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情勢の特徴と政治課題
①福田内閣は、初編成となる０８年度予算案と
ガソリン税の暫定税率 10 年延長を盛り込んだ
租税特措法改定案を含む歳入・税制関連法案が、
与党(自・公)の賛成決多数で強行成立させました。
②民主党は「議長あっせんは反故にされた」と
自･公の強行採決に反発し、国会が空転し、歳入
法案が審議されない異常な事態が続きました。
③福田政権が発足して、半年経ちました。参院
選挙での惨敗、安倍前首相の政権投げ出しのあ
とを受け、発足時には 60％を超していた支持率
は、
「危険水域」といわれる 30％を割り込むほ
どに下落し、日銀の総裁人事では戦後初の空白
を招き、道路問題でも年度内の法案成立の目途

が立たず、
政権としての行き詰まりは深刻です。
④後半国会は、引き続き暫定税率(ガソリン税)の延
長問題が大きな焦点になっています。国会は、
原油高のもとでの建設資材高騰・生活物資値上
がりから中小建設業者と国民の生活を守る課題、
世界同時株安、円高ドル安など景気の先行き不
安と国内経済への影響への対応、
「格差と貧困」
の大きな原因となっている非正規雇用を生み出
した労働法制の見直し、高齢者医療制度の凍
結・中止・見直しなど社会保障改悪を改めさせ
る課題などとともに、自衛隊の海外派兵の恒久
法づくりや消費税税率の引き上げへの動きを阻
止するたたかいなど、重大な課題が山積です。

経済、社会保障、税金、都政をめぐる動き
①０７年の「家計の金融行動に関する世論調査」
(事務局・日本銀行）によると、前年より貯蓄残高が
「減った」が 39％に達し、
「増えた」の 22％を
上回りました。減った理由では「定期的な収入
が減ったので取り崩した」が 51％を占めました。
②労働力調査(総務省が２月末発表)によると、派
遣・契約社員、パート・アルバイトなど非正規
雇用の占める割合が０７年の平均で 33.5％(前
年比＋0.5 ポイント)と、年間では過去最高を記録し
ました。
男性では 18.3％、
女性では 53.5％です。
０７年中に正規から非正規雇用になった人は、
男性 23 万人、女性 21 万人の合計 44 万人、非正
規から正規になった人は、男性 18 万人、女性
22 万人の合計40 万人となり、
差し引きすると、
非正規への移動が４万人多く、正社員から非正
社員への置き換えが依然として続いています。
③)医療機関に３回以上受け入れ困難と断られ
たのは 24,089 件、重症患者でみると 14,387 件
に達し、首都圏などの大都市部周辺で断られる
(昨年１年間の救急搬送に関する総務省消防庁発表の実
態調査）ケースが目立ちました。人命に直結する

救急現場の深刻な状況が浮き彫りになりました。
④
「宙に浮いた」
約５千万件の年金記録のうち、
約４割にあたる 2,025 万件が依然だれのものか
１

分からない状況であることが判明。
「照合作業」
(政府・与党が３月末までに実施としていたもの)は取り
あえず終えたものの、現状では記録漏れ問題の
解決には程遠い状況が浮き彫りになりました。
⑤多額の赤字を抱える新銀行東京への 400 億円
の追加出資案が与党の自民、公明の賛成多数で
可決しました。東京都の石原慎太郎知事が設立
を発案し、都が 1,000 億円を出資し０５年に開
業した同行は、不良債権の増加で今年３月末の
累積赤字は 1,016 億円に上り、都が出資した１
千億円をドブに捨てたと同然の事態となってい
ます。大赤字の原因の一つは融資の失敗です。
過大な融資目標をたて、
新銀行経営陣をあおり、
融資の焦げ付きを増やす結果となりました。融
資以外では、
購入した国債など有価証券 40 億円
にのぼる見通しの損失と 124 億円かけたコンピ
ューターのソフトウエアも無駄になりました。
また、設立目的の「中小企業融資」では融資
比率が 47.2％に低下(昨年９月)し、再建計画では、
主力商品の無担保無保証融資を事実上廃止する
など、中小企業融資から大幅撤退の方針です。
設立目的を放棄した新銀行への追加出資は、
破たんを先送りするだけです。
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６年連続となる春の拡大月間目標達成で、
安定した 1400 人支部を実現させよう！
「春一番拡大」の結果
春一番の拡大は、目標(2.5％・35 人)には届か
なかったものの、拡大数は 30 人となり、４月当
初現勢は１３９６人となりました。残念ながら
1400 人には届きませんでしたが、１月組織現勢
を上回り、昨年 11 月の支部最高現勢 (1399 人)

