
１．祝 春一番仲間作り4年連続
達成！

北支部は春一番仲間作り運動を４年
連続で達成させることができました。
新加入者は67名の目標に対して72名
の加入となりました。

１）組合員訪問で対象者を探そ
う！

６次1２日間の統一行動日を設定し
て取組んでいきます。対象者探しは何
と言っても「組合員の紹介」が一番の
近道です。各分会組合員訪問をお願い
いたします。

分会の統一行動日（★日程変更やセン
ター、分会出陣式などについては群長
さんが説明して下さい）

◆第１次4月14日(火)・15日（水）
◆第２次4月21日(火) ･22日(水）
◆第３次4月27日 (月)・28日（火）
◆第４次５月13日(水)･14日(木)
◆第５次５月20日(水)･21日(木)
◆第６次５月26日(火)･27日(水)

２）社会保険未加入問題がいよ
いよ待ったなしに！
社会 保険未 加入 問題 はこれ まで の

「加入指導重点期間」から「社会保険
加入者優先期間」に移行しています。

この間、いくつもの事業所で「従業員
を全員社会保険に入れないと仕事を出
さない」と言われた相談が増えていま
す。
「これまでの相談事例」
・清水建設 4月1日より2次下請け
以下も社会保険の加入を義務付けして
いる 、加入証明書を出してほしい出
せない場合は契約できない場合がある
・社会保険事務所より強制加入の通達
がきた
・戸田建設では2次下請け以下も社会
保険に加入しないと契約しないといわ
れた。

３)月間目標は１月組織数の3.5
％93人
★分会・支部目標と実績
分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王

目標 ７ ６ ５ ７ ８ 10

実績 ０ 0 ０ １ ０ １

分会 北東 滝野 西原 直属 北支部

目標 8 ６ 5 31 ９３

実績 １ ０ ０ ８ 11

２．統一地方選挙で要求実現！
選挙に行こう！
私たちの生活に密着した統一地方選挙
（北区）が4月26日（日）に行われ

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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春の仲間作り運動の成功と「組織
強化の裏付けのある仲間作り運動」
を進めて2700人組織回復実現を目
指そう！



ます。組合は政党支持自由の原則があ
りますが、組合の要求は次の通りです。
私たちの暮らしがかかった大事な選挙
です。組合員はもちろんのこと家族含
め選挙に行くようにお願いいたします。
「組合の要求」
・公契約条例実現
・原発再稼働反対
・平和を守る
・憲法を守る
・TPP反対
・土建国保を守る！
・消費税増税反対
・特定秘密保護法廃止
・集団的自衛権反対

３ 他人ごとではありません！
社会保険未加入問題、マイナン
バー制度学習会

この間、組合で取り上げてきた「社
会保険未加入問題」は深刻な状況になっ
てきています。一方、社会保険問題と
も連動する「マイナンバー制度」も来
年の1月よりスタートします。組合で
は内外に向け下記の日時で学習会を開
催します。決して他人事ではありませ
んので皆様のご参加お待ちしておりま
す。
資料の関係もあるので参加希望者は事
前に組合事務所に連絡をお願いいたし
ます。
日時：4月24日（金）14時から
場所：支部会館
★夜間は5月に予定しています。

４ 春の住宅デーを成功させよ
う

第３７回住宅デーは６月1４日（日）
に実施されます。
「今年の各会場目標」
・来場者・・・・分会組織人数
・参加者・・・・分会2割
・住宅相談・・・3件
・子供来場者・・・40名
◎子供来場者を増やす取組みを！
・各会場のチラシを会場近隣小学校に
配布してください。
・子供がいる組合員に声掛けをお願い
いたします。
・当日の呼び込みは非常に効果的です。
◎宣伝活動
宣伝用ポスターは5月分会執行委員会
で配布です。ポスターに関しては会場
周辺はもちろんのこと各組合員宅、セ
ンター等可能な限り張出をお願いいた
します。★役員さんに「貼っておいて
ねー」と渡すのではなく、拡大行動な
どで皆さんで張り出し行動をお願いい
たします。
◎第2回住宅デー実行委員会
日時：2015年5月22日（金）
参加者：住宅デー実行委員

