
１．春の仲間作り月間」前半が終了！
4月は昨年を上廻る加入がありました。
１）５月７日現在までの拡大状況に
ついて

4月20日の「決起集会」は100名の
仲間で全分会目標達成・組織実増の意思
統一をしました。7日現在、支部全体の
月間成果は昨年を大きく上廻る５１名と

昨年を８名上廻る成果となっています。

★分会・支部目標と実績 （5月7日現在）

分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王

目標 7 6 5 7 8 10

実績 １ １ ２ 3 ３ ６

分会 北東 滝野 西原 直属 北支部

目標 8 7 5 ３０ ９３

実績 ７ ５ ４ １９ ５１

分会別では「北東分会が６名」「西ヶ
原分会が4名」と早くも分会目標達成ま

であと1名となっています。その他「豊
王分会6名」「滝野川分会5名」「直属
19名」と昨年を上廻る成果が特徴的で
す。中々成果に結びつかなかった北赤羽
分会、赤羽分会も4月中に1名の加入が

あり後半戦に弾みを付けました。支部事
務所には連日の加入成果があり、5月攻
勢に向けて勢いをつけています。５月以
降も分会組織強化運動をすすめながら仲
間との対話量を引き上げ、全分会目標達
成・全分会組織実増を目指しましょう。

2）「春の仲間づくり月間」
これまでの特徴点と今後
の取組み
★元組合員・新入社員がぞ
くぞく加入中
建 設 産 業 は 「人材不足」
「豊富仕事量で生活が安定
してきた」など状況が大きく変わってき

ています。
分会内事業所や組合員訪問を通じて新し
い入職者がいたら「土建への加入」を進
めてください。
★元組合員に再度アピールを
以前組合を脱退した時は「仕事がなくて

組合費が支払えない」などやむなく脱退
した組合員も沢山います。現在は状況が
変わりこうした元組合員も「仕事が沢山
あり安定している」「労災保険がどうし
ても必要だ」と感じている方が多くいま

す。元組合員にも声掛けをお願いしてく
ださい。
★お知り合いの事業所や同業者にも声か
けを
社会保険未加入問題で困っている事業所

や同業者は沢山います。「困ったことが
あれば組合（北支部）に相談しよう」を
合言葉にお願いします。

◎統一行動日は複数の群で参加しよ
う
①分会の統一行動日（日程やセンターの

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
２０１４年５月 №３８２

東京土建北支部

北区王子1-13-3

TEL ５３９０－６０２１

仲間作り月間後半戦！全分会目
標達成を合言葉に、2650人支
部実現を目指そう！



変更がある場合は群長さんが説明して下
さい）
◆第５次 ２１(水)・２２(木)
◆第６次 ２７(火)・２８(水)
◆統一日曜行動 5月１８日（日）を中
心に 組織活動の一環として設定します。

訪問行動などのほか、交流会や相談会
をからめた行動を計画してください。
②群からの参加者を決めましょう
●第５次＝ （ ）（ ）
●第６次＝ （ ）（ ）
● 休日行動＝（ 日）

２．春の住宅デーの取り組み
大量宣伝行動で北区中にポスターを掲
示しよう 第３７回春の住宅デーがい
よいよ６月１５日（日）に開催されます。
昨年同様にポスターの2500枚張り出し
運動や、回覧板で１万１千枚掲載、北区
公報への掲載、など大量宣伝に取り組み
ます。各分会でも催し物が決定し、これ
から本番当日に向け今後準備が本格化し
ます。群では分会執行委員会の報告をも
とに、群としての住宅デーの参加取り組
み方法を話し合ってください。より多く
の参加で住宅デーを盛り上げていきましょ
う。5月分会執行委員会で住宅デー催しを
決めて支部に報告お願いいたします。報
告を元にチラシを作成します。

★今後の取り組み 各分会で
１ 、子供を多く会場に呼び込む企画を
今年の住宅デーも昨年同様建設業人材

育成事業として取り組みます。そのため
各会場に多くの 子供を集めなければな
りません。楽しい子供向 け企画で当日
は家族ぐるみの住宅デーを実現しましょ
う。

２、ポスター作戦
ポスターは必ず30枚以上を張り切るこ
とをお願いいたします。ポスターは分
会拡大行動で組合員訪問をする際に持

参しポスター掲示をお願いしてくださ
い。

3、6月１５日当日の取り組み
◆分会の取り組み

●催し 支部に報告お願いします。
（ ）

◆群からの参加者を決めましょう
お子さんがいる組合員に当日子供連

れで参加 するよう重点的に呼びかけ
てください。

●参加する人→（ ）（ ）

３．8月1日以降の国土交通省発注公共
工事現場で社会保険未加入業者排除
が決定！
国土交通省は8月1日以降国の公共工

事現場において「元請」「一次下請」
について全員社会保険的加入が義務付
けられ、未加入が発覚すると元請に工
事契約代金1割のペナルティが課せら
れます。2次下請以下については「施
工体制台帳で社会保険の加入状況を確
認し未加入が発覚すると厳しい加入指
導を行う」ことになりました。国土交
通省はこの通達を東京都や北区など各
行政に出しています。組合としては北
区に対して8月以降北区発注工事現場
において、業者の強制排除を行わない
ように要請します。

