
1．春一番仲間作り運動がス
タート2700人支部めざし、が
んばろう！

春一番仲間作り運動が始まりました。
北支部は2年連続組織増勢で、1月組
合員現勢が2666名になりました。
今年は「2700人支部実現」が最大
のテーマになります。春一番仲間作り
運動の期間は「分会総会」等忙しい中
での取組みになりますが、ご理解お願
いいたします。年が明け短期間の間に
17名の方が新加入しました。新加入
の特徴は次の通りでした。
・社会保険未加入問題から一人親方の
労災保険加入
・事業所新入社員の加入
◆目標 １月～３月23日までの3ヶ
月 合計で６７人

⇒分会の目標（ ）人
◆統一行動２月・３月で3次・８日以
上の行動実施を予定しています

基本日程
2月＝１０(火)・１３(金)・１８(水)

から２０(金)の内2日間
3月＝５(木)・６(金)・１８(水)から・

20(金)の内2日間
※分会の行動日程とセンターは、群

長さんが説明を！

２．土建国保料引上げにご理
解お願いいたします。

次年度の土建国保料が発表されま
した。ここ2年間は国保料一部引下げ
が実現しましたが、下記の理由により
次年度は引上がりとなりました。国保
料（医療費）は医療費の増加が止めら
れない状況です。公営国保（北区）や
協会けんぽも国保料は大幅引上げになっ
ています。組合員の状況を推察すると
大変厳しい中ですがご理解をお願いい
たします。
「引上げの原因」
・医療費の伸び
・番号制度関連の諸費用増加
・前期高齢者納付金の伸び
・特定健診補助金カット（健診受診者
が少なかった）
・社会保障費の削減

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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春一番仲間作り全力で取組
み、要求実現に向けてガンバ
ロー！

各分会の目標と実績（２月７日現在)

分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王

目標 ６ ４ ３ ５ ６ ８

実績 ０ 1 0 0 ０ ４

分会 北東 滝野 西原 直属 北支部

目標 ６ ４ ３ 2２ ６７

実績 ０ ０ ０



「ハガキ運動による補助金」
全組合員で取組む「補助金獲得運動」
は組合員の大奮闘の結果増額となりま
した。しかし補助金は国保料の半分し
かカバーできず「医療費の大幅な伸び」
があると皆さんの保険料の引上がりに

つながります。ハガキ運動による補助
金が削減されると、翌年以降大幅な国
保料引き上がりにつながりますので、
今後とも「ハガキによる補助金獲得運
動」にご協力をお願いいたします。

３．分会総会に向けた話し合
いをお願いいたします

分会総会が来月開催されます。毎年
のことですが「分会・群役員の成り手
がいない」等の悩みが聞かれます。北
支部は今年一年「組織強化運動」「群
機能の強化」をテーマに各分会一年運
動に取組まれました。群の強化は「脱
退防止」につながることにもなります。
また、これからの時期は「春一番仲間
作り行動」が行われ、分会、群の仲間
に会う機会が多くなります。分会総会
に向けて次の取組みをお願いいたしま
す。
・分会、群役員決めは一方的に決めず
話合いで決めるようにお願いいたしま
す。
・この一年「住宅デー」「分会レク」
等で参加してくれた仲間に「分会総会
出席」を要請お願いいたします。
・分会総会は分会組織20％を目標に
取組んでください。
・若手役員候補には必ず次年度役員の
声掛けをお願いいたします。

４、3・13重税反対統一行動・
集団申告でアピールしよう

201６年の3・13重税反対全国統一
行動を下記に日程で取組みます。消費
税再増税をゆるさず、大企業優遇、庶
民増税の流れを止めるためにも、当日
は多くの参加者を集め取組みます。
◆日 持 3月１１日（金）10：00
◆場 所 王子 三角公園 集合

５．確定申告相談会について
確定申告相談会が始まります。確定

申告は各自が責任をもち自主記帳、自
主計算、自主申告が原則です。2016
年1月（来年の1月）からはマイナン
バー制度も始まります。（土建組合は
情報漏えいや社会保障の項的責任を縮
小するマイナンバー制度は反対してい
ます。）マイナンバー制度は税番号制
度とも言われ、税金や社会保障の情報
が丸裸になります。今年は例年以上に
きちんとした申告が求められます。こ
の一年間で新しく組合へ加入した群の
仲間には申告相談会への参加をぜひ呼
びかけてください。
１）申告記入相談会

