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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春一番仲間づくり大詰め!!
全分会達成で14年度実増の土台と、
組織結集・確立強化のために、仲間
との対話訪問活動をすすめよう！
１．春一番仲間作りを最後まで・達成まで
頑張ろ う！

●分会の目標
（
）人←群長さん
●最新の拡大数 （
）人 報告を！
【みんなで群の目標･取組みを決めましょう】
①対象者（組合に加入させたい人）を探そう！
●対象者（
）さん←
紹介
●対象者（
）さん←
紹介
②３月の第3次統一行動に参加しよう
どうしても統一行動の参加者が（春・秋の
月間に比べ少なくなりがちです
●３月 日（
）
参加する人（
）（
）

春一番の仲 間作り運動 も、
この ３月がラストスパ ートで
す。 この春一番仲間づ くり運
動は、１３年の５年ぶり実増を受け、組織増
勢を方向づける２０１４年の仲間づくり運動
の土台となるべく取り組んでいます。2月ま
での成果は昨年とほぼ同じペースですすんで
います。3月は年度末という事で、仕事はも
ちろん組合活動も忙しい中ですが、仲間作り
から見た場合には、分会総会や労災の更新、
確定申告相談など、仲間と対話する機会が多 2．分 会総 会、支 部定期 大会 をみ んなの
くなる時期であり、また、加えて今年は社会 参加で成功させよう！
保険未加入問題が現場や省庁・役所で具体的
分会総会や支部大会は、1年間の活動を振
に取り組まれており、一段とその関心は高まっ り返って「よかった事」「悪かった事」の意
ています。支部では「社保問題の相談は組合 見・感想を出し合ったり「こんなことをして
へ」をさらに広げ、各分会でも仲間との対話 欲しい」という要望を上げて、次年度へ向け
材料として周知していきます。この点からも、 て「より良い活動方針」を話し合い、交流を
ここ数年の北支部の特徴ともなっている、つ 深めるものです。そして組合の活動を進めて
ながりを活かした対象者を広げるチャンスと いくために新年度の役員体制を決めていきま
いえます。春一番をやりきって今年の目標達 す。特に分会総会は組織人数の２０％以上の
成への大きなバネとしましょう。
参加者で大いに交流を深めましょう。まだ総
★ 分会・支部目標と実績 （３月7日現在）
会や大会に参加したことがない方、自分の組
分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王
合だから、是非参加して、自分の思っている
目標
５
４
3
５
６
７
ことを運動に反映させてみて下さい。
実績
1
4
2
7
1
6
①分会総会
分会
北東
滝野 西原
直属
北支部
◆日 時
月
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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

◆会 場（
◆参加者

）
人⇒群では？（

）

②北支部第６６回定期大会関係
◆日 時 4月６日（日）AM９:45開始
◆会 場 北とぴあ・飛鳥ホール（１３階）
◆群の代議員⇒どなた？ （
）
※今月、予算案のダイジェスト版を群に配布し
ていますのでお目通し下さい。

3.各専門部の取り組み
1) 仕事対策の課題
仕 事対策 の課 題では 、新 年度
に向 けた 住宅 デー 実行 委員会 の
立ち 上げ と、 １４ 年度 も継続 事
業と なっ た「 北区 住ま い改修 支
援事 業」 （リ フォ ーム 助成） の
宣伝・周知の取り組みをスタートさせます。
①2014年度北区リフォーム助成
「住まい改修支援事業」
北区は組合の要望通り2014年度も仕事確保に
大きく 効果が 見込め る北 区リフ ォーム 助成事 業

平成26年度
健康保険証交換会のお知らせ

「住まい改修支援事業」をスタートさせます。群
会議の話題や機関誌などで組合員向け宣伝を行う
とともに区民向けには住まいづくりセンターでチ
ラシ宣伝を実施します。
★★「主な概要」★★
・2014年4月1日以降のリフォーム工事（10万
円以上）が対象
・北区住民が北区内小中建設業者を利用してリフォー
ム工事を行うこと
・工事代金の20％が助成される（上限10万円）
・工事助成金 の申請は2014年6月1日以降とす
る
・工事助成金は先着となります。
②第37回住宅デーに向けて
６月１５日の住宅デー本番に向けて実行委員会
を開催していきます。会議の中では子供を多く呼
べる企画の立案や会場確保の話し合いなどしてい
く予定です。
2）賃金対策の課題
国土交通省は２月から適用された新設計労務単
価を技能労働者への賃金支払いに適切に反映させ
国保加入本人と19歳以上の家族全員への配布で
す。紛失した場合は再発行手続きが必要となるので、
なくなさいよう「保険証から切り離さないで」保管

