
今年は「平和と憲法を守る運動
を継続」「公契約条例制定をめ
ざす」「組織強化で嵐に揺るが
ぬ組織を建設する」1年としましょ
う！

皆さん新年明けましておめでとうご
ざいます。昨年は「消費税８％への増
税」に始まり「集団的自衛権行使閣議
決定」「特定秘密保護法施行」など私
たちの暮らし、生活を脅かす悪法が次々
に強行されました。一方では廃止には
ならなかったものの「消費税10％増
税1年半延期」は「私たちの 運動」
「国民の訴え」が届いた結果といえま
す。一方、自民党谷垣幹事長は元日に
「今年は憲法改正実現に向けた議論を
国民の理解を得ながら進める」と表明
しました。今年は安倍政権の軍事国家
戦略が本格化する年となりそうです。
組合は今年も引続き「平和運動」「憲
法改正反対運動」を強化することと仲
間の賃金を引き上げる「公契約条例」
制定運動さらには「嵐に揺るがぬ組織
建設のために組織強化運動」に取組み
ます。様々な諸課題がありますが今年
も1年楽しく組合運動に取組んでいた
だけるようにお願いいたします。

２．「年末拡大」「春一番」「組織強
化」の取り組み
①年末拡大の結果１％増勢実現2665
人支部へ

12月に行われた「年末拡大」の結
果北支部は2年連続増勢を勝取り266
5人支部となりました。ご協力ありが
とうございました。

②春一番仲間作り月間
今月から春一番拡大月間のカウント

がはじまりました。
仲間作り行動は以下
の日時で取組みます。
これからの時期は各
分会、分会総会に向
け大事な時期になります。「新役員の
発掘」「組織強化」について話し合を
お願いいたします。
◆目 標 １月～３月２４日までの3ヶ
月合 計で６７ 人

⇒あなたの分会の目標（ ）人
◆統一行動

1月～３月で３次８日間以上
基本日程
2月＝ １０(火)・１３(金)・

※18日（水）19日（木）20(金)のう
ち2日間

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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あけましておめでとうございます

２年連続組織実増2665名へ！
今年は2700人支部到達を目指
そう！



3月＝ 5日（木）・6日（金）
※18日（水）・19(木)・20(金)のう
ち2日間
◆春は新入社員等も多くなるので訪問
が鍵です。その他
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 よろしくお願いいたします。

３．２月集団健診のお知らせ
201４年度 後となる組合集団検診

を下記の日程で
取り組みます。
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
会議で再度お話
しお願いいたし
ます。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。
◆日時

①２月7日（土）北診療所
②〃 8日（日）王子生協病院
③〃 10日（火）赤羽東診療所
④〃１５日（日）桐ヶ丘診療所
⑤〃２２日（日）北支部
⑥2月24日（火）赤羽東診療所

※時間は①②④⑤は午前9時、③⑥
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。

4．税金対策部の取り組み
今年4月より消費税は８％に増税さ

れました。政府は「増税分は社会保障
に使う」と言っていますが、実際には
社会保障は後退しています。その上、
2015年度税制改正においては大企業

には法人税の実効税率引き下げが行わ
れようとしています。一方、中小企業
はこうした恩恵も受けることが少なく
増税だ けがの しかかり ます。税 金は
「応能負担」が大原則であり今こそ公
平な税制確立が必要となります。
１）確定申告の取り組み
①記帳学習会（申告前学習会）

4月から消費税税率が8％へ引上げら
れたのに伴い、例年の所得計算書も改
定されています。多くの組合員の参加
をお願いします。
〔と き〕1月２２日（木）19時半～
〔ところ〕支部事務所

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１６日（月）、１７日（火）、

１８日（水）、１９日（木）、２０日
（金）
・夜間の日程 19時～（定員20人）
※夜間は時間の関係もあり,複雑な申告
相談の受付はできません。複雑な相談
は昼間か日曜日にお願いいたします。
2月２３日（月）、２４日（火）、２
６日（木）、２７日（金）
複雑な方はこちらを申込下さい
・3月1日（日）10時～（定員25人）

13時半～（定員25人）
・新規住宅取得控除、譲渡・相続等
◆青色申告 ２０００円 ◆白色申告
１０００円◆住民税のみ５００円 ◆
消費税1000円
◆手引き300円、所得整理簿300円

５ 知っておこう！北区引越
し助成制度について（住替え家
賃助成制度）

これから引越しのシーズンとなりま
す。次の対象の方は北区引越し助成制
度が受けることができる可能性があり
ます。詳細は支部事務所までお問い合
わせください。
「条件」
・18歳未満の子供2人以上扶養、同居
している
・北区に1年以上居住していること
・ 低住居面積を確保し、転居前より
広い住宅であること

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



・転居前と転居後で家賃の差額がでる
こと
・住民税を滞納していないこと
・家賃を滞納していないこと
・専用の風呂、台所、トイレがある
・その他助成を受けていないこと

①住替え家賃補助制度
前記条件にあてはまるファミリー世

帯が区内民間賃貸住宅から区内民間賃
貸住宅に転居し、家賃の差額が出た場
合
「助成額」
1年目 転居後の家賃差額（上限2万円、
100円未満切捨て）
2年目 1年目の3分の２
3年目 1年目の3分の１
「対象外」
・公営、公団、UR等公的賃貸住宅
・社宅や寮、親の所有する住宅
・一定の収入以上の方

②転居費用助成制度
前記条件にあてはまるファミリー
世帯転居費用（礼金、仲介手数
料）について
「助成額」
合算合計30万円まで

6．当面の集会と行動
①消費税駅頭宣伝
日 時 1月２６日（月）17時30分

場 所 赤羽駅東口
参加者 分会2名

②東京春闘決起集会
日 時 1月２７日（火）18：30
場 所 中野ゼロホール
参 加 分会１人 執行委員6人

③9の日宣伝
日 時 2月9日（月）16時30分
場 所 王子駅
参 加 分会2名

④建設春闘決起集会
日 時 2月１３日（金）13時
場 所 日比谷野音
参 加 分会６人

⑤アスベスト定例宣伝
日 時 2月20日（金）17時30分
場 所 王子駅
参 加 分会2名

７ 今月の署名
① 憲法生かして安全・安心の医療・介
護の実現を求めるハガキ署名
規模 全員
※ハガキは切り取らないで、支部にも
どしてくださいください

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」に出品して、見に来て
下さい
◆日程 1月31日（土）～2
月1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２９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 青年部スキー
とき：2月13日（金）から2月15日
（日）
集合：王子駅前コナカ前 21時45分
ところ：湯沢高原スキー場
費用：男性20000円、女性18000円
子連れファミリー45000円（4人）
高校生15,000円

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156,710円でした ありが
とうございました

世帯数 総所得金額
4人 8,352,000円以下

5人 8,752,000円以下

6人 9,112,000円以下


