
１．春一番仲間作りを最後まで・達成まで
頑張ろう！
春一番の仲間作り運動も、この３月がラス

トスパートです。2月までの成果は4２名と

なり、5年ぶりに目標達成した昨年とほぼ同

じペースですすんでいます。特に今年は全分

会が成果を挙げ、北東分会がいち早く達成、

その他の分会も目標達成への見通しが立って

きているのが特徴点です。3月は年度末とい

う事で、仕事はもちろん組合活動も忙しい中

ですが、仲間作りから見た場合には、分会総

会や労災の更新、確定申

告相談など、仲間と対話

する機会が多くなる時期

であり、ここ数年の北支

部の特徴ともなっている、

つながりを活かした対象

者を広げるチャンスとい

えます。年度末最後の今、まず春一番をやり

きって今年の目標達成への大きなバネとしま

しょう。

★分会・支部目標と実績 （３月６日現在）

分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王

目標 ５ ４ ４ ５ ６ ７

実績 4 3 3 2 4 6

分会 北東 滝野 西原 直属 北支部

目標 ６ ５ ４ 20 ６６

実績 6 2 3 12 45

●分会の目標 （ ）人←群長さん

●最新の拡大数 （ ）人 報告を！

【みんなで群の目標･取組みを決めましょう】

①対象者（組合に加入させたい人）を探そう！

●対象者（ ）さん← 紹介

●対象者（ ）さん← 紹介

②３月の第3次統一行動に参加しよう

●３月 日（ ）

参加する人（ ）（ ）

2．分会総会、支部定期大会をみんなの
参加で成功させよう！
分会総会や支部大会は、1年間の活動を振

り返って「よかった事」「悪かった事」の意

見・感想を出し合ったり「こんなことをして

欲しい」という要望を上げて、次年度へ向け

て「より良い活動方針」を話し合い、交流を

深めるものです。そして組合の活動を進めて

いくために新年度の役員体制を決めていきま

す。まだ総会や大会に参加したことがない方、

自分の組合だから、是非参加して、自分の思っ

ていることを運動に反映させてみて下さい。

①分会総会

◆日 時 月 日（ ）

AM・PM 時 分開

始

◆会 場（ ）

◆参加者 人⇒群では？（ ）

②支部定期大会

◆日 時 4月８日（日）AM９:45開始

◆会 場 北とぴあ・飛鳥ホール（１３階）

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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春一番仲間づくり大詰め!!
全分会達成で新年度を迎えましょう。
次年度へ向けて仲間との対話を重視
し、訪問活動を計画的にすすめよう！



