
１．｢秋の大住宅デー｣大成功！この勢
いで、残りの月間を分会・群一丸で、
情報を集める・確認する・答えをもら
うといった全てをやりきりましょう。

昨年に引き続き実施した｢秋の大住宅デー」

は好天に恵まれ、1万3千人の組合員家族・北区

住民の参加で成功する事が出来ました。イベン

ト名の通り、多くの家族連れでにぎわった「木

工教室」、「住宅相談」各分会の工夫を凝らし

た模擬店、仲間の参加で盛り上がったステージ

など見所満載の取り組みとなりました。当日ご

参加いただいた仲間の皆さん、本当にありがと

うございました。

仲間づくり運動、９月の成果総数は47名と昨

年を若干下回っていますが、行動参加者・訪問

対話件数は大きく上回っており、今後の成果く

み上げが期待されます。群会議以降、仲間づく

り月間も終盤にさしかかります。全分会目標達

成めざしアクセル全開で頑張りましょう！10/

７までは表の通りですが、最新情報は群長さん

から御願いします。

1）.拡大目標と拡大成果

①分会の月間目標 …（ ）人

②これまでの拡大成果…（ ）人

③月間目標の残数 …（ ）人

④群の拡大成果 …（ ）人

2）１０月の重点と掘り起こし対策

月間突入してこれからが「正念場」です。１

０月に向けての課題は、対象者の「ツメ」が弱

いので、対象者の「刈り取りと掘り起しの回転」

を 速 く す るこ と で す 。

「刈り取り計画」を書記

を交えて確実にやりましょ

う。今後、若手・事業主・

有力者など、的を絞った

「じっくり対話」＝（た

だ訪問するだけでなく、

拡大の重要性や現場状況などの対話を深めると

同時に分会の仲間としてのつながりを深める）

で、対象者掘り起しを旺盛に進めていきましょ

う。

後半戦のポイント

★行動の参加を増やしましょう

各分会で参加者確保のため、呼びかけの強化

や群当番制などで昨年を上回っている分会もあ

ります。行動日はｾﾝﾀｰに多くの仲間が集まりワ

イワイにぎやかに行動すると元気も出るし、行

動に活気が生まれます。統一行動日には群から

多くの参加をお願いします。また、各分会で企

画している取り組みに参加して、仲間の交流を

深めましょう。

★社保未加入対策

この間、社労士や現場での指導のもと、土建

国保を脱退し協会けんぽへ移ってしまった仲間

が何人もいます。いずれも組合への相談を経な

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

群会議の話題
２０１３年10月 №３７５

東京土建北支部

北区王子1-13-3
TEL ５３９０－６０２１

fax ５９５９－５７６６

仲間作り月間もあとわずか！
仲間の相談くみ上げと対話の広がり
を発展させ組織増勢を勝ち取ろう！

秋の拡大月間目標と月間実績（10/7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 ３ ２ １ ２ ６ ５

分会 北東 滝野 西原 直属 北支部

目標 11 8 6 37 １１８

実績 ７ ６ １ １６ 49



いで協会けんぽを取得してしまってから支部へ報

告してきた案件です。社保未加入問題はまず「組

合へ相談」することが第一歩ですので、各群でも

話題にして、組合への相談の呼びかけを進めましょ

う。

★今後の日程

◆第７次 ２２日(火)・２３日(水)

◆第８次 ２９日(火)・３０日(水)

