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す。昨年は13.4％の回収に留まっていますの
で、ご協力をお願い致します。

☆今月の署名
東京土建小平東村山支部 187-0042 小平市仲町381
℡042-342-2846 FAX042-342-2848

群会議 四〇分

進め方

今月の群会議は複数の署名のお願いがあり
ます。どれも大事なものなのでご協力をお願
いします。
◆時給1500円を求める署名 群1枚
◆国と東電の責任を求める100万人署名
群3枚

☆どけん火災共済に加入しよう
◆新しい仲間は丁寧な運営と説明、柔らかい
雰囲気づくりを心がけましょう。
◆「これは重要、これだけは…」、２ページの
情勢を読みあわせし、仕事や生活、不払いな
ど困っていることがあれば支部への相談を勧
めましょう。
◆共済申請、脱退などを確認し、記入を。
◆自分(夫)の現場、仕事つながりで組合未加
入の人がいないか、毎回確認しましょう。
◆欠席者へは分担して次回の連絡、納入など
を連絡します。仕事や生活困難が判ったら分
会 役 員と連絡をとり、 相談を 勧めましょ
う。
◆住所や連絡先が変更になった方には支部に
連絡をするよう伝えましょう。

自分と家族を守るため

今月の群会議 これだけは

やりましょう！

どけん火災共済は、掛金が安く、給付がよ
いなどメリットたくさん。この機会に加入を
ご検討ください。

☆オリンピック・パラリンピック現場従事
者からの情報求む！（再掲）
本部に現場対策委員会が設置しオリ・パラ
工事と公契約条例現場を焦点に現場組織の確
立を目指します。オリ・パラ工事現場の情報
収集をするにあた って 、現場 従事者のモ ニ
ター、情報提供を募集します。

☆５-７月日曜健診のご案内（再掲）

※みその会場は分会指定がありますが、都合の合わない場
合は他の日曜健診での受診も可能です。
☆入学祝金の申請を忘れずに（再掲）
この４月に小中学校に入学されたお子様が
いる方は入学祝金を申請できます。詳細は支
部までお問い合わせください。

☆春の仲間づくりの結果
組織数の４％、１１４人を目標に取り組み、
125人の新しい仲間を迎え超過達成すること
が出来ました。ご奮闘していただいたみなさ
んに感謝します。

職業訓練法人東京土建技術研修センター主催。申込は支部事務所へ、受講申請書・受講料・認印・顔写真1
枚(30×25㎜・パソコン講習は不要)を持参します。 ※締切は２週間前（締切後も空きがあれば可、手数料50
0円をいただきます）。 ※遅刻厳禁。また技術研修センターには駐車場がありませんので、車での出席はお控
え下さい。 ※キャンセルは、10日前までに技術センターへ連絡あれば全額返金、それ以降は手数料500円を
差引いて返金します。 ※雇用保険助成金は事前申請が必要になったため、申込前に支部へ相談を

☆5月末賃金調査にご協力ください
大手企業交渉や行政との交渉の基礎資料と
なるもので、多くの声を集めることが重要で

５月は、
「春の仲間づくり月間成功」をめざ
す取り組みを中心にすえ、住宅デー準備など
の活動を進めました。仲間づくり月間結果で
は、114人目標に対し125人と超過達成で大
きな結果を残しました。住宅デーについては
地域10分会が2週にわたり開催しました。春
の集団健診は第1回を5/29に行い166名が
受診しました。5/14は小平地域でグリーン
フェスティバルを開催し10名参加、同日東村
山こどもまつりも開催し15名が参加、5/19
の建設アスベスト追悼集会は支部47名（全体
3000名）が参加しました。
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無料法律相談

日時…６月 日水午後１時 分～
場所…支部事務所
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※電話で要事前予約

本部経営相談

日時・・・ ６月 日火 、７月 日月
会場は本部、要予約です。支部までお問い合わせ
ください 。
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源泉徴収税前期納付相談会のお知らせ

Ｈ 年前期（１～６月まで）に源泉徴収した所得
税の納期限は、７月 日（月）までとなります。
相談日時：７月５日（水）～７日（金）
時～ 時、 時～ 時

事務所の平日休業

●７月書記局会議
７月 ４日火
一日事務所を閉めさせていただきます。午後から
は職員中心に電話対応させていただきます。

駅頭宣伝行動
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今月の配布資料

右以外
群３

◆群会議の話題 本紙
全員
(
)
◆けんせつ
全員
◆機関紙「小平東村山」
全員
◆分会新聞 発
(行分会のみ ) 全員
◆５月末賃金調査
全員
◆健診チラシ
美園・一ツ橋→全員

