
１．秋の仲間づくり月間の結果と
年末組織強化運動

今年の秋の月間は、相次ぐ国保組合攻撃

や震災被害、社保未加入問題という苦しく

厳しい環境下から組織力を盛り返し、６年

ぶりの組織実増を勝ち取る正念場の月間で

した。北支部ではこの間すすめてきた「拡

大ができる組織運動」をメインスローガン

に仲間作り運動の意義と大切さを群の仲間

や家族に広げ、そのつながりから多くの仲

間を迎え入れ、最終版の踏ん張りで全分会

が達成する事が出来ました。奮闘していた

だいた仲間の皆さん、本当にお疲れ様でし

た。この「目標に向かって最後まで頑張り

ぬく」という分会の構えを維持発展させ、

秋の大運動後半に向けてくらしの前進に役

立てるよう、運動を広げていきましょう。

◎組織現勢を維持するための11月・
12月の仲間づくりと組織強化運動

年間目標を達成した分会は北赤羽・神東・

北東・直事の４分会です。しかし残りの豊

王・西が丘（残数１）滝野川・赤羽（残数

３）西ヶ原（残数５）十央（残数７）も十

分達成可能状況です。２０１３年当初の組

織数を維持し今年の組織実増を実現するた

めにも、組織数を意識した年末仲間づくり

運動と、加入者の組織定着や脱退対策、そ

して分会組織活動を発展さ

せる活動を年末に向けて積

極的に取り組んでいきます。

１、仲間の定着活動と脱退

予定者への世話焼き相談

として、秋の新加入者への

群会議への誘いと脱退予定者への相談･留意

を担当書記も交えてお願いします。

２、分会組織強化活動の発展と実増にむけ

た分会活動に積極的に参加しましょう！

各分会で取り組まれている、相談会や交

流会、忘年会などに群から積極的に参加し

よう。青年、中堅世代新加入者など意識的

に輪の中へ溶け込めるように声掛けを！

２．国庫補助金獲得のハガキと
要請行動の取り組み

１）２０１４年度予算

獲得のための、財務省

に向けた１ 人４枚の

「はがき要請」行動

今年度も厚生労働省、

東京都向けにすでに取

り組んでいるはがき要

請ですが、今回は財務省に対しての取り組

みとなります。財務省へのハガキ要請行動

は組合員と家族を含めた大衆的な運動とし

て位置付けとりくんでいきます。

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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みんなで達成した秋の月間。
仲間の団結をさらに強く大き
くして諸要求を実現しよう！！

秋の拡大月間目標と月間実績（最終結果)

