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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暑い夏、熱い仲間と交流を深め、
団結を強め、秋の仲間づくり月間
の成功で悪政に立ち向かおう！！！
１ . 全分 会目 標達 成 めざ し、 さ まざ ま
な情報を群から発信しよう
1）分会で計画する「交流会・相談会・活動
者会議」に群からたくさん参加しよう
７月の仲間づくりの
結果は２６名の成果と
なりました。北支部の
今年度の実増目標から
すると、秋の月間が始
まる9月の時 点まで組
織数の維持をしていく
かが重要であり、その
意味ではこの8月の組織増減の結果が大きく
左右します。この８月も「分会 活動」や
「月間 準備行動 」を充実 させ、 「仲間の 組
合定着 活動」や 「脱退防 止相談 活動」を す
すめま しょう。 この仲間 のつな がり強化 こ
そが、 対象者掘 り起しに もつな がり、秋 本
番の仲 間づくり 運動の土 台とな ります。 ま
た、８ 月から北 赤羽分会 がセン ターを開 設
します 。これで 全分会セ ンター 設置とな り、
組織強化活動を大いにすすめていきます。
この 間の加入 者の特徴 は、引 き続き大 手
現場で の「社保 未加入問 題」の 強化や、 新
設法人 、などが 主な要因 となっ ています 。
算定基 礎届の呼 び出し調 査やマ イナンバ ー
制の施 行など、 中小事業 所を直 撃する問 題
が表面 化し、支 部でも算 定受付 とともに 約
１００ 社の相談 を受けて きまし た。この よ
うに未 加入問題 にともな う「労 災加入」 や
「厚生 年金加入 」などの 相談活 動を今後 も
継続的に進めていきます。

2）秋の仲間づくり月間の基本方針
行 動の重点 は、若手 ・中堅 世代と共 に全
世代 型の活動 でみんな で仲間 づくり運 動に
取り 組むこと 。また、 組合内 事業所に 対し
ては 「社保問 題」の組 合相談 を徹底し 、対
話と交流を広げることをめざしていきます。
★秋の仲間づくり月間への流れと基本方針
１）分会活動を軸とした取り組み
「相 談会」「 交流会」 「活動 者会議」 「統
一行 動」など 分会の仲 間を多 く集めつ なが
りを 強める取 り組みを ８月中 に進めま しょ
う。
２）組合大宣伝
組合 チラシを 支部では業 者委託（8 /9ぱ
ど折 込）、分 会では活 動に絡 めて旺盛 に行
いましょう。
「立 て看板」 「ポスタ ー」「 グッズ」 など
は８ 月納品次 第、各分 会に配 布します 。ポ
スタ ーは分会 ２０枚あ ります 。「ポス ター
貼り行動」なども計画します。
3）９月の仲間作り月間統一行動日の日程
※ 分会の拡 大センタ ーと集 合時間と 、日
程 変更のあ る場合は 群長さ んが説明 をし
て下さい
第１次 9月11日(水)・13日(金)
第２次 18日(水)〜20日(金)の内２日間
第３次

26日(木)・27日(金)

4）仲間づくり月間決起集会に参加しよう。
2ヶ月間の行動をやりきるための意思統一
と参 加者みん なで盛り 上げて いく取り 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

です。いつもの「分会決意表明」を「分会紹介コー
ナー」的に、分会間交流をしていきます、若手や
新組合員を誘い合いましょう
日 時 ９月10日（火）19：３0より
場 所 支部事務所三階
★秋の月間目標★
組織数の4.5％ １１８人
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２．秋の大住宅デーと
復興支援住宅デーの取り組み

①秋の大住宅デー
今年の秋の住宅デーは昨年
に引き続き、飛鳥山公園にて、
全分会での統一開催となりま
す。各分会からは食べ物など
の出店や出し物テント、中央
舞台での仲間のバンド演奏、昨年区民に大好
評だった大木工教室など若手・中堅世代が集
れる催しを用意して「秋の大イベント」とし
て取り組みます。現在実行委員会で準備中で
す。群の仲間の皆さんも家族、ご近所誘い合っ
て楽しい一日を過ごしましょう。
◆日 時 9月29日（日）10時〜15時
◆場 所 飛鳥山公園
②復興支援住宅デーの取り組み
東 日 本大 震 災か ら 2年 が 経
過し た今も 復興 が遅れ てい る
被災 地に住 宅デ ーを通 じて 支
援し 、組合 員が 被災地 の実 態
を知 り、被 災地 の住民 との 交
流ことを目的に、全建総連、東京土建各支部
で被災地での住宅デー開催の取組みがすすめ
られています。北支部でも下記の日程で実施
していくこととなりました。詳細は来月以降
お知らせします。
◆日 時 11月9日（土）10日（日）
◆ところ 福島市北幹線第二仮設住宅
◆参 加 支部役員、青年、主婦の会、
シニアを中心に25名くらい

３.国民不 在の暴挙を 許すな！
国民的 四課題の取 り組み
今後３年余の情勢の帰趨を決する夏の２大政治

支部活動者会議
◆日 時 ９月１日（日）13：0０より
◆会 場 赤羽会館
◆参加対象 群長または群代表、分会４役、分会専門
部長、分会若手 枠2名、支部役員、
青年・主婦の会・シニア・PALの支部
役員