◆新年度保険証交換手順が決まりました。
３月２０日ごろ到着で「保険証交換案内ハガキ」も

して組合健診受診の時に提出下さい。
⑥「ディズニ－リゾート特別割引券」は例年同様希

出しますが、この群会議で仲間同士、交換方法や注
意点を確認しあいましょう。特にこの１年以内に加

望者に、支部事務所来所の上お渡しします。
⑦半透明の保険証カバーは今年は交付がありません。

入した人は「初めての交換」ですので、よく説明し
てあげてください。

⑧今年も「A5サイズ」の「2014年度版国保ガイ
ド」を保険証交換時に国保加入者全員に配布します。

◆新年度保険証交換の方法は群長さんから説明を
分会 ・ 群 単位でおこなう

「宿泊旅行補助申請書」と「インフルエンザ予防接
種補助申請書」の２通がガイドに折り込んでありま

★分会単位の場合
●日 時 ３月 日（

す。合わせてご利用下さい。
【注意点】

）午前・午後

時

●会 場 （
★群単位の場合
●日 時 ３月 日（
●会 場 （
◆保険証交換の留意点

）午前・午後

時

分～
）

①保険証渡しについては「名前」「住所」「生年月
日」など間違いがないか受け取った時点で必ず確認

分～
）

してください。
②現在お使いの25年度保険証で、住所変更や家族
の増減などの手続きは、3月21日～4月1日は本部

①交換できる人…４月分まで納入済み者
②１ヶ月滞納者（４月分のみ）は群に配布する→交

国保組合の処理が出来ませんので、新年度保険証に
交換してから、4月2日以降支部までお手続きをお

換時に４月分を納める
③２ヶ月滞納者…支部預かりとなりますが、３月時

願いします。もし、26日の直前に手続きをされて
いる方は交換会では新年度保険証をお渡しできない

点で３ヶ月以上滞納者は２２日までに解消すること
が前提です。

のでご注意下さい。
③2014年度中に75歳になる方

④今年も健康診断受診券が
保険証にくっついています。

保険証の有効期限が75歳の誕生日までで、家族は
組合員誕生日の翌日までの記載となっています。

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

るよう、業界団体や都道府県、政令市に要請しま 4．労災保険の年度更新手続きの案内
した。組合として新設計労務単価の履行と適切な
201４年度労災保険の年度更新の時期にな
賃金引上げを実施させ、法定福利費確保の運動を りました。下記の日程で更新手続きを行ない
この春に向けて大きく取り組んでいきます。
ます。合わせて「賠償責任保険・上乗せ労災」
支部では賃対部中心に２月３日に実施したキャラ の更新手 続きも行ないま す。また、 社保未加
バン行動において「平成26年度公共工 事設計労 入対策の課題を進める上で、今年度の労働保険年
務単価引上げ」を要請しました。その結果、北区 度更新は、雇用保険適正適用をすすめる大事な取
では２月７日付けで新労務単価適用を発表しまし り組みになります。この点についても労働保険年
た。また、賃金ポスター貼り出し行動でも、すで 度更新時に後日おこなう説明会の案内をいたしま
に掲示されている現場があったり、その場でポス す。
ターを貼ってもらうなど目に見える形で運動の進
◆事業所労災年度更新受付日
捗がわかりました。
３月2４日（月）～27日（木）
②働き先アンケートの結果とお詫び
AM10時～ P M13：30～
2月に実施した「働き方アンケート」は３２１
◆雇用保険、事務所労災
枚が回収できました。早速、春の大手企業交渉に
4月14日（月）～18日（金）
活用していくこととします。また、この取り組み
AM10時～ P M13：30～
について議案、群会議の話題に載せておらず、混
※個別で日程を知らせていますが、都合がつか
乱を招いてしまったことを深くお詫びいたします。 ない場合は事前に連絡をお願いします
個人情報についての説明についても不足しており
申し訳ありませんでした。携帯・FAX・アドレス 5. 集会＆署名などの取り組み
については今後運動をすすめる上で、組合員の皆
※それぞれの集会参加希望者は必ず群長さんに
さんにいち早く情報を伝えていくために使用いた
申し出て下さい。
します。外部への情報漏えいはこれまで同様厳重 ①定例消費税駅頭宣伝
に取り扱っていきます。
◆日 持 ３月24日（月）17：30
◆ところ
1）十条ｷﾝｺｰ堂（北赤・赤羽・西丘・神東・十央）
2）王子駅北口（豊王・北東・滝野川・西ヶ原）
群３役学習会日程決まりました
〔参加要請〕分会5人
新年度の「群３役」のみなさんを対象にした学
習会で、「群の役割」「群役員の実務」を学習し
ます。今年は一日開催で、参加対象は昨年同様、
役員経験3年以下の方に限定します。
◆日
◆会

時
場

4月2日（水）19時30分～
支部事務所３階

群会計学習会について
分会財政部主催で、４月を中心に開催します。
参加対象は会計経験3年以下の方で行なう予定で
す。詳細は来月報告します。

お知らせ・その他
1．青年部のお知らせ
青年部大会
◆日時 3月30日（日）13：00より
◆場所 支部事務所3階 ◆参加 青年部員
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
◆参加 主婦の会会員

② アスベスト定例駅宣行動

◆日
◆場
◆参

時
所
加

3月20日（木）17：30より
王子駅北口
分会2人

③秘密保護法の廃止を求める請願署名（全建総連）
憲法で保障された私たちの主権・国民の知る権
利を奪い、「戦争できる国づくり」へ暴走する悪
法を広範な国民世論と運動で廃止させましょう。
※今月各群１枚で取り組みます

3．シニア北の会総会のお知らせ
◆日時 3月24日（月）18：00より
◆場所 支部事務所3階
◆参加 シニア会員
4．無料法律相談会
◆日時 ３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、予約をお願いします

「いつでも、だれでも、どこでも、安心して医療を受けることができる都立病院を求める」署名
※群5枚の署名を取り組みます

