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社会保障を圧縮し大型事業は増額の８３兆６１３億円の財務省原
案
福田政権が初めて編成した０８年度予算の財

「自然増」分などを、診療報酬・薬価等改定によ

務省原案が昨年 12 月 20 日に内示され、額賀財務

る削減と政府管掌健康保険への国庫負担を大企業

大臣が「
『骨太方針２００６』で定められた『歳出

の労働者らが加入する被用者保険に肩代わりさせ

改革』を確実に進めることができた」と表明する

ることで 2,200 億円圧縮しました。また、生活保

など、
社会保障削減と庶民増税を国民に押し付け、

護の母子加算を０７年度に引き続き削減しました。

大企業を応援する小泉内閣以来の「構造改革」路

一方、成長力強化を口実に、大型公共事業につ

線を継承する予算となっています。

いては軒並み増額。３大都市圏環状道路は 253 億

予算の規模を示す一般会計は、０７年度当初予

円(０７年度当初予算比 1.8％増)、スーパー中枢

算比 0.2％増の 83 兆 613 億円。国債の新規発行額

港湾の整備は601 億円(同14.7％増)などとなって

は０７年度当初予算より 840 億円少ない 25 兆

います。軍事費は４兆 7,793 億円(同 0.5％減)と

3,480 億円と、４年連続で減額したとしています

海外派兵型予算や軍事利権への批判の高まりにも

が、その中身は社会保障関係費の「自然増」抑制

かかわらず、５兆円規模を維持しています。米軍

などによるものです。

への「思いやり予算」は、2,083 億円(同 90 億円

社会保障分野では、高齢化に伴い見込まれる

減)となっています。

５年連続での拡大「四冠」達成を確信に、
１５００人の新たな峰をめざそう！
昨年の拡大運動では、拡大累計を２４３人、年

は１３９１人（支部最高現勢は１３９９人/２００７年 11

間拡大率は 18.44％とし、実増数は７２人で実増

月）となり、５１回大会(2005 年４月２４日開催)で策定

率 5.46％と、５年連続の拡大運動での「四冠」(春・

した新中期計画での１５００人支部実現の展望を

秋・年間・実増の４課題) 達成で、０８年１月現勢

大きく切り開く到達を築きました。

「春一番拡大」から年間拡大に全力を上げよう！
「春一番拡大」は、
１月を準備期間に２〜３月(４

動と分会統一行動の作戦計画を具体化します。ま

月１日付新加入)を行動期間に、拡大目標２.５％・

た、組織力量向上と分会の組織建設に向けて、
「群

３５人を目標に取り組みます。

会議」の開催できる分会役員体制の整備・拡充を

１月の準備期間に、分会での目標と方針を具体化

すすめるとともに、
「多くの組合員が参加・結集し

し、意思統一・宣伝・組織行動の実務準備をすす

うる組織づくり」に向けて、現役員の最大の任務

めます。税金対策・労災保険などの「業務宣伝と

でもある若手組合員の積極的な役員登用と群二役

業務拡大」
「分会の日常拡大」を３本柱に、昼間行

（群長・群会計）の選出をめざします。

◆分会別拡大目標
芝・４人、麻布・４人、白金・４人、新橋・４人、事業所・15 人、事務所・３人、大島・１人、
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当面の集会や宣伝行動、学習会にご協力ください！
◆０８東京春闘決起集会

◆２．１３建設春闘総決起集会

［と き］1 月 31 日(木)午後６時 45 分開会

建設首都圏共闘主催による建設春闘総決起集会

［ところ］中野ゼロホール

です。国土交通省の包囲行動と個人請願行動、国

［参加要請］
各分会・３人の参加をお願いします。

会方面への集団示威(デモ)行動などを予定してい

◆港春闘共闘主催による「９の日」宣伝行動

ます。国交省への請願項目は、建設労働者の派遣

「世界に誇れる平和憲法を守ろう」の宣伝・署

解禁への反対、じん肺対策など建設現場労働安全

名行動と、２年後の改憲発議をさせないための取

衛生対策の強化、建設業退職共済制度の普及徹底

り組みとなります。≪雨天中止≫

などとなります。

◎２月の宣伝と署名行動
［と き]２月８日(金)午後 6 時〜7 時、
［ところ］新橋駅日比谷口(ＳＬ前を予定)

［と き］２月 13 日(水)12 時(正午)集合、
12 時 15 分 国土交通省包囲行動に参加
13 時 00 分 個人請願(後、日比谷野音に移動)

（他団体が使用している場合は、烏森口に移動）

14 時 00 分 総決起集会(日比谷野外音楽堂)

