
１.夏の組織強化運動の取組
みをお願いいたします。
1）支部で提起している夏の組織
強化運動（6月から8月）ですが、
すでに6月、7月が経過しました。
各分会様々な取組みを行う（行っ
た）ようです。取組みは秋の活
動者会議で報告をお願いしてい
まので、夏の組織強化運動を成
功させるようお願いいたします。
北赤羽分会
7月12日群長を集めて会議
8月12日拡大決起集会と活動者
会議
赤羽分会
8月26日活動者会議
西が丘分会
7月23日分会交流会開催
神東分会
7月17日包丁研ぎ研修
7月23日事業所訪問用社会保険
学習会
8月14日 活動者会議
十央分会
7月8日新加入者歓迎会
8月21日活動者会議
豊王分会
8月20日「納涼大会」各群長と
1年以内新加入者を集める
北東分会
7月18日群代表者会議

7月23日活動者会議
滝野川分会
8月6日なんでも相談会
8月27日活動者会議
西ヶ原分会
8月12日活動者会議
8月28日家族含めた分レク

２）秋の仲間作り行動日程
第1次 9月８日、9日、１０日の内2日間

（木、金、土）

第2次 9月１３日、14日（火、水）

第３次 ９月２０日、２１日（火、水）

第４次 9月27日、28日（火、水）

第５次 １０月４日、5日（水、木）

第６次 １０月13日、14日（木、金）

◎日曜行動 １０月１６日（日）を中心に

第７次 １０月２０日、２１日（木、金）

第８次 １０月27日、２８日（木、金）

３）日曜行動を成功させよう！
日曜行動は一昨年、昨年と日曜行動

（行事）への参加者が年々増え「新し
い顔」が参加するようになってきまし
た。今後の役員問題、組織強化問題に
つながる「日曜行動」を全分会で成功
させるようにお願いいたします。
「援助金」
援助金は催しを成功させるためのもの
です。使い切るようにしてください
組合員20名以上の参加で3万円

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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各分会夏の組織強化運動を成
功させ、秋の仲間作り運動に
備えがんばろう！



それ以降1名の参加につき300円

５）秋の仲間作り各分会目標
各分会の目標は次の通りです！

２ 就業実態調査にご協力お
願いいたします。

4月より北支部は約800名を対象に
「就業実態調査」に取組んでいます。
まだ未提出の方は支部に就業実態調査
票及び添付資料を一緒にご郵送お願い
いたします。未提出のままだと次年度
の健康保険証が交付されないことになっ
ています。事情があって「支部への提
出を見合わせている方」「確定申告を
していない」など個別の相談にも乗り
ますのでご連絡をお願いいたします。

３ 秋の大住宅デー
今年も「組合員」「区民」に大評判

の秋の大住宅デーが開催されます。予
算の関係からステージの規模を縮小し
ますが、概ね例年通りの開催とします。
各分会工夫を凝らした模擬店で会場を
にぎわすようにご検討お願いいたしま
す。分会でこれまで組合活動に参加し
たことがない組合員（及びそのファミ
リー）にもお誘いお願いいたします。

◆日時 9月2５日（日）10時～15時
◆場所 飛鳥山公園

※第2回実行委員会のお知らせ
日時：9月１５日（木）19時30分
場所 ：支部会館
参加者：住宅デー実行委員

４.備え安心！万全！地震共済
がスタート
地震によって被る経済的な負
担軽減は、土建地震共済加入
が一番です！

熊本地震をはじめ、最近は東京でも
頻繁に地震がおきて組合員の中でも不
安な方も多いと思われます。東京土建
共済会では9月より備え安心！「地震
共済」をスタートさせます。

「地震共済の概要」
・土建火災共済加入者が対象です
・土建火災共済と同じ「口数」までし
かかけることができません。
・地震による「火災（建物）」「建物
崩壊」「津波での被害」等が対象とな
ります。
・地震共済対象は「火災」と「家財」
に分かれます。
・地震共済における損害の程度確定は
地方自治体が発行する「罹災証明書」
が基準となります。

「掛金」年間
木造 1口165円
鉄筋（耐火）1口100円
「加入できる口数」
火災（建物）200口
家財 40口
※火災、家財ともに40口から加入でき
ます（10口、20口での加入はできま
せん）
給付額一覧

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

分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王

目標 １０ ７ ５ ９ １０ 14

分会 北東 滝川 西原 事業 北支部

目標 １０ ７ 6 ４４ １２２

支給区分
1口あたり共

済金
補償限度 補償限度

建物（200口） 家財（40口）

全壊 50,000円 1000万円 200万円

大規模半壊 25,000円 500万円 100万円

半壊 15,000円 300万円 60万円

一部壊他 1,500円 30万円 ６万円



「掛金」
「木造例」
火災200口×165円＝33,000円
家財40口×165円＝6,600円

「鉄筋例」
火災200口×100円＝20,000円
家財40口×100円＝4,000円
※土建地震共済は確定申告時の控除に
はなりません。

５ 北支部秋の活動者会議を
成功させよう！

北支部秋の運動成功を目指す会議と
して、「北支部秋の活動者会議」を下
記の日時で開催します。活動者会議で
は各分会より5分程度「この間（6月か
ら8月）組織強化課題の経験報告」を発
表してもらいます。
日時：２０１６年８月２８日（日）
時間：１０時開会
場所：北支部
参加者：支部四役、常任、執行委員
分会代表5名（分会長、組織部長、40
代までの若手枠1名、他2名）

６ 秋の仲間作り決起集会
秋の北支部活動者会議終了後、「秋

の仲間作り決起集会」を引続き北支部
会館で開催します。たくさんの方で決
起集会を盛り上げるようにお誘いをお
願いいたします。
日時：201６年8月２８日（日）
時間：16時30分頃（支部活動者会議
終了後準備でき次第はじめますのでご
理解お願いいたします。）

７ 労働保険２期分納入のお願
い

労働保険（労災保険、雇用保険）２

期分の納入時期になりました。該当者
には支部よりハガキで連絡をしました
ので期日（8月29日30日31日）まで
にお支払いをお願いいたします。

８ 社会保険未加入の2次下請
以下も現場排除を検討

国土交通省は、来年4月より社会保険
未加入業者の排除を2次下請け以下（全
業者）に拡大することが検討されてい
ます。社会保険問題で困っている方が
いましたら「北支部に相談しよう」と
声掛けをお願いいたします。
・国土交通省は1次、2次下請間で法定
福利費内訳明示の見積書作成に関する
講習会を6月から開催している
・2次下請以下でも法定福利費内訳明示
の見積書を活用するために、国土交通
省が現場に立入検査を実施する
・国土交通省は2次下請け以下の業者が
法定福利費内訳が明示されていない場
合指導を行う

９ 今月の行動
① 消費税増税反対駅頭宣伝
日時：８月２４日（水）
時間：１７時３０分
場所：赤羽駅西口
参加者：分会２名

② 公契約条例宣伝
日時：８月２５日（木）
時間：１７時３０分
場所：王子駅
参加者：賃金対策部長中心に分会1名

③９の日宣伝
日時：９月９日（金）
時間：１７時３０分
場所：王子駅
参加者：分会２名

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
１． 平和のための北区戦争展
◆日時 8月２０日、２１日（土、日）

2０日12時より19時
2１日9時30分より17時
◆会 場 北とぴあ地下１F展示場

◆厚生文化部主催 映画上映 無料
場所：支部会館
◆シニアの会
写真にて戦争体験を語るコーナーを担
当します