◆群の代議員⇒どなた？（ ）

3.各専門部の取り組み
1) 社保と税の一体改革に反対する署名行動
昨年８月10日に社会保障と税の一体改革関連法

案が可決・成立しました。公的年金制度や介護保

険、少子化対策や生活保護、土建国保にも影響の

ある医療分野の改悪案は2013年８月２１日まで

に国民会議で具体化が検討されます。社会保障財

源として消費税増税を2014年４月に８％、20

15年10月に10％と２段階で引き上げる予定で

す。

こうした状況に対して「社会保障改悪反対と消費

税増税改悪阻止」に向けて、１月～３月にかけて

署名行動を展開しています。これまでの2ヶ月間

で3626筆の署名が集りました。まだ目標に到達

していない分会へは今月、最後のご奮闘をお願い

します。

２）仕事確保の取り組み

①新年度北区リフォーム助成のお知らせ

4月1日より北区住宅リフォーム助成が再開さ

れます。北区では同制度の経済効果が高いなど北

区野評価も高いといわれています。同制度周知の

ために住まいづくりセンターではチラシを作り宣

伝を行います。また、今年度より

事業者は北区中小業者に特定され

ることになりました。

★今年度の主な内容

・13年4月1日から11月30日

までのリフォーム 工事が対象

・助成金額は工事代金の20％で

上限10万円

・10万円以上の工事が対象

・大手を対象から外す

など、組合の要求が全て盛り込まれました。今

後、この制度を区民に多く広め、私たちの仕事確

保につなげていきましょう。

②住まいづくり相談室に登録しよう
「東京土建北支部住まいづくり相談室」は

北区民のリフォームを中心とした工事相談を受付

し、会員に仕事を提供しています。現在会員は1

6名ですが、北支部組合員で個人事業主・法人事

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

◆新年度保険証交換手順が決まりました。

３月２０日ごろ到着で「保険証交換案内ハガキ」も

出しますが、この群会議で仲間同士、交換方法や注

意点を確認しあいましょう。特にこの１年以内に加

入した人は「初めての交換」ですので、よく説明し

てあげてください。

◆新年度保険証交換の方法は群長さんから説明を

分会 ・ 群 単位でおこなう

★分会単位の場合

●日 時 ３月 日（ ）午前・午後 時 分～

●会 場 （ ）

★群単位の場合

●日 時 ３月 日（ ）午前・午後 時 分～

●会 場 （ ）

◆保険証交換の留意点

①交換できる人…４月分まで納入済み者

②１ヶ月滞納者（４月分のみ）は群に配布する→交

換時に４月分を納める

③２ヶ月滞納者…支部預かりとなりますが、３月時

点で３ヶ月以上滞納者は２２日までに解消すること

が前提です。

⑤今年も健康診断受診券が

保険証にくっついています。

国保加入本人と19歳以上の家族全員への配布で

す。紛失した場合は再発行手続きが必要となるので、

なくなさいよう「保険証から切り離さないで」保管

して組合健診受診の時に提出下さい。

⑥「ディズニーランドマジックキングダムカード」

今年は保険証と一緒に配布します。３年間有効（2

016年3月まで）で、原則再発行しませんので紛失

しないようにご注意下さい。また、「ディズニ－リ

ゾート特別割引券」は例年同様希望者に、支部事務

所来所の上お渡しします。

⑦半透明の保険証カバーも今年は交付がありません。

⑧今年も「A5サイズ」の「2013年度版国保ガイ

ド」を保険証交換時に国保加入者全員に配布します。

「宿泊旅行補助申請書」と「インフルエンザ予防接

種補助申請書」の２通がガイドに折り込んでありま

す。合わせてご利用下さい。

【注意点】

①保険証渡しについては「名前」「住所」「生年月

日」など間違いがないか受け取った時点で必ず確認

してください。

②現在お使いの24年度保険証で、住所変更や家族

の増減などの手続きは、3月21日～4月1日は本部

国保組合の処理が出来ませんので、新年度保険証に

交換してから、4月2日以降支部までお手続きをお

願いします。

平成25年度
健康保険証交換会のお知らせ



業所で仕事を請負うことが出来る方が随時会員に

なれます。①の北区リフォーム助成で請負う件数

の増加が見込まれます。特に現在の会員の中では

水道、内装、電気工事の方の登録が少なく困って

います。会員になる事を希望される方は北支部事

務所までご連絡下さい。

3）労働対策部の取り組み

アスベスト訴訟支援募金運動

訴訟闘争の拡大に備え、募金活動によって「基金

制度」として充実させ訴訟費用負担が困難な方に

対して費用をお貸しすることを決めました（中央

執行委員会）。今月全群にアスベスト募金袋を配

布しますので、ご協力をお願いします。

アスベスト募金袋群１枚、（１人１口100円以

上）

4．労災保険の年度更新手続きの案内
201３年度労災保険の年度更新の時期にな

りました。下記の日程で更新手続きを行ない
ます。合わせて「賠償責任保険・上乗せ労災」
の更新手続きも行ないます。また、対象事業
所にはすでに個別にお知らせを出しています
ので、指定日におこし下さるようお願いしま
す。また、新規受付も下記の日程で行ないま
すので必ず御来所下さい。尚、脱退の方は必
ず3月中に委託解除の旨を支部事務所まで御
連絡下さい。。
◆事業所労災年度更新受付日
３月25日（月）～29日（金）
AM10時～ PM13：30～

◆雇用保険、事務所労災
4月15日（月）～19日（金）
AM10時～ PM13：30～

※個別で日程を知らせていますが、都合がつか

ない場合は事前に連絡をお願いします

5.集会などの取り組み
※それぞれの集会参加希望者は必ず群長さんに

申し出て下さい。

①「消費税大増税中止」国民大集会

◆日 持 4月11日（木）13：00

◆場 所 日比谷野音 12：30霞門集合

◆参 加 分会2人

②定例消費税駅頭宣伝

◆日 持 ３月22日（金）17：30

◆場 所 王子駅北口集合

◆参 加 分会2人

都立駒込病院を存続・充実させ、地域医療を守

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．支部定期大会の議案書と予算案を

（検討用）を配布しました

４月7日（日）開催の第６5回支部定期大会の

議案書（代議員プラスα）と2013年度予算案

（群２枚）を配布しました。群でも時間の許す限

り、検討し、意見を出し合ってください。なお、

予算案の取扱いには、ご注意ください。

２．青年部のお知らせ

①青年部大会

◆日時 3月24日（日）10：00より

◆場所 支部事務所3階

◆参加 青年部員

②城北ブロック｢大お花見会」

◆日時 3月31日（日）15：00より

◆場所 飛鳥山公園

３．主婦の会総会のお知らせ

◆日時 3月23日（土）11：00より

◆場所 支部事務所3階

◆参加 主婦の会会員（参加希望の方は分会

主婦の会役員まで連絡を）

４．無料法律相談会

◆日時 ３月２8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、事前に電話予約してください

群３役学習会日程決まりました
新年度の「群３役」のみなさんを対象にした学

習会で、「群の役割」「群役員の実務」を学習し

ます。今年は一日開催で、参加対象は役員経験3

年以下の方に限定します。

◆日 時 4月1日（月）19時～

◆会 場 支部事務所３階

群会計学習会について
分会財政部主催で、４月を中心に開催します。

群会計さんの実務とその約束事を学び、新しい人

でも「バッチリ」群会計の実務ができるように行

うものです。こちらも参加対象は会計経験3年以

下の方です。分会ごとで日程が異なりますので日

程は分会役員さんにお尋ね下さい
今月、1種類署名をお願いします



る会 より署名の依頼が来ています

「いつでも、だれでも、どこでも、安心して医療を受けることができる都立病院を求める」署名

※群5枚の署名を取り組みます