［参 加］各分会３人、
◎３月の宣伝と署名行動
［と き]３月 10 日(月)午後６時〜７時、

15 時 00 分 国会へのデモ行進
［ところ］国土交通省包囲行動の後、日比谷野外

［ところ］田町駅三田口コンコース、
［参 加］各分会３人、

音楽堂での総決起集会に参加、
［参加要請］
各分会・６人の参加をお願いします。

知って、知らせて、得する、組合員のお知らせコーナー
◆定例宣伝行動地域から重税反対の声を広げよう

◆第３１回住宅デー支部実行委員会の開催

税制の民主主義も生存権も破壊するような消費

統一開催日は６月 22 日(日)です。地元の技術･

税の増税を許さないために、
「増税反対の声を拡げ

技能者集団としての役割を発揮し、地域の仕事は

る」ことが必要です。

地元の建設職人に取り戻し、仕事の掘り起こしに

［と き］１月 25 日(金)午後 6 時〜７時、

直結する住宅デーとするために開催します。

［ところ］田町駅三田口コンコース

［と き］１月 30 日(水)午後７時 00 分開会、

［参加要請］
各分会３人のご協力をお願いします。

［ところ］東京土建みなと会館３階会議室

◆「後期高齢者医療制度」学習会

［参加要請］仕事・賃金・労働・技術の各分会の

４月より、75 歳以上の組合員と家族を対象とす
る後期高齢者医療制度が実施されます。制度と組

産業対策関連の部長と分会四役(複数の代表)、

◆青年部再結成準備会の開催

合の対応についての学習会です。(福寿会との共催)

支部青年部再結成のための準備会を開催します。

［と き］１月 28 日(月)午後 7 時 00 分開会、

各分会は、青年組合員に準備会への参加を訴えて

［ところ］東京土建みなと会館３階会議室、

ください。会議終了後、懇親会を予定します。

［参加要請］75 歳以上の組合員と 75 歳以上の家

［と き］１月 31 日(木)午後７時開会、

族を扶養する組合員、希望する組合員、

［ところ］東京土建みなと会館、

［講 師］熊田ちず子(港区議会議員)、

［参加要請］青年組合員、
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◆福寿会の新年会

◆支部ＰＡＬ結成総会の開催
野丁場の現場に従事する組合員で、支部ＰＡＬ

会員交流として、新年会を開催します。組合員

の会を結成します。結成総会では、
「賃金運動構築

および配偶者の積極的な出席をお願いします。希

と標準的賃金」
の学習討論も合わせて実施します。

望者は、支部書記局まで必ずご連絡下さい。

［と き］２月３日(日)午前 10 時 00 分開会、

［と き］２月 18 日(月)午後 6 時開会、

［ところ］東京土建みなと会館３階会議室、

［ところ］新橋亭(新館・新橋 2-4-2)、

［参加要請］野丁場の現場に従事する組合員と分

［参加対象］会員とその配偶者、

会の産対関係役員

［会 費］3,000 円、

◆「消費税廃止港各界連絡会」「消費税をなく
す港の会」総会の開催

◆労災保険（特別加入）説明会
労働者災害補償保険(労災保険)では中小事業主
や一人親方は労働者とは認定されず、仕事中のケ

消費税率の大幅な引き上げが政府税調、与党の
税調で議論されています。不公平税制としての消

ガや病気を労災保険で補償することはできません。

費税、大企業、大資産家優遇の現行税制の改善を

また、労働者を使用する事業所は「労災保険」に

求め、総会が開催されます。

加入しなければなりません。
労災保険の制度と
「特

［と き］２月 15 日(金)午後７時 00 分開会、

別加入」制度についての説明会です。
労災保険と特別加入制度を学びます。

［ところ］東京土建みなと会館３階会議室、
［参加要請］分会税対部長(部会の振替)

［と き］３月 18 日(火)午後 7 時 00 分開会、

◆「普通救急救命」講習（ＡＥＤを含む心肺蘇生）

［ところ］東京土建みなと会館

［と き］２月 24 日(日)午後１時〜５時(予定)、

［参加要請］希望する組合員と組合未加入者

［ところ]東京土建みなと会館３階会議室、
［参加要請］希望する組合員（参加費用は無料）

◆確定申告個別相談
納税者本人が取りまとめた「昨年 1 年間の売上、原価(仕入・外注費・外注工賃など)、一般管理経費、所得控
除の各種証明書」などの資料にもとづく個別相談会となります。
個別相談会の日程は、２月 19 日(火)〜２月 27 日(水)までの日程で開催します。受付時間はいずれも午
前 10 時〜午後４時までです。昨年までの相談者については個別に案内します。
19 日(火)・芝、

21 日(木)・白金、

26 日(火)・事務所、

20 日(水)・麻布、

22 日(金)・新橋、事業所

27 日(水)・予備日、

■東京土建一般労働組合第６１回定期大会代議員選挙告知
第 61 回本部大会が３月 16 日(日)〜17 日(月)の日程で熱海「後楽園ホテル」他で開催されます。本部大
会「代議員」(議決権と選挙権を有する)の選挙を次のように実施します。
◆本部大会代議員、補欠代議員の立候補の受付（支部の代議員定数は６人、補欠代議員は若干名）
本人が指定の届出用紙（事務所にある）で、支部選挙管理委員会に届け出ることにします。
［と き］２月８日（金）午後６時 00 分から８時 00 分まで、
［ところ］東京土建みなと会館
◆本部大会代議員選出のスケジュール
２月 22 日（金）≪投・開票≫組合員による不完全連記・直接無記名投票で実施します。
(投票時間は、午後５時 00 分〜午後８時 00 分とし、即日開票とします。)

［立候補者及び投票権を有する組合員の資格］２月分の組合費等を納入していること。
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