．今年は改憲阻止、消費税増税中止、
脱原発、ＴＰＰ反対の闘いに全力で取り組

みましょう！

仲間の皆さん新春のお喜びをもうしあげ

ます。昨年は北支部結成５５年を迎え「社

会保障と税の一体改革」、「医療保険一元

化」「建設業にも重大な影響を与えるTPP

への参加」の問題、さらには年間を通して

の組織強化の「仲間作り運動」への大奮闘

本当にありがとうございました。私たちを

とりまく情勢は、「自主憲法制定」「国防

軍創設」「社会保障は公助よりも自助」な

どを掲げる安倍新政権のもと非常に厳しい

ものが予想されます。今年1年、人が育つ建

設産業への転換、消費税増税の撤回と脱原

発、土建国保を守り社会保障の改悪とＴＰ

Ｐ参加の阻止、憲法がいきる平和な日本を

目指して、組織強化運動を発展させ、北区

における建設従事者にとって強固な砦とな

るよう団結して頑張りましょう。組合員・

家族のみなさんのご協力をお願いします。

２．春一番拡大（１月～３月）で６6
人の新しい仲間を迎え入れよう！
今年も２月～３月を行動期間として「春

一番拡大」に取り組みます。「春一番」は

昨年重視した「仲間のつながりを強化し、

後継者育成」をさらに

すすめ、脱退防止･組合

定着･組合アピールを前

面に押し出し、２０１

３年、年間実増への土

台となる重要な位置に

ある取り組みです。

◆目 標 １月～３月２３日までの3ヶ月合

計で６6人

分会別目標（2.5％）

北赤羽５、赤羽４、西が丘４、神東５、

十央６、豊王７、北東６、滝野川５、

西ヶ原４、直事業所２０

⇒分会の目標（ ）人

◆統一行動 基本日程は下記のとおり

２月・３月で8日間以上の行動を設定します

2月＝ 13(木)・14(金)・20(木)・21金)

3月＝ 6(木 )・13(木)・14(金 )・20(木 )

※分会のセンターは、★群長さんが説明を！

（ ）

◆取り組み 訪問・対話を重視します

①新加入者中心に定着顔つなぎ

②脱退予定や脱退者への訪問や連絡

③仲間の相談窓口になるような対話訪問

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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あけましておめでとうございます

