
１．秋の仲間作り月間・
支部目標114名達成に向け、
2ヶ月間の奮闘をお願いし
ます！

９月、１０月、「秋の仲間づくり月
間」に取り組んでいます。「分会定例
交流会」「秋の大住宅デー」「分会レ
クレーション」等へのお誘いを兼ねた
訪問行動を通じ、仲間との距離を縮め、
若手・子育て世代、後継者世代、分会
内事業所を中心に一人でも多くの運動
への協力者を見つけることを重点に取
組みます。

今年の春の大手企業交渉では2次下
請業社以下の労働者年収調査を実施す
ると回答するゼネコンが増加、また7
月には劣悪な労働環境が明らかになっ
た大手現場で一部休憩所にクーラーを
設置させる等、要求・抗議行動により
組合の要求を実現してきておりますが、
依然、「建設従事者の低賃金・過重労
働の打開」に向けた取組の必要性は高
まっています。その為にも今月間で全
分会が目標達成し、技能労働者にふさ
わしい処遇実現に向け、組織強化を大

きく前進させていきまょう。

①群会議への組合員本人の参
加を勝取ろう！

群会議を納入業務だけに終わらせず、
対話と交流を深める場としていきましょ
う。事前連絡を徹底し、群会議への組
合員本人参加を勝取り、群会議に参加
した仲間の月間統一行動の結集へと結
び付ましょう。

②新しい仲間の出番づくりを
心がけよう！

この間分会イベントに顔を出してく
れた仲間に対し、再度、分会レク等へ
の誘い込みを徹底しましょう。秋の大
住宅ﾃﾞｰでは全ての分会で出店等が計
画されています。そこへの出番作りも
強め切れ目ない関係づくりを目指しま

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

群会議の話題
201８年9月 №４３３

東京土建北支部

北区王子1-13-3
TEL ５３９０－６０２１

fax ５９５９－５７６６

9月30日は秋の大住宅
デー！飛鳥山に家族連
れで大勢の仲間で参加
しよう！

秋の月間目標と月間実績（９/８現在)

分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王

目標 ８ ７ ４ ９ ９ １１

実績 ２ ０ １ ０ ２ ５

分会 北東 滝野 西原 直事 北支部

目標 ８ ６ ５ ４７ 11４

実績 １ １ １ ６ １９



しょう。

③分会の仲間の力をフルに引
き出そう！

組合員訪問においては本人と直接会
える時間帯も考えながら、共済や資格
取得、労災保険等の制度利用等を通じ、
仲間が悩んでいることを一緒に解決す
ることで、協力してくれる仲間を増や
すことを重視しましょう。また、分会
内事業所においては夜間行動でなかな
か対話につながらない状況も見受けら
れることから、昼間行動できる仲間を
募り対話訪問を計画していきましょう。

④統一行動日日程
「9月」

第1次 ５日（水） ６日（木）

第２次 １３日（木）１４日（金）

第３次 20日（木）21日（金）

第４次 2６日（水）2７日（木）

「10月」

第５次 ３日（水）４日（木）

第６次 １０日（水）１１日（木）

10月1４日（日）支部統一日曜行動

第７次 1７日（水）1８日（木）１９日（金）

のうち2日間をお願いいたします。

第８次 ２４日（水）２５日（木）

⑤宣伝行動
例年にも増して公営国保に対する土

建国保の魅力が高まっています。土建
国保の優位性をPRする駅頭宣伝を行い
ます。
・日時 9月13日（木）20日（木）27日（木）

いずれも17時30分から

・分会担当の駅 王子駅（豊王・北東・西原）

赤羽駅・西口（北赤・赤羽・西丘）

十条駅（神東・十央・滝野川）

・要請 各分会３名

２．秋の大住宅デー
飛鳥山公園で開催される秋の大住宅

デーは、昨年大好評であった「フリー
マーケット」「ふわふわ」にくわえ、
「ステージでの公演」「モザイクタイ
ル教室」「各分会からの模擬店」等、
楽しい催し物が盛りだくさんです。先
月全組合員向けにチラシを配布してい
ます。ご家族含め多くの仲間の参加を
お願い致します。
日時：９月３０日（日）10時～15時

