
1．春一番仲間作り運動を、群の力を
結集してやりきろう。
201４年の仲間作り運動が始まりました。

今年の「春一番仲間づくり月間」は１～３

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」「１月現勢維持で定期

大会を迎えよう」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

ながりを強化し、後継者育成」をさらに一

歩すすめ、脱退防止・組合定着・組合アピー

ルを前面に出し、’１４年の組織増勢のた

めの強固な土台となるような、仲間づくり

と仲間の組織定着・組織確立運動をすすめ

る必要があります。今回も地域広告誌「ぱ

ど」の掲載、ポスティング用の組合リーフ

の配布などでPRを強めていきます。１人の

情報は少なくても、群みんなの情報交換が

あればチャンスも広がってくるので、声掛

けと情報をお願いします。行動の重点は、

組合員訪問として職人や外注のいそうな事

業主、新加入者などピックアップしておこ

なう。脱退予定者や最近脱退した人に対し

て訪問電話かけを計画してください。

各分会の目標と実績は以下の通りです。

◆目 標 １月～３月23日までの3ヶ月

合計で６６人

⇒分会の目標（ ）人

◆統一行動２月・３月で3次・８日以上の

行動実施を予定しています

基本日程

2月＝ 13(木)・14(金)・20(木)・21(金)

3月＝ 13(木)・14(金)・19(水)・20(木)

※分会の行動日程とセンターは、群長さ

んが説明を！

（ ）

◆組織強化・組織結集と結び付け行動を

この時期に取り組む「確定申告相談」や

「労災保険加入促進」など業務の推進、分

会群では、総会に向け、各会議の参加率の

引き上げ、全世代型分会の確立、分会独自

の交流の取り組みを通じ、頼れる組織を作

り上げ、新しい仲間を迎え入れましょう。

２．仲間の生活事業を守れ！
消費税増税に反対しよう！

内閣府が発表した12月の景気ウォッチャー

調査は2ｹ月連続で上昇していますが、消費

者態度指数では「足踏みが見られる」と4ｹ

月ぶりの下方修正がされました。暮らし向

きや収入の増え方の指標も悪化しています。

1月の日銀経済報告では国内全地域が回復に

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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春一番のスタートを成功さ
せ、群･分会の強化で、2014
年組織実増の土台を築こう！！

各分会の目標と実績（２月７日現在)

