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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秋の仲間づくり運動、全分会
目標達成で2700人支部を実現
させよう！
１．｢秋の大住宅デー｣1万人
の来 場者で 大成功 、2700人 支
部実 現めざ し分 会・群 一丸 と
なり 全分会 目標 達成が んば ろ
う！
9月 ２７日（日） 秋の住宅デー は早
朝の雨が心配されましたが、その後雨
もあがり（組合員の日頃の行いです）
無事開催することができました。来場
者は昨年より若干少ない1 万人でした。
当日は太田国土交通大臣や区長も来場
されました。一方、仲間づくり運動は
大型連休と雨にたたられた影響で、昨
年より成果は少ない結果となりました。
10 月は 加入攻勢 で全分会 目標達成 を
目指し、 11 月には2 7 00 人支部 実現
を目指しましょう。
☆「行動の特徴点」 ☆
１ 事業所より社会保険未加入問題で
の加入、相談がきた。
２ 雨にも負けず行動した分会があっ
た。
３ 住宅デー新しい参加者がいた

①.拡大目標と拡大成果
秋の拡大月間目標と月間実績（10/８現在)
分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王
目標
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８
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実績
１
３
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７
分会
北東 滝野 西原
直属
北支部
目標
11
8
6
37
１１９
実績

９
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② １０月の行動重 点
「日曜行動を成功させよう！」

１０月１８日（日）を中心に全分会
で「休日行動」に取組みます。各分会
独自のお誘いチラシを活用し、参加者
確保 を行って いるよう です。1 8 日に
取組む分会は「休日行動参加者確保」
の声掛けをもう一廻りお願いいたしま
す。当日は楽しい１日となるよう準備
をお願いいたします。

「行動参加者をさらに広げよう！」

9 月は雨にた たられ、行動 参加者が
伸び悩みました。残り半月は行動参加
者を大きく増やすように声掛けをお願
いいたします。
「行動参加者を増やすポイント」
☆声掛けが一番です！拡大行動日の前
日などに声掛けをお願いいたします。

「社会保険未加入 問題への取り
組み」

毎月のように訴えていますが、社会

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

保険未加入問題は「待ったなしの状態」
が続い ています 。廻りで 社会保険 未加
入問題で悩んでいる組合員（非組合員）
がいま したら組 合に相談 するよう にお
伝えください。

10月6 日マスコミは「TPPが大筋合意
した 」旨、報 道があり ました 。 TPP
は農業 について 多く報道 されてい ます
が、TPPが始まると「建設 業」「健康
保険」 「共済」 など私た ちにも大 きな
影響が あるはず です。ま た、近い 将来
★今後の日程
には「 労働者の 自由化」 も考えら れ、
◆第７次 ２１日(水)・２２日(木)
私たち の暮らし そのもの が大きく 変わ
◆第８次 ２７日(水)・２８日(木)
る可能 性が大で す。大筋 合意には 至っ
★群からの参加者を決めましょう
●第7次＝（
）（
） たよう ですが今 後は「大 筋合意撤 回」
●第8次＝（
）（
） の運動をしていく必要があります。
「TPPポイント」
◎一定 額以上の 公共工事 は国際入 札に
◆拡大ごくろうさま会の開催
なる
目標達成を前提に開催
◎将来 的に安価 な外国人 労働者が 入っ
と き
1 0月3０日（金）
てくる （単純労 働は安価 な外国人 にシ
１９時３０分
フトする可能性大）
ところ
支部事務所
★建設 は既に東 京五輪に 向け外国 人労
参 加
組合員と家族
働者を とりあえず 20 20 年まで 一部を
限定的に解除しています。
◎米 国は 日本 の自 動車 輸入の 関税 を2
5年後に撤廃（米国に都合が良い）
◎ 日本 は 自動 車 部 品（ 8 7 ％ ） 関税 を
即時撤廃（日本は不利）
◎米 は米 国向 けに 5 万ト ン、 豪州 向け
に6 00 0 トン無税枠 新設（自民 党は聖
域（5品目）を守るといっていたが）