戦＝都議選・参議院選挙が終わりましたが、その
結果は政治と経済の激動の時代が到来したといっ
ていい状況になりました。国民生活や私たちの願
いとの矛盾は激しくなると同時に対決の構図が鮮
明になってきました。８月から秋の１万人大宣伝
行動の準備をおこない、地域社保協、地区労、各
界連などの団体に呼び掛け、全都一斉複数駅頭宣
伝行動をとりくみます。また９条の会や革新懇等
との連携も進め総合的な地域運動としてとりくみ、
社会保障における自治体運動の強化につなげてい
きます。さらに「消費税増税」「社会保障改悪」
「ＴＰＰ参加」に加えて、賃金や給与の引き上げ
を求めて国民の生活の回復を訴えていきます。
★具体的な行動
①８月から消費税定例駅宣を２駅頭分会５人動
員で行う
◆と き 8月23（金） 17：30〜
◆ところ ①十条ｷﾝｺｰ堂前
担当 北赤・赤羽・西が丘・神東・十央
②王子駅北口
担当 豊王、北東、滝野川、西ヶ原
◆参 加 各分会５人
②９月下旬に地域集会を行う
詳細は次月提案します

４．仲 間の命と健 康と
土 建国保を守 る取り組 み
①集団健診7月の結果
今年度 最初の集団健診が 7月
に終了しました。定員780人に
対し、585名の受診でした。今
年度は前年の 受診実績プラス 1
０％の受診率を目指すことになっ
ています 。人数では1 ,1 16 人目標です 。今回の
健診でも当日仕事などの都合でキャンセルした方
もいますので、申し込んだ医療機関では平日でし
たらいつでも受診可能なのでそのような方がいま
したら必ず受診するように呼びかけてください。
また、今年度の集団健診は１１月と２月に予定し
ていますが、集団健診以外の平日も受診可能なこ
とを、常に話題として、健診受診意識を高め合え

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

るようにしましょう。

②私たちの土建国保を守る「はがき要請」の
取り組み
先月仲間の みなさんにお 願いした「は が
き要請」の取り組みは 支部全体で1173 シー
トの回収があり ました。ご協 力ありがとう ご
ざいました。今 月は先月書け なかった仲間 へ
の再度のお願い と事業所への 要請をします 。
各群に数枚配布 しますのでよ ろしくお願い し
ます。

解体工事の 労務費が大き く上がってい る」と
情報が取れ ました、引き 続き今月も賃 金調査
活動を次の通り行います。
◆日時 8月２6日（月）16時集合
◆場所 支部事務所
◆参加 分会1人（賃対部長を中心に）

今月、2種類署名をお願いします

今月の群会議で下記の署名のご協力をお願
いしま す。2 種類の 署名の 要請が あり、 分会
担当を 割り振 りまし た。各 群2枚 の署名 のご
協力をよろしくお願いします。
５．仕事確 保の課題
①福島第一原発 の地下水・汚染水の海への
北区住宅リフォーム助成制度について
放出に反 対する署名（ 呼びかけ：福 島浜通
組合員、区民の利用が進み7月だけで60件
りの女性有志）
の申請があったようです。現在全体で150件
★北赤羽、赤羽、西が丘、神東、十央
の申請となっています。今年度の募集は200
②JA L不当解雇撤回署名
件となっている ので利用を予 定している施 主、
★豊王、北東、滝野川、西ヶ原、直事
業者の方は早め の申請をお願 いします。北 支
★★求人情報★★
部では助成申請 のお手伝いも おこなってい ま
すのでご相談下 さい。また、 北区との補正 予
○電工 （社員） 2〜3人
算要望について は助成金制度 利用終了間際 に
有限会社 岩永電業社（豊王分会）3906-69 39
行うこととします。
○ブロ ック積、フェンス取り付け （常用） 1人
６．賃金対策関係
７月２６ 日に行った 賃金調査で は造幣局 現
場（元請水沢工 業）監督より 「型枠、鉄筋 、

お知らせ
１．夏季募金の取り組み結果
ご協力、大変ありが とうございました。募
金は 15 4,89 7円に 上り、 支援先の 5団
体に按分して送金しました。
２ 無料法律相談会
◆日 時 8月２8日（水）14：00〜
◆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
３．主婦の会の会日帰り旅行会
◆日 時 8月31日（土）
◆場 所 静岡県地震防災ｾﾝﾀｰとまぐろ料理
◆定 員 ４０人
※参加希望の方 は分会主婦の会または
支部までに問い合わせ下さい。

中村ブロック工業（豊王分会） 3 911-384 3
○はつり・解体 常用・見習い 2〜3人
司興業（事業所分会） 090-3315-2162

4.労働保険2期分受付が始まります
◆日 時 8月27日（火）・28日（水）
10：00〜17：00
◆場 所 支部事務所
5.平和のための北区戦争展
19回目の戦争展が開催されます。非核・
平和・原発 ゼロの世界を実現するためみん
なで考えましょう。 入場無料です
◆日 時 ８月24日（土）
11:45〜19:00
25日（日）
9:30〜18:00
◆場 所 北とぴあ地下1階展示ﾎｰﾙ
★今年の企画としてｱﾆﾒ「はだしのゲン」
を上映しま す。ぜひ親子で観て、平和につ
いて語り合ってください。
◆上映時間 24日 12：30〜
25日 10：00〜