分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王

目標 ５ ４ ３ ５ ６ ７

実績 １ ０ １ 1 0 ４

分会 北東 滝野 西原 直属 北支部

目標 ６ ５ ４ 21 ６６

実績 0 1 0 11 １９



あるとしましたが、円安、

増税前の駈込み需要、公

共投資による景気回復で

本格的な回復でないのは

明らかです。

消費税の引き上げまで

70日と迫りましたが、増

税→物価上昇→可処分所

得の減少で個人消費を冷

え込ませ、景気回復どころか日本経済を出口の見

えない不況に陥れることが明らかになってきまし

た。3月は重税反対行動が予定されていますが、

この取組を消費税増税中止や賃金・単価の引上げ

などの諸要求をかかげた地域での大運動として位

置づけ、重税反対行動と結合した宣伝行動を大規

模に開催していきます。

◆3・13重税反対統一行動・集団申告にみ

んなで参加しよう
2014年の3・13重

税反対全国統一行動は、

日本国憲法を税財政に

生かし、生活費非課税、

歳出は国民生活の向上

中心を求め、不要不急

の公共工事見直し、軍

事費の削減、企業・大

金持優遇税制の是正で財政再建をめざし、憲法第

9条を空文化する集団的自衛権容認阻止、特定秘

密保護法廃止、原発再稼働反対・脱原発、ＴＰＰ

参加反対、社会保障改悪反対、賃金引き上げと貧

困を無くせなどの国民的な要求を掲げ、安倍政権

の暴走をストップさせる全国各地で一斉にとりく

まれる重要な集会です。大きな力を見せ付ける為

にも、確定申告をしない仲間も怒りの声を結集し

参加しましょう。

◆日 持 3月1３日（木）10：00より

◆場 所 王子駅前・三角公園 集合

３．確定申告相談会について
１月の確定申告学習会も終わり、支部での確定

申告相談会の受付が始りました。2014年1月か

らは300万円未満の白色申告者にも記帳と帳簿

の保存義務が課せられ、日常的な記帳が必要にな

りました。自主記帳、自主計算、自主申告、をつ

らぬくためにも支部申告記入会へ参加しましょう。

この一年間で新しく組合へ加入した群の仲間には

相談会への参加をぜひ呼びかけてください。

１）申告記入相談会
あとの日程になるほど混んできますので、早め

の予約をおすすめします。

所得税（事業・給与・不動産・年金）や消費税

の計算と申告書作成を行ないます。

《相談会日程》（全12日間です）

【昼間の部】午前 10時開始（25名定員）

午後 13時半開始（25名定員）

13日（木）～19日（水） （土日除く）

【夜間の部】19時開始（20名定員）

20日（木）～26日（水）（土日除く）

【日曜の部】

３月２日（日）

午前 10時開始（25名定員）

午後 13時半開始（25名定員）

【住宅ﾛｰﾝ控除新規・譲渡・相続など】

⑫３月３日（月）午前…10時開始

午後…13時半開始

◆持参する物 申告書・収入や支出のわかる帳簿

等、前年の申告書控、生命保険小規模共済の控除

（掛金）証明書など。また扶養家族の所得を確認

しておいて下さい。

４．厚生文化からのお知らせ
★自転車保険制度改定
自転車保険の制度改定について、引受先の日本

興亜損保より、大幅な掛金引き上げが提起されて

きました。補償内容の検討を重ね、7月1日加入

分から以下の内容に改定されることとなりました。

◎死亡・後遺障害が本人・配偶者800万円から3

00万円に、親族500万円から200万円に、通院

給付が本人・配偶者1,500円から1,200円、親

族1,000円から500円と補償額が下がりますが、

入院保障を本人・配偶者3,000円から7,000円、

親族1,500円から4 ,500円と引き上げ、日常賠

償は5千万円から１億円へと引き上げます。掛金

は年額3,000円から4,500円（制度維持費込み）

に改定となります。

改定された制度は2014年7月1日発効分からと

なります。制度改定後の補償・掛金などについて

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

2014年度国保料についての報告
２月の中央執行委員会で来年度の土建国保料

が確認されました。

仲間の予算要求運動・ハガキ要請の運動成果

により、国と都の補助金は一人当たり単価で増

額を勝ち取りましたが、高齢者医療制度の支援

金・納付金の負担増により、単年度収支がマイ

ナス収支となり、今後の安定運営のために1世

帯平均405円の保険料に引き上げが必要となり

ました。３月には個別に「2014年度保険料通

知」が送られますが、今月の群会議での周知が

必要となるため、別紙の討議資料の保険料を確

認しながら、読み合わせをお願いします。



現在加入している組合員へ個別に周知を実施しま

す。

５．平和の取り組み
安倍政権は憲法の立法改憲・解釈改憲を国会

の数の力で強行にすすめ、日本を「戦争ができる

国」に作り上げようとしています。今後の国会で

は国家安全保障基本法案や集団的自衛権の行使容

認を企らまれています。支部では本部提案とも連

携し、地域から「改憲策動阻止」「戦争反対」の

声を広げていきます。

1）９の日宣伝

◆日 持 ３月７日（金）1６：30より

◆場 所 王子駅頭

◆参 加 分会２人

2）「さようなら原発in三角公園」

今年の反原発・原発ゼロをめざす取り組みは

王子駅前公園にて開催します。

◆日 持 ３月1６日（日）1３：30より

◆場 所 王子三角公園 13時集合

◆参 加 分会10人以上

３）特定秘密保護法廃止に向けた

「北区アクション」への参加

北区労連が中心となって秘密保護法廃止に向け

た地域運動の呼びかけがあり、北支部としても実

行委員会へ参加していきます。

＜当面の活動提起＞

・アクション行動（毎月６日の駅頭宣伝＆リレー

トーク＆シュプレヒコール）

・署名活動 ・学習会

・お散歩デモ（商店街練り歩きなど）

★3月のアクション行動

◆と き ３月６日（木）１９時～２０時

◆ところ 赤羽駅西口

◆参 加 分会２名（以上でもOK）

６．集会の取り組みより
※それぞれの集会参加は必ず事前に分会に

申し出て下さい。
①定例消費税駅頭宣伝

◆日 持 2月2４日（月）17：30より

◆場 所 王子駅北口集合

◆参 加 分会５人

②北区怒りの総行動

◆日 持 ２月１９日（水）18：30より
◆場 所 王子駅前公園（三角公園）

◆参 加 分会２0人

③アスベスト定例駅頭宣伝

◆日 持 2月2０日（木）17：30より

◆場 所 王子駅北口集合

◆参 加 分会２人

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。３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 十央、豊王、北東、滝野川、西ヶ原

②TPP、消費税、社会保障請願書

⇒担当分会 北赤羽、赤羽、西が丘、神東

③特定整備路線 補助86号線中止の署名

赤羽分会センターのある志茂1丁目の中心に2

0ｍの道路と両側30ｍ、計80ｍの延焼遮断帯を

作ろうというもので地域住民の多くが反対してい

るにも関わらず、都は測量を始めようとしていま

す。

分会担当は赤羽、西が丘は全員分その他の分会

は群3枚の署名にご協力をお願いします。

★★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

○空調設備 （常用） ２人～3人

ヒラタ工業㈱ （事業所）

3824-6371

○型枠大工（常用・見習い） 4人～5人

近藤工務店（北赤羽分会）

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.青年部大会

◆日 時 ２月１６日（日）10：00より

◆場 所 支部事務所4階

◆参 加 青年部員と青年組合員

２．主婦の会総会のお知らせ

◆日 時 3月2２日（土）1１：00より

◆場 所 支部事務所3階

◆内 容 午前：講演「食の安全と情勢」

※参加希望は分会主婦の会に申し出てくだ

さい。

３．無料法律相談会

◆日時 2月2６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



3907-6237、090-3542-2546


