
１．仲間作りは仲間との会対話から！
力を合わせて118人の目標突破を！

秋の仲間づくり月間が１０日の決起集会

を皮切りにスタートしました。これまでの

分会活動を継続・発展させながら、すべて

の群の仲間と対話して、つながりを深め、

新たな対象者掘り起しをすすめましょう。

９月現勢が２６００人（１月比‐１８人）

と、年間の組織実増を実現する重要なポイ

ントである「春の成果を減らさずに秋の月

間をスタートする」というラインを最低限

クリアしてのスタートとなります。この６

月から８月までの期間に「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

すめてきました。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、仲

間づくり運動の土台となります。秋の月間

中こそ、この仲間につながりを広げ強める

絶好の機会です。支部・分会役員が一丸と

団結して、全分会目標達成・年間組織実増

に向けがんばりましょう。

日現在の月間成果は 人です。分会の拡大数

と残目標は群長さんが報告して下さい。

１）拡大統一行動に群から複数で参加しよう

分会の統一行動（★日程変更やセンター

については群長さんが説明して下さい）

★統一行動日日程

第２次 １８日（水）～20日（金）のうち2日

第３次 ２６日（木）２７日（金）

第４次 １０月２日（水）３日（木）

第５次 １０日（木）１１日（金）

第６次 １５日（火）～１7（木）のうち2日

第７次 ２2日（火）23日（水）

第８次 ２９日（火）３０日（水）

★全都一斉日曜行動 10月20日（日）

２）行動の重点 対話と交流がポイントです

「新しい顔ぶれ」や｢若手」とのつながりを深

め、全世代が協力し合い新たな対象者掘り起し

をすすめましょう。

①情勢からの対象者

「社会保険未加入問題」から「好青年印加入」

「一人親方労災」｢雇用保険加入」で困っている

情報を集めましょう。

②交流の場として統一行動日を機能させる

行仲間との対話は訪問行動だけではありませ

ん。多くの仲間が行動日にｾﾝﾀｰに集まり交流す

る事も対話行動です。群からｾﾝﾀｰに大勢で参加

しましょう。

③分会活動の発展は月間中こそすすみます

今おこなわれている分会活動を継続、発展さ

せるためにも群からも多くの仲間が参加しましょ

う

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

群会議の話題
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秋の月間目標と月間実績（９/10現在)

