
１．今年は平和と憲法を守る運動をさ
らに大きくし、生活できる適正な賃金
確保をめざして仲間の対話を重視して
磐石な組織を築きましょう！
仲間の皆さん新春のお喜びをもうしあげ

ます。昨年は安倍政権が強行している憲法

を否定し軍事国家に突き進もうとする路線、

競争をあおり規制緩和で格差を拡げるアベ

ノミクス、増税強行と社会保障切り捨てな

どが本格始動をする中、組織強化運動をは

じめとした組合活動への大奮闘本当にあり

がとうございました。仲間の奮闘で北支部

として5年ぶりの組織実増14名をやりきる

ことができ、北支部が目指す、拡大＋組織

定着＋脱退防止＋組織活動＝組織強化運動

という課題が前進した年でした。

新しいこの１年も、日本を海外で戦争が

出来る国にする秘密保護法の撤廃をさせる

運動、消費税増税と社会保障の改悪に対す

るたたかい、労働者の大幅賃金引き上げな

ど建設産業民主化の運動などを進めるため、

組織強化運動を発展させ、北区における建

設従事者にとって強固な砦となるよう団結

して頑張りましょう。組合員・家族のみな

さんのご協力をお願いします。

※2013年、年間拡大数最終結果

２．「春一番」「組織強化」の取り組
み
今年の「春一番仲間

づくり月間」は２～３

月を行動期間として取

り組み、「組織強化を

土台に組織増勢」を目

標に取り組みます。春

一番は、１３年に取り組んだ「仲間のつな

がりを強化、後継者育成」を「目に見える

成果」で示し、各分会の新年度体制にも有

効に取り入れ、体制づくりを進めながらの

仲間づくり運動になります。新しい仲間や

若い世代とのつながり強化・学習強化を

「対話と交流」を軸にして活動を進めましょ

う。

◆目 標 １月～３月２３日までの3ヶ月合

計で６6人

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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２０１４年
たたかう組織で
さらなる前進を
かちとろう！

分会 北赤羽 赤羽 西が丘 神東 十央 豊王
目標 ２７ ２３ １９ ２５ ３２ ３９
実績 ３２ ２３ １９ ２９ ２７ ４０
分会 北東 滝野川 西ヶ原 直・事 支部計
目標 ３１ ２４ １９ １０５ ３４４
実績 ３６ ２２ １４ １６０ ４０２



⇒分会の目標（ ）人

◆統一行動

1月～３月で３次８日間以上

基本日程（１月に分散しても可です）

2月＝ 13(木)・14(金)・20(木 )・21(金)

3月＝ 13(木)・14(金)・19(水)・20(木)