あとの日程になるほど混んできます
ので、早めの時期に予約をおすすめし
ます。

所得税（事業・給与・不動産・年金）
や消費税の計算と申告書作成を行ない
ます。
《相談会日程》（全12日間です）
【昼間の部】午前10時開始（25名定員）
午後 13時半開始（25名定員）

16日（月）～２０日（金）
【夜間の部】19時開始（20名定員）

２ ３日 （月 ） 24 日（ 火 ）２ ６日
（木）27日（金）
【日曜の部】 ３月１日（日）

午前 10時開始（25名定員）
午後 13時半開始（25名定員）

【住宅ﾛｰﾝ控除新規・譲渡・相続など】

３月２日（月）午前…10時開始
午後…13時半開始

◆持参する物 申告書・収入や支出の
わかる帳簿等、前年の申告書控、生命
保険や小規模共済の控除（掛金）証明
書など。また扶養家族の所得を確認し
ておいて下さい。

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

区分 都内保険料 都外保険料 引上げ額

法人A 32,400 35,400 500

法人B 30,600 33,600 500

法人ｃ 26,500 29,500 500

第１種 27,500 30,500 500

第２種 22,100 25,100 500

第３種 17,900 20,900 400

第4種 13,400 16,400 400

第5種 11,600 12,800 400



６．教育ローンのお知らせ
この時期は組合に教育ローンを希望

する組合員からの問い合わせが多くな
ります。教育ローンのご相談は低利な
「東京都の制度」や「労金教育ローン」
がありますので希望者は早めに組合事
務所に連絡をお願いいたします。
2015年1月金利
東京都（従業員向け）1.3％
労金 1.7％

７、労金住宅ローンの借換え
のお知らせ

現在住宅ローン金利は空前の低金利
時代となっています。今、利用してい
る住宅ローンの金利が大分前に組んだ
ために「高い」とお感じの方は住宅ロー
ンの借り換えを検討してみてはどうで
しょうか。相談は支部事務所までお願
いします。
「2015年２月金利」労金の一例です
10年固定 1.15％（当初期間下型）
10年固定 1.45％ （全期間）
変動型 0.725%

８．働き方アンケート取組み
のお願い
今月、全組合員対象に働き方アンケー
トに取組みます。働き方アンケートは
組合員の直近「元請従事先」「取引先」
を調査し、大手企業交渉での重要な情
報を集めます。大事な取組みになって
いますのでご協力お願いいたします。
※氏名は必ずアンケートに記入いただ
くようにお願いいたします。

９．公共工事設計労務単価引上
げ

国土交通省は例年4月に引き上げる
公共工事設計労務単価引上げを2月よ
り前倒しして実施することとなりまし
た。引き上げ幅は労務費4.2％となっ
ています。

１０ 各種集会等
１）アスベスト定例駅宣
日 時 ２月20日（金）

17：30より
場 所 王子駅
参 加 分会2人

２）定例消費税駅頭宣伝
日 時 2月2４日（火）

17：30より
場 所 王子駅
参 加 分会３人

３）北区怒りの総行動（学習会）
例

年 実
施 し
て い
る 北
区 怒
り の
総 行
動 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

お知らせ・その他
１.シニア北の会 総会

日 時 ３月未定です（日）10：00

場 所 支部事務所３階

参 加 シニアの会員

２．主婦の会総会のお知らせ

日 時 3月１４日（土）１３：00より

場 所 支部事務所3階

※

※

３．無料法律相談会

日時 2月2５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、事前に電話予約を



が、今年は下記日時で宇都宮弁護士を講師に招き学習会を実施します。
日時 2月27日（金）

18：30より
場所 北とぴあ 第二研修室
参加 分会10名
講師 宇都宮健二弁護士

４）「さようなら原発in三角公園」
今年の反原発・原発ゼロをめざす取り組みは 王子駅前公園にて開催

します。
日 時 ３月７日（土）

1３：００集合
場 所 王子三角公園
参 加 分会10人以上

５）９の日宣伝
日 時 ３月９日（月）

1６：30より
場 所 王子駅頭
参 加 分会２人

１１．今月の署名
１）アスベスト被害根絶署名

対象：全員