① フリーマーケット参加者
大募集！

昨年に引き続き、「フリーマーケッ
ト」を行います。経験者はもちろんの
こと「初心者」も歓迎です。来場者が
10000人を超える会場で、フリーマー
ケットを出店しませんか。
「出店条件」
東京土建北支部組合員とその家族（参
加費は無料です。）
「区画」
２ｍ×２ｍ
「搬入時間」
７時から８時３０分
「応募」
9月2１日（金）までとします。

②宣伝行動をお願いします
多くの来場者で秋のの大住宅デーを

成功させるためには、宣伝行動の取組
が重要です。すでに支部で作成したポ
スターは分会配布済みですが、組合員
宅はもちろん、知人宅、商店等様々な
場所への貼り出しをお願いします。

◎９月１６日から北区の掲示
板にポスターが掲示されます
◎９月中旬から北区の回覧板
にチラシが回覧予定されます
◎９月２５日に会場近隣住宅
にチラシ配布します

３ 東京都へ向けたハガキ
要請行動

８月に引き続き、今月も東京都に対
する国保ハガキ運動への協力をお願い
します。１人4枚の取組となりますが、
都費補助現行水準確保にとって、とり
わけ重要な１年となりますので、多く
の仲間への訴えもお願いします。
「文例」（短くても良いです）
・私は大工です、土建国保の補助
金を削減しないでください。

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

８月の東京都ハガキ要請集約表

分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王

枚数 448 280 372 600 760 420

分会 北東 滝野 西原 直事 合計

枚数 848 316 240 56 4.340



４ １１月集団健康診断の
お知らせ

１１月の集団健康診断の予定は下記
の通りです。今月チラシを配布します
ので、未受診の方は必ず受診してくだ
さい。尚、締め切りは実施日の１３日
前までです。

５ 東京都の最低賃金が、
９８５円に…

厚生労働省は2018年度の最低賃金
（時給）を発表しました。全国平均は
前年比２６円増しの８７４円、東京都
は２７円増しの９８５円になります。
改定日は１０月１日です。例年取組ん
でいる最低賃金ウオッチングでも違反
のないように周知していきます。

６ 雇用契約学習会
政府の推進する「働き方改革」によ

り、各労働基準監督署による３６協定
（労働者を残業させるために必要な協
定）届の未提出事業所への指導が強化
されています。提出しないと罰則規定
もあることから、下記日程で学習会を
開催します。
日 時：９月１８日（火）１４時～
ところ：支部会館

７ 土建安心パック・火災
共済、地震共済に加入しよ
う！

９月６日に北海道で震度６強を観測
する地震により、土砂崩れや液状化現
象、停電など甚大な被害が発生しまし
た。火災共済加入者限定オプションで
地震共済に加入すれば家財40口で２
００万円の保障が受けられます。また、
抽選で加入者を対象とした豪華賞品の

当たるキャンペーンも実施されますの
で、是非この機会にご加入を…。詳し
くは支部までお問い合わせください。

８ 分会対抗ボーリング大
会のお知らせ

分会参加者の良いスコアの方３名の
合計で競う団体戦、個人戦はちびっこ
賞やゾロ目賞等、皆さんに楽しんで頂
ける賞品を取り揃えています。応募締
切は１０月２３日、１７時まで。たく
さんの仲間の参加をお待ちしています。
日時：1１月１０日（土）
時間：1８時３０分集合

１９時開始
場所：王子サンスクエア
費用：１．０００円（一律）

９ 映画「かめじろう」上
映会

沖縄基地解放運動で米国が恐れた不
屈の男、瀬長亀次郎のドキュメンタリー
映画です。辺野古基地移設問題等、反
対運動が闘われていることからも、沖
縄と連帯する地域運動として取組みま
す。
日時：１１月７日（水）
時間：①１０時３０分～

②１４時３０分～
③１８時３０分～

場所：赤羽会館大ホール
※前売り券1.000円は支部で負担しま
すので、ご希望の方は支部までご連絡
下さい。

１０ 今月の行動
① 消費税定例駅宣
日時：9月２５日（火）17時30分
場所：王子駅
参加者：分会2名
② 定例９の日宣伝
日時：10月９日（火）17時30分
場所：王子駅
参加者：分会2名
③憲法・いのち・社会保障をまもる国
民集会
日時：10月１１日（木）1３時
場所：日比谷野外音楽堂
参加者：分会３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

会 場 日時 定員

① 東京ﾒﾃﾞｨｶﾙ 11月4日（日） 15

② 王子生協病院 11月11日（日） １００

③ 北支部 11月25日（日） １００