※分会のセンターは、★群長さんが説明を！

（ ）

◆取り組み 訪問・対話を重視します

①新加入者中心に定着顔つなぎ

②脱退予定や脱退者への訪問や連絡

③仲間の相談窓口になるような対話訪問

３．春の組合集団健診のお知らせ
201３年度最後となる組合集団

検診を下記の日程で取り組みます。

12月に開催した委員会では昨年受

診率プラス１０％の目標を確認し

各分会で取り組みを強化すること

としました。年に一度の健康診断

を受けていない方は全員受診するよう、群会議で

大きく話題にしてください。万一下記の日程が合

わない方は平日でしたら各診療機関に申し込めば

受診できますので、3月末日までの平日での受診

をすすめてください。この組合健診は早期発見・

早期治療、仲間のいのちと健康を守る取り組みで

あると同時に特定健診率をアップさせることで後

期高齢者支援金へ対する国からのペナルティを跳

ね返す事ともなります。1年に1度の健診は必ず

受診しましょう。前回報告より⑤⑥が増えました

◆日時①２月1日（土）北診療所

②〃 2日（日）王子生協病院

③〃 9日（日）北支部事務所

④〃16日（日）北支部事務所

⑤〃25日（火）赤羽東診療所

⑥3月4日（火）赤羽東診療所

※時間は①～④は午前9時、⑤⑥は夕方６時半

からです。また、オプションなど詳しくは今月配

布した申込書つきチラシを参照してください。

◆注意点

一般健診は組合員本人と配偶者は無料です。た

だし今年度（1３年4月～）にすでに受診した方

は実費（基本健診8500円）が必要です。

◆事業所単位で受診したい場合で、組合日程以

外を希望する場合は、ご相談下さい。

4．税金対策部の取り組み
昨年閣議決定された2014年度政府予算案は、

消費税増税を控え一般会計の総額は過去最大の9

5兆8823億円となりました。4月からの消費税

率引上で国民に負担を強いる一方、消費税収5兆

円のうち、社会保障充実に充てるのはわずか5.0

00億円、社会保障費の自然増しは概算要求の1

兆円から、診療報酬の実質マイナスや生活保護の

抑制などで6.000億円に抑え込まれています。

大企業に対しては復興特別法人税の1年前倒し廃

止で1兆円の負担減を見込んでいるとともに、公

共事業費についても、国際ｺﾝﾃﾅ戦略港湾の機能強

化に446億円、首都圏空港の強化に135億円な

ど、大盤振る舞いをしています。この間、政府が

増税の口実としてきた「社会保障のため」という

デタラメさが、ますます明るみになってきました。

毎月取組んでいる駅頭宣伝においては、「増税は

決まったから仕方ないと言える生活状況でない」

「年金は下がり、物価は上がる。どこを切り詰め

て生活していけば良いかわからない」という切実

な要求が、多く寄せられてきています。増税阻止

に向け宣伝・署名活動を更に推進し、増税反対の

強い国民世論を国政に届けていかなければなりま

せん。

１）確定申告の取り組み

①記帳学習会（申告前学習会）

今年から全事業所で記帳が義務化されます。国

税庁は「日々の金銭の出入りが分かれば良い」と

していることから、初めて記帳する組合員向けに

金銭の出入りと領収書・入出金伝票などが添付で

きる記帳用紙を作成しました。また、4月から消

費税税率が8％へ引上げられるのに伴い、例年の

所得計算書も改定されています。大変大事な学習

会になりますので、多くの組合員の参加をお願い

します。

〔と き〕1月20日（月）19時半～

〔ところ〕支部事務所

〔講 師〕高橋書記

②確定申告相談会

・昼間の日程 10時～（定員25人）

13時半～（定員25人）

2月13日（木）、14日（金）、17日（月）、

18日（火）、19日（水）

・夜間の日程 19時～（定員20人）

2月20日（木）、21日（金）、24日（月）、

25日（火）、26日（水）

・日曜 10時～（定員25人）

13時半～（定員25人）

3月2日（日）

・新規住宅取得控除、譲渡・相続等

10時～ 13時半～

3月3日（金）

◎特別税対部費と２０１４年度版手引き、所得計

算整理簿

◆青色申告 ２０００円 ◆白色申告１０００円

◆住民税のみ５００円

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



◆消費税 １０００円

◆源泉徴収年末調整 ５００円

◆手引き ３００円 ◆所得計算整理簿３００円

2）消費税増税反対駅頭宣伝

〔と き〕1月24日（金）17時半～18時半

〔ところ〕

①赤羽駅東口（北赤・赤羽・西が丘・神東）

②王子駅北口（十央・豊王・北東・滝野川・西ヶ

原）

〔参加要請〕分会5人

５．青年部の取り組み
スキー＆ボードツアー
と き ２月７日（金）夜発～９日(日)夜着

ところ 越後湯沢温泉（ＧＡＲＡ湯沢他）

宿泊先 ヴィラまつのや（1.5泊3食付き）

会 費 ２０，０００円

（女性は１８０００円、子連れ割引あり）

定 員 ４０名

締切：定員なり次第

※今月チラシを配布しましたので、お早めにお申

し込み下さい

6．当面の集会と行動
①区内現場賃金調査活動

◆日 持 1月27日（月）16時集合

◆場 所 支部に集合し区内現場に移動します

◆参 加 分会賃金対策部長

②1・28東京春闘決起集会

◆日 持 1月2８日（火）18：30集合

◆場 所 中野ゼロホール

◆参 加 分会2人

③2.6賃金引き上げを求める大集会

◆日 程 2月６日（木）１１時３０分

◆場 所 日比谷野音

◆参 加 分会4人

◆集 合 １１時に霞門でお願いします

④映画「ひまわり～沖縄は忘れない

あの日の空を～」上映会

米軍ヘリコプター、ジェット機墜落事件をモチー

フに日米地位協定、基地問題を映画化NHK朝の

連続テレビ小説あまちゃんの能年怜奈さん出演。

◆と き １月２５日（土）

10：00～19：00～（４回上映）

◆ところ 赤羽会館講堂

※チケット前売り￥1,000

（支部で５００円補助します）

※ひまわり上映実行委員会

／協賛 北区平和委員会

今月、下記の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。

①アスベスト訴訟公正判決を求める署名

東京、神奈川の両方に署名をして切り取らずに

提出して下さい。

⇒担当分会 北赤羽、赤羽、西が丘、神東

②TPP、消費税、社会保障請願書

⇒担当分会 十央、豊王、北東、滝野川、西ヶ原

★日 時 １月2６日（日）1５時30分～

★場 所 サンライズイベントホール

★会 費 男性４,000円、女性2,000円

※今月配布のチラシを見てすぐ申し込みを！

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．支部厚生文化部主催「仲間の作品展」にふるっ

て出品して下さい。見に来て下さい

◆日程 ２月１日（土）～２日（日）

10時から

◆会場 支部事務所４階・多目的ホー

ル

◆作品締め切り 1月30日（木）支部へ

◆出品ジャンル 写真・絵画・きり絵・ちぎり絵・

陶芸・彫刻・ｱｰﾄﾌﾗﾜｰ・なんでもＯＫ、とくに木工

作品など職人技の作品をお願いします。

２．本部「将棋・囲碁」大会の取り組み

★将棋大会：１月26日（日）

★囲碁大会：2月16日（日）

参加申し込みは支部までお願いします

３．無料法律相談会

◆日時 １月22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、事前に電話予約をして下さい

１月26日（日）本部後継者対策主催
「婚活パーティー」に参加しよう！

年末カンパ募金報告

年末支援のためのカンパをお願いしました。皆様の暖

かい支援ですべての分会から合計が

151,170円でした ありがとうございました