４．第８６回メーデー
第8６回中央メーデーが代々木公園

で開催されます。青空のもと、たくさ
んの組合員と家族が参加されるように
お願いいたします。
◆日 時 ５月１日（金）午前１１
時開会
◆会 場 代々木公園
◆集 合 ９：30 原宿駅外橋にて

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

第67回定期大会開催報告
北支部定期大会は4月５日（日）北とぴあ飛鳥ホールを本会場に、代議員136名・特別

代議員11名・来賓25名の計172名で開催されました。大会では2700名支部実現に向け
「組織を拡大」「群強化・活性化」「公契約条例実現」「土建国保を守る運動」などが
確認されました。
「2015年度の支部新四役体制」
執行委員長 渡辺 勝二（豊 王・再）
副執行委員長 黒木 基男（西が丘・再）、岡村 茂寿（赤 羽・再）

中西 昭一（西が丘・新）
書記長 石川 信一（北東・新）
書記次長 中島 知行（西が丘・新）、和田 光太郎（直 属・新）



◆参 加 各分会１５人
※ 参加希望者は必ず分会にご連絡く
ださい

５．どけん共済について
１）共済推進の課題

どけん火災共済は自主共済であり、
他の民間損保や共済との競合の中にあ
りますが、優位性（掛金が安価、66％
の損傷で全焼など）を誇っています。
皆さんの加入によりどけん共済の財政
を支えています。

一方、自動車共済は団体割引制度を
活かし、安い掛金で加入できます。組
合では4月から6月にかけて春の共済月
間に取り組みますのでご協力お願いい
たします。

《火災共済》
◆目標：組織人員の1.5％
◆報奨 分会３件で分会に5000円
《自動車共済》
◆目標 分会組織３％

※加入者へプレゼント
・火災共済加入、口座登録者＝クオカー
ド５００円

・自動車共済加入＝クオカード１，
０００円

2）新入学祝い金
今年４月に、小学校、中学校に入学

したお子さんがいる、組合員のみなさ
ん、申請をお忘れなく。５千円の図書
カードをプレゼントします。

６．各大会、総会報告
○北支部青年部

◆部 長 安藤 秀基（北東）
◆副部長 秋間 紳 （西ヶ原）

稲垣 孝 （赤羽）
遠藤 正義（北赤羽）

◆書記長 占部 龍大（北赤羽）

○北支部主婦の会
◆会 長 千葉理恵（西ヶ原）
◆副 会 長 岡村恭代（赤羽）
◆事務局長 中島めぐみ（西が丘）

○北PALの会
◆会 長 栗木末蔵（西が丘）
◆副会長 黒木基男（西が丘）・藤原
芳司（豊王）・中田茂(豊王)・深堀和

敏(十央）・三橋利勝（西が丘）
◆事務局長 中西昭一（西が丘)
◆事務局次長 鈴木一二（神東）

○シニア北の会
◆会長 堀田晋作（十央)
◆副 会長 武 藤仁(北 東)、 畠山 忠雄
（北赤羽)、持田清（西ヶ原)、緑川明
（西が丘）
◆事務局長 星貢（北赤羽)

７．今月の集会
１ アスベスト駅頭宣伝
今月は選挙公示期間のために中止とし
ます
２ 消費税駅頭宣伝
今月は選挙公示期間のために中止とし
ます
３ 9の日宣伝
とき 5月8日（金）
時間 午後5時30分
場所 王子駅
参加者 分会2名

８ 今月の署名
だれでも安心して医療を受けるこ

とができる都民医療の充実を求める署
名
規模：群1枚

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

春の仲間づくり決起集会
のお知らせ

日 時 ４月19日（日）１７時
（分会四役支部役員学習会終了後）
場 所 北支部会館 ３階大会議室