分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王

目標 ９ 8 6 8 11 14

実績 10 8 6 9 11 15

分会 北東 滝野 西原 直属 北支部

目標 11 8 6 37 118

実績 14 9 6 37 125



「あて名側は全て印刷済み」になっているのでよ

ろしくお願いします。裏面の要請文は文例を参考

にしてもらいますが、住所、氏名職種と｢建設国

保への補助金現行水準を確保してください」だけ

でも大丈夫ですのでよろしくお願いします。

なお「はがき面」の４枚は切り取らないで下さ

い。

２）予算要求決起大会に参加しよう！
ハガキ要請行動とおなじくして行なう行動です

国保組合の育成強化に必要な補助金獲得を目指し、

予算要求決起大会の結集へとつなげていきます。

午前、午後合わせての１日集会行動です。

◎参加希望者は必ず 群長さんに申し出て下さい。

動員数で、すでに一杯の場合はご了承下さい。

◆日 時 11月2０日（水）

《午前行動》都庁第２庁舎前広場に

９時30分集合

《午後行動》日比谷野外音楽堂

北支部は野音ではなく、日比谷公会堂の中に

12時15分集合です。

※弁当は各自持参のこと。

◆参加要請 分会5人

３．税金運動の課題
消費税増税をこのまま許してしまわないための

世論を作り上げることと、改正国税通則法による

調査対策にむけ、定例駅頭宣伝、税務署交渉、宣

伝カー運行など取り組みを強化してきました。今

後も例年以上の運動の広がりをめざし宣伝、学習、

署名行動などに全力で取り組みます。

①「消費税増税反対学習会」

◆日 時 12月13日（金）19時30分

◆場 所 支部3階

◆講 師 石塚税理士

②11月定例消費税宣伝行動

◆日 時 11月22日（金）17時30分

◆場 所 王子駅北口

◆参 加 分会5名

４．共済推進と文化活動
①どけん火災共済・自動車共済の加入推進

共済推進月間は１１月の最終月

を迎えました。火災共済は建設業

の組合員にふさわしい制度、日本

一安い掛金で民間保険の半分、地

震見舞金が創設され保障がさらに

充実しました。東京土建自前の制

度として組合の共済事業を支えています。火災共

済の加入は組合員の大きな経費削減と安心保障で

す。今年の給付の特徴は天候不順のため落雷、風

水害での件数が伸びていることです。自然災害で

も給付がされるどけん火災共済です。群会議でも

話題にして加入促進に取り組みましょう。

また、自動車共済は経費削減と安心対応で加入を

すすめています。見積もりチラシを活用し広く案

内します。特にまとまった利用の事業所には大き

な経費削減の支援になります。群の仲間で事業主

の方にはぜひ見積もりの依頼をして下さい。

②支部麻雀大会の取り組み

毎年恒例となったイベントです。

◆日 時 12月１日（日）10時～15時

◆参加費 500円
※今月、チラシを配布しますのでふるって

ご参加下さい！！

締め切りは11月25日です。

③本部厚生文化の取り組み
ア、「仲間の作品コンクール」募集

◆対 象 文芸（短歌・俳句・川柳）、写真

◆締切り 12月25日支部へ

イ、第３５回将棋大会

◆日 程 １月26日（日）

◆場 所 本部会館

◆費 用 2000円（支部が負担します）

※島朗9段、鈴木環那女流2段からの指導を受

けられます。

ロ、第５回囲碁大会

◆日 程 2月1６日（日）

◆場 所 本部会館

◆費 用 2000円（支部が負担します）

※淡路修三九段、巻幡多栄子三段から指導を受

けられます

５．平和運動の取り組み
安倍政権は国民の知る権利を取り上げる危険な

法案を臨時国会で提出しようとしています。特定

とは行政機関が特定と指定すれば、例えば「自衛

隊が海外で何をしているのか」「原発の安全性は

どうなのか」を機密事項にするなど、国民の知る

権利を侵害する大変危険な法案です。さらに罰則

運用のところで国民監視の道具として共通番号制

度を活用される危険性もあります。国家安全保障

会議の設置も軍事司令部の設置法案そのものであ

り、軍事国家へ突き進もうとする憲法に反する絶

対に許せない法案です。

①東京土建「憲法改悪反対憲法決起集会」

と き １１月２９日（金）19：00開会

ところ 中野ゼロホール

内 容 講演：伊藤真氏、各支部交流、行

動提起

参 加 分会３名

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



※中野駅南口に書記が１８：30に立ちます。

②平和のための北区戦争展事務局の立ち上げ

戦争展は２０年くらい前に北区平和委員会が中

心に地域共闘団体とともに開催してきました。し

かし事務局体制が明確ではなく、北支部としても

組織的な参加はしていませんでした。そしてこの

度、これまで戦争展を運営してきた北区労連を中

心とした共闘団体で、事務局体制を確立し、今後

の運営をしていくにあたり、北支部にも事務局団

体になってほしいとの要請があり、支部平和担当

で対応していきます。

③さよなら原発アクション北の取り組み

学習会を開催します。

◆日 時 12月5日（木）18：30開演

◆場 所 ほくとぴあ スカイホール

◆参 加 分会2名

※参加費500円は支部負担します

６．後継者対策の取り組み
新年もちつき大会の開催

恒例の餅つき大会を今年も行います。毎年多く

の仲間で賑わう企画ですが、今年は各分会で後継

者対策部長が中心となり新加入者や若手・中堅世

代を積極的に誘い出し、仲間のつながり強化の取

り組みにしていきます。

と き 新年1月１２日（日）１１時～１５時

ところ 支部１階駐車場

内 容 もちつき、肉まん、豚汁、酒類、ソフ

トドリンク、こどもお楽しみコーナー、

組合紹介映写 などなど

７．青年部の取り組み
青年部新入部員歓迎会＆青年組合員と分会役員

大交流会に参加しよう

この秋に新しく青年部員になった仲間との親睦

をはかる歓迎会と、青年組合員との交流の場を企

画しました。各分会の役員さんも気軽にご参加く

ださい。

と き １１月２３日（土） １８時３０分

ところ 支部屋上か3階

会 費 部員および３０歳以下１０００円（初

参加者は無料）、一般２０００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
１．北支部高齢者を励ます集い

◆日 時 11月29日（金）１１時 より

◆場 所 支部会館３階

◆対 象 70歳以上の組合員本人

◆定 員 ８０人

※対象者全員に参加確認往復ハガキを出します

が、返信の先着順で締め切りますので、ご注

意下さい。

２.主婦の会 冬休み子育て交流会
はじめての企画です 冬休みの書初め対策

◆と き 新年１月６日（月）１０時３０分

◆ところ 支部３階

◆指 導 北区教職員組合の先生

◆内 容 12時30分まで習字をやって、お

昼は太巻きを作って食べます。

３．まだ間に合います11月健診

◆日 時 11月24日（日）

◆場 所 北支部事務所（関東予防）

※申し込みは支部までFAXまたは電話で！

４．住宅省エネルギー施工技術者講習会
国は20年までに住宅の省エネルギー化100％

を目指すことになりました。省エネルギー講習会

を北支部にて下記日程で開催します。

◆と き １１月２８日（木）

9時30分より17時（受付9時より）

◆ところ 支部事務所

◆費 用 2000円（修了者には賞状タイプ

の修了証が渡されます）

５．無料法律相談会

◆日 時 11月2７日（水）14：00～

◆会 場 支部事務所

◆相談者 北法律事務所の弁護士

★★求人情報★★

○ブロック積、外溝工事 （常用） 1 人

中村ブロック工業（豊王分会）3911-3843

○大工 （外注） 1人

㈲田村土建（千葉土建）090-4421-8468

○内装工事業（社員・手間） 3人

㈲エムティホーム（十央分会）

090-8854-6950

○空調設備（常用・社員） 3人

㈱エアープラン （豊王分会） 3913-4675

○大工、板金 （社員） 3人

㈲三谷工業 （北赤羽分会） 3907-3442

○墨だし、測量

㈱和建設測量（西が丘分会）6780-4561