２０１３年
組織を拡大強化
して仕事と暮ら
しを守り抜こう！



3．春の組合集団健診のお知らせ
2012年度最終回の組合集団検診を下記の日程

で取り組みます。この組合集団健診は早期発見・

早期治療、仲間のいのちと健康を守る取り組みで

あると同時に健診の受診率が国保組

合の「保険者機能」の強弱の指標と

なっていることから、受診率をアッ

プさせることで国保組合の存在意義

を高める効果があります。保険証に

受診券がまだ使われずについている

方はこの機会に必ず受診をしましょう。

◆日時①２月3日（日）王子生協病院

②〃19日（火）赤羽東診療所

③〃24日（日）桐ヶ丘団地診療所

④〃24日（日）北支部（芝病院）女性

⑤３月5日（火）赤羽東診療所

※時間は赤羽東診療所は夕方18時から、それ

以外は午前9時からです。また、オプションなど

詳しくは今月配布した申込書つきチラシを参照し

てください。

◆注意点

一般健診は組合員本人と配偶者は無料です。た

だし今年度（12年4月～）にすでに受診した方

は実費（基本健診8500円）が必要です。

◆事業所単位で受診したい場合で、組合日程以

外を希望する場合は、ご相談下さい。

4．消費税増税法ストップ、納税者の
権利を守る確定申告の取り組み
①「庶民増税反対と社会保障拡充を求める

請願署名」へのご協力をお願いします

昨年の総選挙は、政権政党である民主党が壊滅

的惨敗という結果となり、国民は公約違反の消費

税増税法の強行をはじめとする民主党政権への厳

しい審判をくだしました。また、消費税の増税に

ついて、安倍晋三・自民党総裁は、選挙期間中も

テレビ討論などで、「消費増税は来年４～６月の

ＧＤＰを見て判断」「景気回

復、デフレ脱却の責任を果た

したい」と景気回復を優先さ

せることを再三表明し、「デ

フレ傾向がさらに強まってい

くようであれば（増税は）で

きない」（12/9フジテレビ）

と明言していました。国民は

消費税増税を認めていません。総選挙前の世論調

査でも消費税増税反対が過半数を超えています。

この夏の参議院選挙は、国民が消費税増税を受け

入れないことをさらに明確に示す場となります。

新たな国会と新たな政府に対して、私たち国民の

声を届けていく運動を急がねばなりません。どん

な政権でも圧倒的多数の国民の声にそむく悪政を

続けることはできません。私達の多くの仲間は、

サラリーマンと違い年間の売り上げが１千万円を

超えてしまえば、所得が赤字であっても、消費税

課税業者として、消費税を納税しなければなりま

せん。国民の誰よりも消費税の痛みがわかる私達

から「消費税増税法ストップ」の声を広げていき

ましょう。今月から「庶民増税反対と社会保障拡

充を求める請願署名」に取り組みます。組合員１

枚（５名連記）の署名をお願いします。

②申告前学習会と記入相談会に参加して、税務署

の不当な干渉から自主申告権を守りましょう！

１）確定申告前学習会

●日 時 1月21日(月) 19時半から

●会 場 支部事務所

●内 容 所得の出し方・申告書の記入の仕方、

【 参加者の特典 】

◆2013年版税金対策の手引き贈呈

◆記入会の優先申込

２）申告記入相談会

…申し込みは1月22日より電話で受け付けます。

所得税（事業・給与・不動産・年金）や消費税

の計算と申告書作成を行ないます。

《相談会日程》

【昼間の部】午前 1０時開始（２５名定員）

午後 １3時半開始（２５名定員）

①２月13日（水）②14日（木）③15日（金）

④18日（月）⑤19日（火）

【夜間の部】19時開始（２０名定員）

⑥２月20日（水）⑦21日（木）⑧22日（金）

⑨25日（月）⑩26日（火）

【日曜日の部】

午前 １０時開始（２５名定員）

午後…13時半開始（２５名定員）

⑪3月3日（日）

【消費税・住宅ローン控除新規・譲渡・相続など】

午前…１０時開始 午後…13時半開始

⑫３月1日（金）

◆持参する物 申告書・収入や支出のわかる帳

簿等、筆記用具、前年の申告書控、生命保険・

小規模共済の控除（掛金）証明書など。また扶

養家族の所得を確認しておいて下さい。

３）各種特別税対部費と手引き・所得計算整理簿

①白色申告者１０００円②青色申告者２０００円

③消費税申告１０００円④住民税申告者５００円

⑤源泉年末調整 １人５００円

⑥2013年版税金対策の手引き３００円

⑦所得計算整理簿 ３００円

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



５．集会の取り組みより
①定例消費税駅頭宣伝

◆日 持 1月24日（木）17：30

◆場 所 十条銀座ｷﾝｺｰ堂前集合

◆参 加 分会2人

②区内現場賃金調査行動

◆日 持 1月21日（月）1６時支部集合

◆場 所 区内公共工事現場

◆参 加 分会1人

③1・30東京春闘決起集会

◆日 持 1月30日（水）18：30集合

◆場 所 中野ゼロホール

◆参 加 分会2人

④建設労働者春闘決起集会

◆日 程 2月8日（金）12時30分から

◆場 所 日比谷野音と国交省など

◆参 加 分会4人と青年部・主婦の会

独身組合員の組合活動参加のキッカケづくりと

して、本部後継者対策部がいわゆる｢婚活パーティー」

を昨年初めて開催しました。本部機関紙「けんせ

つ」新年号で報告されていたように、この日の出

会いがきっかけでめでたく結婚に結び付いた仲間

もいます。30～40歳代までの独身組合員（男女

問わず）の方の多くの参加をお待ちしてます。申

し込みは分会または支部まで。

★日 時 １月27日（日）17時30分～

★場 所 秋葉原宿ﾊﾟｰﾃｨｰｽﾍﾟｰｽspacio

★会 費 男性3,000円、女性2,000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・その他
１．支部厚生文化部主催「仲間の作品展」にふるっ

て出品して下さい。見に来て下さい

◆日程 ２月２日（土）～３日（日）10時～15時

◆会場 支部事務所４階・多目的ホール

◆作品締め切り 1月31日（木）支部へ

◆出品ジャンル 写真・絵画・きり絵・

ちぎり絵・ 陶芸・彫刻・ｱｰﾄﾌﾗﾜｰ・

なんでもＯＫ、とくに木工作品など職

人技の作品をお願いします。

２．本部「将棋・囲碁」大会の取り組み

★将棋大会：2月3日（日）1月25日〆切

★囲碁大会：2月17日（日）2月1日〆切

参加申し込みは支部までお願いします

３．北区高齢者集会のお知らせ

「平和で輝く高齢社会をめざし、子供や孫たちに

明るい未来を手渡そう！」をスローガンに下記の日

程で開催します。原発問題の講演会やお楽しみ会の

ど計画しています。シニア北の会は手作りそばを販

売します。参加費無料ですのでぜひご参加下さい。

◆日程 ２月２3日（土）10時～15時

◆会場 支部事務所３階・４階

４．無料法律相談会

◆日時 １月23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、事前に電話予約をして下さい

シニア北の会

新年会に参加しよう
日 時 １月27日（日）10時～15時
場 所 草加・健康センター

会 費 4500円 北支部10時集合、出発

青年部スキー ツアーのお知らせ
日 程 ２月22日（金）夜発～24日（日）
場 所 オグナほたかスキー場
宿泊先 せみね山荘
集 合 ２１：００支部事務所
会費 20,000円
〆切 ２月12日

１月27日（日）本部後継者対策主催
「婚活パーティー」幸せゲット！

年末カンパ募金報告

年末支援のためのカンパをお願いしまし

た。皆様の暖かい支援ですべての分会から合
計が
１３９，４０８円でした

ありがとうございました

今月、署名を2種類お願いします



①「庶民増税反対と社会保障拡充を求める署名」⇒組合員１枚（５名連記）の署名をお願いします。

②薬害イレッサ訴訟の公正判決を求める署名

⇒薬害根絶の為、不当な裁判判決を見直させるための署名です、今月、各群に２枚配布しますので、

ご協力をお願いします。