《情勢を読み合わせて意見などを
出し合いましょう》

厚生年金算定手続のお知らせ

７月2日を投票日に迎える東京都議選で
は、小池都知事が自民党に離党届を提出、
6/1に地域政党「都民ファーストの会」を
立ち上げ代表に就任しました。これまでの
与党と野党共闘対決に続く新勢力として、
都議選結果にも影響が出ることとなってき
ます。しかし、小池都知事が東京都最大の
問題として進めている豊洲市場移転問題で
は、過去の責任問題では張り切る姿勢をア
ピールしながらも、今後の態度決定を迫ら
れる状態になるとあいまいな答弁となり
「決められない知事」とささやかれ始めて
しまいました。私たちは、東京都民として
東京都議選に向けて様々な情報で候補者を
精査して、投票に臨んでいきましょう。
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◆放射能を浴びたＸ年後２」チラシ
群５
◆全建総連「企業交渉特別号」
群５
◆国と東電の責任を求める署名
群３
◆時給１５００円を求める署名
群１
◆支部安全大会チラシ
群１
◆本部将棋大会チラシ
群３
◆ピーターパン公演チラシ
群１
◆丸大ハムお中元パンフ
群５

《都議選1か月切りながら豊洲問題未決
着で》

６月の消費税駅宣は都議選、小平地域集会のため
小平駅、久米川駅ともに中止です。

5/23衆議院で共謀罪（を含む組織的処
罰）法案が可決しました。野党の大半が審
議不足・採決反対を訴えながら、維新を加
え与党が押し切った法案可決でした。内容
でも、イギリステロを例に挙げ必要性を強
調した自民と、国連からきた懸念文書を政
府が取り上げなかった事を批判した野党
と、真っ向対立のままの審議となりまし
た。続く参院審議では提案がずれ込み２９
日から審議スタート、６月18日を会期末
としながら予断を許さない状況です。
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小平駅 ７月 日月 正午～

《共謀罪法案は衆院可決へ》
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◆憲法駅宣

森友問題では安倍首相や首相夫人の関係
性問題から、補助金の不正受給で大阪府が
籠池前理事長を提訴するなどの問題へ移っ
てきました。ところが、加計学園（岡山）
での学部新設をめぐって、
「総理の意向」
という形で便宜を図った疑惑が持ち上がり
ました。この問題では、文科省の前事務次
官が証拠文書のあったことを発表、自ら
「証人喚問に応じる」と会見しながらも、
菅官房長官は個人攻撃にすり替えていきま
した。また「官邸の最高レベルが言ってい
る」といった文書メールが保管されている
件では、現職職員が「メールは確かにあ
る」とコメントし、その件で野党が追及し
ても文科省は調査拒否をするなど、政府姿
勢とは思えない対応を続け、疑惑を想像さ
せるような現状を続けています。

２０１７年６月1６日

土建国保の資格確認のために、国保組合へ提出が
必要な事業所へは、支部から個別に案内を送付しま
す。５人以上事業所と未満事業所を分けて６月 日
（月）～７月 日（火）で受け付けます。

《安倍首相、森友のつぎは加計学園》
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☆支部安全大会のお知らせ
☆7.6予算要求集会
【とき】７月６日木 ９：３0～
支部主催の安全大会を開催します。参加希
【会場】都庁第2庁舎前集合
望者はどなたでもご参加いただけます。
午後は日比谷野音にて集会、デモ行進
【日時】7月26日水 19：30～
※参加できる方は分会まで報告をお願いします。 【場所】福祉会館 第2集会室
＊講師 本部須賀書記
☆「放射能を浴びたＸ年後２」上映会
【と き】 7月30日日 ①10：30②14：00
【会 場】東村山中央公民館ホール
☆本部将棋大会のお知らせ
【料 金】 チケット代 大人999円⇒500円
参加をご希望の方は支部までお問い合わせ
学生・障がい者 500円⇒ 0円
ください。恒例のプロ棋士との対戦も好評で
【備考】申込みは分会へ。問合せは支部まで。 す。 とき８月６日日 会場本部
☆厚生文化部 「納涼祭」のお知らせ
下記日程で厚生文化部納涼会を行います。 ☆ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ピーターパン」公演
飲み物、軽食を準備します。オセロや将棋を 【と き】 7/24～8/3
楽しみながら交流を深めましょう。組合員、 【会 場】国際フォーラム ホールＣ
ご家族連れでご参加ください。
【備考】料金等問い合わせは支部まで
とき7月22日土 18:30～ 会場支部事務所