★群からの参加者を決めましょう

●第7次＝（ ）（ ）

●第8次＝（ ）（ ）

◆ごくろうさん会の開催

目標達成を前提に開催

と き １１月１日（金）１９時３０分

ところ 支部事務所

参 加 組合員と家族

（特に新加入者と若手）

２．秋の大運動後半の取り組みについて
安倍首相は野党の国会早期開催の要請に応えず

に８月後半から一か月近くもオリンピック東京招

致を最重視した対策に力

を注いでいました。五輪

プレゼンでは「（汚染水

の）状況はコントロール

されている」「完全にブ

ロック」などと、まった

く実態とかけ離れた詐術

的大見得を切り、福島や被災地からは抗議と非難

の声が起こっています。

また、安倍首相は消費税増税の最終判断を１０月

１日に行いましたが、９月１２日にはすでに、来

年４月の８％引き上げの意向を固めていました。

増税後に心配される「景気の腰倒れ」には法人減

税の拡充、自動車取得税廃止、国土強靭化策（巨

大新設公共工事）への５兆円規模の経済対策で乗

り切ろうとしています。しかし大多数の国民が被

る消費停滞や生活苦への対策は見えず、「企業偏

重、家計は悲鳴。かすむ社会保障目的（東京）」

「増税で一律に吸い上げたお金が、一部企業や公

共事業に偏って分配される（朝日）」という指摘

どおりの大義も見通しもありません。東京土建は

国会行動を強化するとともに、地域での大衆的運

動を展開していきます。北支部も本日の地域集会

「怒りの北区民集会」をはじめ、秋の仲間づくり

月間の成功と組織増勢でのたたかう陣地の構築。

悪政阻止、平和と民主主義を守るたたかいに全力

をあげていきます。

３．土建国保を守るたたかい
①予算要求ハガキの取り組み

１４年度国保予算確保に向けて取り組んでいるは

がき要請行動ですが、7･8月の厚労省ハガキ、9・

10月は東京都に対する要求ハガキに取り組んで

いますが、現在まで北支部の枚数は４５２８枚と

なっています。１０月の群会議でも引続き取り組

みます(各群に一定数配布します）ハガキシート

に文例が出ていますが、東京で建設関係の仕事を

している事と建設国保への都からの補助金につい

て現行の水準の確保をしてほしいという内容が書

いてあればよいので、文例を参考に書きやすくア

レンジして目標の残数を回収できるようご協力を

お願いします。

②予算要求中央決起集会（詳細は来月提案）

◆と き 11月20日（水）

◆ところ 午前：都庁、午後：日比谷野音

◆参 加 分会5名

４．消費税増税に反対し、納税者の権
利を守るたたかい

①多くの国民が2014年4月の８％への大増税

に反対する中、安倍首相は予定通りの増税を10

月1日に発表しました。13兆5千億円といわれる

史上最大の大増税をわずかの期間の経済指標で判

断する事は無謀であり、しかも判断の基準とされ

たGDPの押し上げは大型公共工事のバラマキや

金融緩和によるもので大多数の国民の景気回復感

はゼロに等しい現状です。私たちは税金の応能負

担の原則にそった課税と税金の使い方も国民本位

に改めていく事の実現を目指し運動をすすめます。

★10月消費税増税反対駅頭宣伝

◆と き １０月２４（木）１７時３０分

◆ところ

赤羽駅東口（北赤・赤羽・西が丘・神東）

王子駅北口（十央・豊王・北東・滝川・西原）

※王子駅では国民的4課題で宣伝します。

◆参 加 分会５人

②税務署、都税事務所、北区からのお尋ね文書

現在税務署から、「ご存知ですか・消費税の届

出」がいっせいに送付されています。これは今年

の3月の申告時に申告書の収入蘭が未記載の方に

送られているものです。収入（売り上げ）金額が

1千万円を超えていなければ提出する必要はあり

ません。しかし3月の申告で初めて１千万円を超

えた方は簡易課税を選択したほうが税金が安く済

む場合もありますので12月中に提出する必要が

あります。また、都税事務所から事業税の納付書

がいきなり送られてきたなどの事例も最近報告が

されています。税務署や都税事務所から文書の送

付や電話連絡などあった場合はまず、支部まで御

連絡下さい。

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



５．11月集団健診のお知らせ
今年度2回目の集団健診の日程が下記のように

決まりました。今年度まだ受診していない方は

｢11月集団健診」をぜひ受診して下さい。また、

受診後の結果説明会の参加が非常に悪いので、健

診を受けられた方は、結果説明会に必ず参加して

下さい。医師、または看護師等に説明をお願いし

ていますので、無料で説明を受けたり、質問をし

たりする機会は他にありません。チラシ表面の注

意事項（ﾍﾟﾌﾟｼﾉｰｹﾞﾝ＋ﾋﾟﾛﾘ菌）は検査対象とな

らない方の項目が増えました。

★ 婦人科健診オプション

乳がん・エコー、子宮ガンなどのオプションは

3日（日）の北支部会場にて50人の定員で行な

います。受診の対象者は土建国保加入者で女性の

方、もしくは女性組合員で、今年度まだ健診を未

受診の方です。

★11月健診日程★

６．平和の取り組み
①9の日宣伝

11月８日（金）17：30 王子北口

分会２名

②北９条の会 アーサーﾋﾞﾅｰﾄﾞ講演の夕べ

◆日 時 10月１８日（金）18時開場

◆場 所 赤羽会館 4階大ホール

◆参 加 分会5名

◆チケット代1,000円は支部から負担します

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．家庭用常備薬あっせん（今年２回目）

◆申込み 今月全員に配布する申込みはがきを

送 付して下さい（切手はいりません）

◆商品届け 申し込み用紙到着後から１週間程

度で郵送されます。

◆お支払い 到着商品を確認し、同封の振込用

紙で郵便局もしくはコンビニで１週間以内に

振り込んで下さい。

２．シニア北の会・１泊旅行会
◆日 程 11月４日（日）～５日（月）

◆行き先 上諏訪温泉

◆参加費 1４,000円

秋の共済推進月間を成
功させましょう！

秋の共済推進が本格化しました。共済推進

月間は、①組合員の安心保障と家計応援する、

②共済の拡充を支える力をつくる、③組合と

組合員の結び付きと脱退防止の役割を高める、

といった重要な役割があります。

①今月、自動車、火災のA4チラシの配布い

たします。

②分会、群での加入よびかけ。

③推進委員が先頭に立ち加入の呼びかけをお

ねがいします。

今月の署名のお願い
3種類の署名を分会分担でお願いします。

組織全員分以下の署名を配布します

①憲法改悪反対20万人署名

担当＝北赤羽、赤羽、西が丘

②福岡ｱｽﾍﾞｽﾄ訴訟支援署名

担当＝神東、十央、豊王

③都立病院を求める署名

担当＝北東、滝野川、西ヶ原

№ 日時 会場 胃X線 定員

1 ２・土 北診療所 無し ４０人

2 ３・日 北支部 ５人 150人

3 ９・土 王子生協 無し １０人

4 １６・土 王子生協 〃 １０人

5 ２４・日 北支部 〃 １０人
★★求人情報★★

○ブロック積、外溝工事 （常用）
中村ブロック工業（豊王分会）3911-3843

○墨出し及び測量 （常用） 2人
㈱和建設測量（西が丘分会）6780-4561

○雑工 （手間請、ｱﾙﾊﾞｲﾄ） 5人
㈱エスランク（事業所分会）5369-0862

○鉄筋工（常用） 2人
㈱ハセケン（北赤羽分会）3967-4459