に次ぐ組織現勢となりました。
３月 24 日の定例登録日以降に、
３月１日付雇
用日加入７人、４月１日付雇用日加入３人とな
り、修正後の４月１日付当初現勢は、１４０６
人と待望の 1400 人台となりました。

「春の拡大月間」の意義と可能性
◆組織基盤確保の足がかりを築くこと
格差・貧困・高齢者差別・大増税・憲法改悪
に対する国民総結集の運動、土建国保・どけん
共済の
「安定運営」
、
建築確認申請の抜本的改善、
アスベスト訴訟の本格化など、独自要求のたた
かいを大きく繰り広げ、政治の流れを変える可
能性を切り開き、たたかいの最大の保障となる
組織基盤確保の第一歩を築くことになります。

◆１５００人支部実現の保証を築くこと
支部目標の達成と「全分会達成」で、1500 人
支部実現の保証を築く取り組みとなります。
◆東京土建への期待が広がっていること
「万一の時」に「頼れる組合」
「信頼できる組
合」を求める傾向は確実に広がっています。東
京土建の「組合業務の優位性」は大量宣伝と「仲
間の口込み」で隅々まで浸透してきています。

「月間方針」の基本と重点
①支部・分会の基準目標
◎月間基準目標＝①４月−５月で 3.5％(49 人)、
②年間６％の節目標への到達、
◎分会目標
芝･５人、麻布･４人、白金･４人、新橋･４人、
事業所･２５人、事務所･５人、大島･２人、

◎統一行動日＝のべ 11 日間
★第１次行動＝４月 24・25 日(木・金)、
★第２次行動＝５月 8・ 9 日(木・金)、
★第３次行動＝５月 15・16 日(木・金)、
★第４次行動＝５月 22・23 日(木・金)、
★第５次行動＝５月 28・29・30 日(水・木・金

仲間を信頼し、仲間に頼り、明るく、楽しく、元気のでる活動に！
「見えにくい」
「捕まえにくい」
「届けにくい
(組合情報)」と言われる未加入従事者を対象者
として掘り起こすためには、一部幹部活動家だ
けの運動とせず、仲間を信頼し、仲間に頼る運
動に発展させることが必要です。分会・群の組
織力をフルに発揮した活動で、行動量を一気に
引き上げることが、月間の成否を決します。
◎全群からの仲間の参加による「拡大出陣式」
や「決起集会」などを全分会で開催し、分会目
標達成への意思統一をはかりましょう。
◎事業所への訪問と
「紹介運動」
を徹底します。
◎福寿会や主婦の会の会員に協力要請し、全世
代結集の活動に発展させましょう。
◎イベント型・若手世代参加型の活動を追及し、
月間の取り組みの中で、分会主催のレクリェー
ション、交流会、親睦会を開催しましょう。
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◆活動の飛躍をめざして
分会出陣式や決起集会をより多くの仲間の参
加で成功させるためにも、声かけが重要です。
春の月間への協力を訴え、出陣式や統一行動へ
の参加を訴えましょう。そのためにも、
「知って
いるはず」ではなく、その度ごとの声かけに勤
めることが重要です。
◆分会出陣式を規模・内容ともに大きく
準備活動の中でも、大衆決起の成功が決定的
に重要です。分会出陣式は第１次(４月 25 日)まで
に開催するようにします。総力戦、大衆化の第
一歩として、群長以上と青年・主婦・シニアを
対象に６割以上の幹部活動家と新加入者、事業
所組合員にも広げ、明るく・楽しく・元気の出
るものにして大きく成功させましょう。