２ マイナンバー法が見切り
発車でスタート
10 月5 日マイナンバ ー法が施行 され
ました 。マイナ ンバーは 国民全員 に１
２桁の 番号が付 番されま す。番号 は１
０月か ら１１月 に住民票 上の住所 に発
送され ます。世 論調査で は８割の 国民
が「マ イナンバ ーについ て不安（ 情報
漏え いな ど）」 と回 答し てい ます 。2
01 8年からは情報預金口座、予防接種
の情報 など個人 情報が盛 り込まれ ます。
東京土 建はマイ ナンバー 法に反対 して
います が、現実 対応も必 要です、 今後
土建国 保等で組 合員のご 協力をお 願い
するこ とになり ますので ご理解お 願い
いたします。

３ 建設業や私たちの暮らし
にも大き な影響がある 「TPPが
大筋 合意 」 に！

４

どけん共済 秋の推進月間

1 1 月 末ま で の取 組 みで あ る 「ど け
ん火災 共済推進 月間」で すが、分 会役
員、群 役員で未 加入の方 がいまし たら
おすすめしてください。
「目標」
分会1.5％
◎達成は報償金は5 000円です 。

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

５北支部足場特別教育（再掲）
日時：2015 年1 0月25日（日）
時間：8時30 分～12 時3 0分
場所：北支部会館
費用：42 00円

６ 土建国保を守る運動（予
算要求集会）
①予算要求ハガキの取り組み
引続き取組みをお願いいたします。

（文例１）
東京で（大工）をやっていま
す。土建国保予算を減らさな
いで！
（文例２）
東京の（大工）です。土建国
保予算カットしないで ！
７

11月集団健診のお 知らせ

11月に集団健診を予定しています。
健康診 断未受診 の組合員 はぜひと も受
診して ください 。詳細は チラシで 確認
してください 。
11月 ７日（土） 9 時 北診療所
11月１４日（土） 9時 王子生協病院
11月 28日（土）9 時 北支部

８ 最低 賃金、時給907円 にな
りました
10 月1 日より東京都 の最低賃金 額が
時給９ ０７円に なりまし た。組合 員の
奥様、 子供など のパート ・アルバ イト
におい ても上記 の時給以 下の場合 は違
法です 。また、 町で見か ける求人 広告
も９０ ７円以下 の募集が あれば支 部に
教えてください。

９ 福島復興支援ボランティ
ア（木工教室要員）募 集
北支部では今年も以下の日時で福島復
興支援 ボランテ ィア（木 工教室） に取
組みま す。詳細 は支部事 務所まで お問
い合わせください 。
日時：11 月7 日（土）8日（日）
出発は朝7時を予定
参加費 ：無料 ボランテ ィアでの 参加
になります
募集：30 名 女性可

★10月20日締切とします

１０

当面の行 動

①アスベスト定例駅頭宣伝
とき：1 0月20日（火）
時間：午後5時30分から
場所：王子駅
参加者：分会2名
②消費税増税反対駅頭宣伝
とき：1 0月2６日（月）
時間：午後5時30分から
場所：十条キンコ―堂前
参加者：分会3名
③定例9 の日宣伝
とき：1 1月９日（月）
時間：午後5時30分から
場所：王子駅
参加者：分会2名
④北九条の会 講演と音楽の夕べ
とき：1 1月１３日（金）
時間：1 8時10分開場
場所：北とぴあつつじホール
参加：分会2０名チケット代支部負担
行動費1000 円
⑤予算要求中央決起集会
とき：1 1月２５日（水）
時間 ：9 時3 0分 新宿中央公園 水の広場：
参加者：分会6人
１１ 今月の署名
①福島県教育署名
対象：全員
②公務員賃下げ違憲訴訟署名
対象：群３枚
北赤羽、赤羽、西が丘、神東
③原爆症認定制度抜本改正署名
対象：群3枚
十央、豊王、北東、滝野川、西ヶ原
になりました。