分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王

目標 ９ ８ ６ ８ 11 14

実績 0 1 0 1 1 3

分会 北東 滝野 西原 直事 北支部

目標 11 8 6 37 １１８

実績 3 0 1 4 １5

秋の仲間づくり月間本番スタート
組織強化運動の前進で、全世代
一丸となって目標を達成しよう！



２．大住宅デーを大規模に大成功させよう！
今年のテーマは「チャレンジ」です！

◆日 時 ９月29日（日）

◆場 所 飛鳥山公園

◆開催時間 10時～1５時・

※小雨決行です！！

年に一度の組合交流イベントとして今年も昨年

に引き続き、仲間の交流と地域住民との交流を目

指して、大住宅デーを開催します。各分会での模

擬店や舞台でのフラダンスチーム、ゴスペルや仲

間のバンド演奏。親子木工教室など、ご家族みん

なで楽しめる企画がたくさんです。今月14日か

ら北区掲示板や回覧板の掲載が始まりました。ご

家族はもちろん近所の方やお子さんのお友達の家

族など誘い合って楽しい一日を過ごしましょう。

３．秋の大運動の重点と各専門部の取り組み
1）国民的四課題のたたかい……

①地域集会の取り組み
臨時国会では消費税増税の景気判断や社会保障

改革プログラム法案、TPP参加交渉、原発再稼動、

｢機密｣保全法案や｢集団的自衛権の容認｣をはじめ

とした改憲へむけての具体化など国民的4課題を

中心に審議します。この危険な動きを広く地域に

知らせるため下記の要項で地域集会を取り組みま

す。

と き ９月２５日（水） １８時３０分～

ところ 王子駅前公園（三角公園）

参 加 分会20名以上

②消費税増税中止を求める自治体への運動
9月北区議会で、消費税の増税中止を国へ意見

書をあげるように陳情をおこないます。

③駅頭宣伝行動
増税反対の声を広げるため取り組みを続けます

今月は時間を前に延長して大規模宣伝を行ないま

す

◆と き 9月24日（火）

1６：30～18：30（開始を1時間

早めます）

◆ところ 十条ｷﾝｺｰ堂前

◆参 加 分会5名

※参加時間は1時間でもかまいません

（通常の17時30分からでも）

２）土建国保を守るたたかい
①来年度補助金獲得の取り組み 東京都に１

人４枚のハガキ要請行動をお願いします。
土建国保は都・国の補助金と私たちが負担する

保険料で運営しています。201４年度の予算要

求行動は7月･8月には厚生労働省へのハガキ要請

行動に取り組み、北支部で5856筆投函しました。

9月は都費補助金獲得の運動として東京都へ対し

て一人4枚のはがき要請行動に取り組みます。大

変な取り組みですが、私たちののハガキ1枚の重

みは私たちが思う以上に大

きな力があります。別紙に

あるように印刷形式のもの

を今回も配布しました。要

請文と差出人住所と氏名を

書けばＯＫ。文例も大きく

書いて書きやすく工夫して

います。

記入後は半分に切り取り４枚のハガキ部分はばら

ばらにしないで分会に届けて下さい。

3）仕事対策の課題
①住宅省エネルギー施工技術者講習会

国は住宅の省エネルギー化を様々な角度で推進

しており2020年までに新築住宅の省エネルギー

基準100％適合化をめざしています。組合では1

1月に北支部で同講習会を開催することになりま

した。住宅センターメンバーはじめたくさんの方

に受講いただくようにお願いします。

と き １１月２８日（火）９時３０分～１７時

ところ 北支部事務所

参加費用：2000円（賞状タイプの修了証が出ま

す）

②北区住まい改修支援事業（リフォーム助成制度）

重要なお知らせ

リフォーム工事（北区内民間住宅）に対して北区

より助成金が出る制度「北区住まい改修支援事業

（リフォーム助成）」は年間予定である200件

に対して現在170件を超える利用になっていま

す。これから申請を予定している方は制度が予定

件数に達して利用できない場合がありますので十

分ご注意お願いします。（詳細は支部事務所まで

お問い合わせ下さい）

４）賃金対策の課題
①区内大手現場訪問行動

区内大手現場訪問行動を下記期日で行います。

夕方より北区発注現場賃金調査を実施します。

と き １０月３日（木） １０時支部集合

参 加 分会賃金対策部長1名

②賃金調査の報告と賃金をめぐる動き

8月26日（月）北区発注工事現場である赤羽

岩淵中学校新築工事で賃金調査を行いました。サ

ンプルは2件しか取れませんでしたが、型枠工か

らは「今年になって3000円程度賃金が上がった、

今は18000円（1日あたり）もらっている」と

回答がありました。

また、大林組より下請け各社に「適切な賃金の

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



支払いに関わる取組みについて」という文書が渡

されています。公共工事限定ですが下請労働者の

賃金引上げを要請しています。今後、どのような

影響が出るか注視していきます。

③建退共制度に関する北区議会陳情

北支部は「建退共証紙貼付実績報告書の導入を

求める陳情」を北区議会に提出しました。すでに

各会派懇談（要請）は終えています。今後は議会

での陳情者の趣旨説明を行うことと議会傍聴運動

に取り組みます。

４．どけん共済の取り組み
秋の共済推進月間をを全分会達成で成功させよ

う！

9～１１月までは秋の共済推進月間です。

火災共済および自動車共済の目標は下記の通りで

す。

◎火災共済 組織人員の1.5％ 支部目標３９件

◎自動車共済 組織人員の１％ 目標２６件

※なお、火災共済は月間中の新加入者にクオカー

ド５００円を進呈、また12月まで5組合共済推

進キャンペーン（新加入および既加入者対象、今

月配布のチラシ参照）を取組み、自動車共済は新

規の契約者へのキャンペーン（チラシ参照）およ

び1000円分のクオカード（1台につき1枚）を

プレゼントします。

また、先日の竜巻のような自然災害も土建火災共

済の保障範囲内です。「どこよりも安い掛金で家

計を応援」するどけん火災共済。ぜひこの機会に

ご加入下さい。

５．平和の取り組み
北九条の会 アーサー・ビナード講演の夕べ

と き １０月１８日（金）

１８時開場/１８時３０分開会

ところ 赤羽会館４F

講演の内容は今年生まれた子どもたちは、どん

な環境の中で暮らすことになるか。2020年のオ

リンピック誘致は、喜ばしい事なのか。TPPに入っ

たら家計は楽になるの？憲法っていったい何の役

にたつ？メルトダウンの汚染水がずっと漏れつつ

けても、みんな平気なの？ などなどです。

※今月組織数のチラシを配布します

６．当面の集会について
※参加希望の方は分会役員まで必ず連絡を！

9.27「やっぱり中止、守ろうくらし、消費税大

増税ストップ！国民大集会」

と き ９月２７日（金） １３時開会

ところ 日比谷野音

参 加 分会３人

集 合 日比谷公園霞門に１２時３０分

北支部では集団健診を年３回実施しています。

７月の集団健診では585人の組合員家族の方が

受診されました。今年度の集団健診は１１月と２

月に予定していますが、それ以外の平日でも指定

医療機関であれば無料で受診できます。病気の早

期発見早期治療は本人のためばかりではなく、医

療費の削減につながり保険料の値上げに一定の歯

止めをかける働きもあります。年1回は必ず受診

しましょう。また、１１月の医療機関の日程は来

月の報告となりますが、土日を中心に実施します。

申込書やチラシは仲間づくり月間中の訪問行動な

どでも随時お渡しする予定です。

今月、3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。3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5枚の署名のご
協力をよろしくお願いします。
①原発再稼動反対署名

担当分会⇒北赤羽、赤羽、西が丘

②じん肺ｱｽﾍﾞｽﾄ請願署名

担当分会⇒神東、十央、豊王

③憲法改悪反対署名

担当分会⇒北東、滝野川、西ヶ原

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．無料法律相談会

◆日 時 ９月25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

２．事務所閉鎖のお知らせ

◆日 時 10月2日（水）全日

※書記局会議のため（電話は通じます）

健康診断受診はすみましたか？

★★求人情報★★
○墨出し工及び測量工 （常用） 2人

㈱和建設測量（西が丘分会） 6780-4561

○ブロック積、フェンス取り付け （常用） 1人

中村ブロック工業（豊王分会） 3911-3843