- 2 -

東京土建一般労働組合

港支部

当面の集会や宣伝行動、学習会にご協力ください！
５）港春闘共闘主催による「９の日」宣伝行動

１）国会座り込み、議員要請行動
（国民大運動実行委員会主催）

［と き］４月 23 日(水)･白金分会、
５月 14 日(水)･新橋分会、
５月 28 日(水)･事務所分会、
６月 11 日(水)･芝分会
［ところ］衆議院第２議員会館前
［参加要請］分会２人≪隔週で水曜日、正午集合≫

２）麻布ヘリ基地撤去・集会とデモ
［と き］４月 18 日(水)午後６時 30 分開会
(デモ出発は７時 20 分を予定)

［ところ］都立青山公園、
［参 加］各分会５人以上の参加者の確保を！

［と き]５月９日(金)午後６時〜７時、
［ところ］新橋駅日比谷口、≪雨天中止≫
（他団体が使用している場合は、烏森口に移動します）

［参 加］各分会３人、

６）首都圏建設アスベスト訴訟支援大集会
午前……原告団･弁護団･統一本部役員による
東京地裁への提訴と記者会見、
午後……支援大集会とデモ
［と き］５月 16 日(金)正午開会、
［ところ］日比谷野外音楽堂
［参加要請］
各分会６人のご協力をお願いします。

７）全建総連「大衆増税反対中央総決起大会」

［と き］５月１日(木)
午前９時 30 分集合、式典は 11 時開会、
［ところ］代々木公園
［参加要請］各分会５％、

政府は消費税増税への世論形成の地ならしを
着々と進めています。
「消費税引き上げノー」の
声を大きくするために集会を成功させます。
［と き］６月６日(木)午後 1 時開会（予定）
、
［ところ］日比谷野外音楽堂
［参加要請］
各分会６人のご協力をお願いします。

４）平和憲法を守る運動にご協力を！

◆第 79 回メーデー実行委員会の開催

①５・３憲法集会
［と き］５月３日(土)午後１時 30 分開会、
［ところ］日比谷公会堂
［参加要請］
各分会３人のご協力をお願いします。
②９条世界会議

［と き］４月 21 日(月)午後７時開会、
［ところ］東京土建みなと会館、
［参加要請］各分会１人の実行委員の選出を

※当日は、実行委員会でカレーの炊き出しをします。

３）第７９回中央メーデー

（チケットが必要です。希望者は支部までご連絡下さい。）

◆全体会議
［と き］５月４日(日)午後１時 30 分開会、
［ところ］千葉・幕張メッセ イベントホール
◆分科会
［と き］５月５日(月)午前 10 時開演、
［ところ］千葉・幕張メッセ イベントホール
③平和行進
［と き］５月７日(水)
午前８時 45 分集合、９時出発(東海寺まで)、
［ところ］港区役所前、
［参加要請］
各分会３人のご協力をお願いします。

◆健康診断実行委員会の開催
特定健診での 30％達成をめざします。
［と き］４月 25 日(金)午後７時開会、
［ところ］東京土建みなと会館４階Ａ会議室、
［参加要請］
分会四役の代表と分会社保対部長、

◆消費税廃止港各界連の定例宣伝行動
［と き］４月 24 日(木)午後６時から１時間、
［ところ］ＪＲ田町駅三田口コンコース、
［参加要請］各分会３人

◆４月の新加入者説明会
［と き］４月 28 日(月)午後７時開会、
［ところ］東京土建みなと会館３階会議室、
［参加対象］２月から５月までの新加入者

◆アスベスト訴訟支援募金にご協力下さい
組合員１人あたり 100 円を基準とした「訴訟支援募金」を提起しました。｢訴訟支援募金｣は、
組合員の自主的カンパとして行いますが、訴訟の意義と役割から見ても、各分会の取り組みが組
合員１人当たり 100 円の基準を突破するよう、強く要請します。目標に達していない分会は４月
も取り組み、基準額を突破するよう、取組みを強化してください。
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知って、知らせて、得する、組合員のお知らせコーナー
◆火災共済加入促進月間
６月が本番です。目標は支部 14 件。50 口で木
造3,000円、
鉄筋1,500円の日本一安い共済掛金。
「新規加入は 50 口以上」です。