４．社会保険と土建国保の正しい認識
について
社会保険未加入問題に関して契約企業
や現場監督から「土建国保と厚生年金
の組合わせではだめ、健康保険は社会
保険（協会健保）にするように」と誤っ
た指示が出ているようです。国土交通
省の通達にもありますが「土建国保と
社会保険（協会健保）は同等」であり
「土建国保を協会健保に変える」必要
はまったくありません。仲間で困って
いる方がいたら「組合事務所に相談し
よう」とお伝えください。

５．記帳説明会
4月より消費税が8％に引き上げられて
しまいました。仕入控除の関係で「手
間請け労働者の外注化」が進んでいる
ようです。手間請け労働者だと計上で
きる経費が少なく、課税所得が膨らむ

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

仲間づくり月間ご苦労様会
全分会目標達成して、お祝いをしましょ

う。豪華料理も揃えますので当日は1名で
も多くの組合員・家族の方に、支部事務所
にお越しいただくよう声掛けお願いします。
◆日 時 5月3０日（金）19：30
◆場 所 北支部会館3階



ことが予想されます。組合ではこうし
た対策を含めた「記

帳学習会」を下記 日
時で実施します。

日時：6月8日（日）
午後4時から
場所：支部事務所
参加希望者は当日支

部事務所に直接お越し
ください。

６．住宅リフォーム助成を利用しよう！
4月1日より北区リフォーム助成制度が再
開しました。消費税増税後でリフォーム
工事が少なくなっているようですが「最
大20％助成（最高額10万円）」の助成
がある北区リフォーム助成制度を活用し
て仕事確保に役立ててください。申請書
などの相談は支部事務所までご連絡くだ
さい。

７ 7月の集団健診の日程
仲間の命と健康を守る取り組みとして

年3回取り組んでいる、今年度最初の集団
健診の日程が7月の土曜、日曜中心に決ま
りました。今月全員分の申込書つきチラ
シを配布しましたので早めの申し込みを
お願いします。

８．春の共済推進月間の取組み
春の共済 月間が6月一杯まで取組まれてい

ます。春の仲間作り月間と併せて加入を推

進してください。なお加入目標と成果は次

の通りです。
①火災共済

支部目標＝組織１％ 26件

分会報奨＝分会5件で5000円

※5月2日時点 1件加入

②自動車共済（見積もり）

支部目標＝組織1.5％ 39件

分会報奨＝分会5件で5000円

※5月2日時点2件見積もり

９、集会･署名･その他の取り組み
※それぞれの集会参加希望者は必ず群

長さんに 申し出て下さい。
①アスベスト定例駅宣
◆日 時 5月20日（火）17：30
◆場 所 王子駅
◆参 加 分会2人

②定例消費税駅頭宣伝
◆日 時 5月２３日（金）17：30
◆場 所 王子駅集合
◆参 加 分会５人
③定例特定秘密保護法案廃止行動
◆日 時 6月6日（月）19：００
◆場 所 赤羽駅西口
◆参 加 分会2人
④９の日宣伝行動
◆日 時 6月９日（金）17：30
◆場 所 王子駅北口
◆参 加 各分会2名

⑤今月の署名
１「なくせ公害・守ろう地球環境国民
署名」
すべての公害被害者の救済と原発ゼロ・
再生可能エネルギーへの転換を求める
署名 群1枚でお願いします

２「消費税・ＴＰＰ署名」
消費税増税中止とＴＰＰ参加反対を求
める署名です。 組合員全員署名をお
願いします。

３「震災復興、国民の安全安心実現署
名」
遅れている震災復興について公共工事
を生活・防災優先工事にすることと、
公正な賃金が労働者に支払われるよう
に求めます。 群1枚でお願いします

⑥無料法律相談会
◆日 時 ５月２８日（水）１４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、事前に電話予約を支
部事務所まで

１０．今月の求人情報
・谷防株式会社
組合員名：谷川翔太
住所：北区上十条
電話：０７０－６６７１－３３０６
職種：防水工
募集人員：5人以上
※18歳から40歳ぐらいまで 普通免
許あればなお可 見習い可

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