◆自動車共済見積り・加入促進月間
５月が本番の見積り運動です。
目標は分会２件。

◆前進座５月公演「怒る富士」観劇のとりくみ

◆新入学祝金（図書カードプレゼント）制度

◆75 歳以上の組合員の宿泊旅行補助制度
1 人 5,000 円、夫婦で旅行した場合 10,000 円

［と き］
５月11日(日)開演４時30分(夜の部)
［ところ］国立劇場、
［観劇料］6,200 円、

０８年度の小・中学校への新入学者が対象。

◆常備薬の案内（３千円以上送料無料。６月９日締切）

◆わらび座公演案内《希望者は、支部までご連絡を》

メタボ対策と事業所向けセットを揃えました。

◆青年組合員交流会（会議終了後、懇親会を予定）

手塚治虫生誕 80 周年記念｢火の鳥｣(鳳凰編)
のミュージカル。
［観劇料］Ｓ席 5,000 円、
［と き］４月 25 日(金)〜５月４日(日)、
［ところ］新宿文化センター大ホール、
2008年4月
1 火

中執
四役会議

消費税実施20年目宣伝行動

20 代までの青年組合員の参加を要請します。
［と き］４月 25 日(金)午後７時開会、
［ところ］東京土建みなと会館、

2008年5月
1 木 第79回メーデー

2008年6月
1 日

常任執行委員会

2 月

2 水

2 金

3 木

3 土 ５・３憲法集会

3 火

4 金 常任執行委員会

4 日 9条世界会議全体会

4 水

5 土 ＰＡＬ交流会

5 月 9条世界会議分科会

5 木

6 日

麻布分会総会

7 月 執行委員会

主婦・四役会議

6 火
7 水 執行委員会

大会準備委員会

8 木 主婦・役員会

9 水 国会行動（麻布）

九の日宣伝行動

9 金 財政部会

都連・増税反対宣伝

11 金 青年劇場公演

芝・分執

11 日

12 土

白金・分執

12 月

13 日 第54回定期大会

16 水

国会情勢学習・要請行動

17 木

大手企業交渉（積水化学）

大手企業交渉（ハザ

新橋分執
事業所・代表者会議
事務所・分執

7 土

10 土

9 月 主婦・役員会
10 火 財政部会

前進座公演

11 水 国会行動（芝）
12 木
13 金

九条講演会
（働く仲間の港九条の会）

15 木

14 土
15 日

16 金 ｱｽﾍﾞｽﾄ訴訟支援大集会

16 月

17 土

17 火

18 金 マ）

麻布ﾍﾘ基地撤去集会

18 日

18 水

19 土

白金・財政

19 月

19 木

芝・財政

21 水

新橋財政

22 木

22 日 第31回住宅デー

春の拡大決起集会

分会長書記長会議
23 金
共済審査委員会

23 月

24 土

24 火

20 日
21 月

20 火
ﾒｰﾃﾞｰ出し物実行委員会

分会長書記長会議
22 火
共済審査委員会
国会行動（白金）
23 水 全国統一行動最賃デー
24 木

本部登録
各界連駅頭宣伝

25 金

健康診断実行委員会
主婦の会新役員学習会

青年組合員懇談会

20 金
国会情勢学習・要請行動

21 土

25 日 健康まつり

25 水

26 月

26 木

27 火

27 金

28 水 国会行動（事務所）

28 土

29 火

29 木

29 日

30 水 四役会議

30 金

30 月

26 土
27 日 中執
28 月 中執

後継者対策部会
新加入者説明会

大衆増税反対総決起集会

8 日 幹部学校
九の日宣伝行動

14 水 国会行動（新橋）

15 火 ﾆﾁｱｽ本社前集会

国会議員要請行動
平和行進

13 火

14 月

常任執行委員会
主婦・四役会議

6 金 執行委員会

8 火

10 木 財政部会

中執
四役会議

分会長書記長会議
共済審査委員会

青年部５０周年記念
式典

31 土

2008年4月
※

2008年5月

は、拡大統一行動日。
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2008年6月

