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り︑役員︑事務局を中心
に消費税・確定申告学習
会や相談会︑会員訪問と︑
業者の悩みや問題解決に

がしっかりと団結し中小

区の中小業者の営業と生
活を守 る確固とし た砦
︵とりで︶を築くために
奮闘しましょう︒

に確信をもって東福岡地

１︑活動の成果と教訓を
明らかにして︑この１年
間の活動方針を確認しま

員を選出します︒

２︑方針を財政的に保障
する予算を決定します︒
３︑運動の先頭にたつ役

総会の任務

業者の要求運動や組織拡
大にとりくみ︑運動方針
を実践していけば︑必ず
明るい展望を切り開くこ
とができます︒このこと

東福岡民商は７月 １日︑東区勝馬・まさご屋で第 回総会を 開催︑代議員 人と来賓︑ 評議員
の総計 人が参加して今後１年間の運動方針︑決算・予算を採択︑新役員を選出しました︒

この１年間︑東福岡民
商は︑中小業者・国民に
増税・社会保障負担増を
強いる悪政の中で︑会内

力をそそいできました︒
今期も︑役員と事務局

開催にあたって

外の中小業者の経営やく
らしを守るためにがんば

す︒

︵一︶私たちをめぐる情勢の
特徴

の郊外進出︑建設業の官
公需要の停滞︑単価の下
落により利益に結びつか

ないなど︑さまざまな問
題点をかかえています︒
３︑国民健康保険につい
ては︑割賦制度が市民税

方式から所得比例方式に
変更され︑国保料の所得
割は︑ ・ ％と全国１
高く所得割算定基礎額２
００万で試算すると福岡

市では︑年間支払額が
万９６７５円に対し宗像
市では 万８４００円と
かなりの格差がひろがっ
てきています︒

４︑東区香椎地域におい
ては︑香椎駅を中心とし
た商店街の構成が︑千早
駅周辺の開発や大型店の

相次ぐ出店により空き店
舗が増え︑壊滅の危機に
さらされています︒

﹁中小業者の経営実態ア
ンケート﹂にとりくみ︑
﹁売上が減った﹂が ・
８％︑﹁利益が減った﹂

て︑生活が困難になるよ
うな情勢になってきてい
ます︒
２︑福岡市においては︑
市内の民 商が協力し て

くまず︑毎日を相談会と
位置付け宣伝活動を強化
した結果︑相談者が飛び
込みや紹介により︑連日

﹁なんでも相談会﹂に
ついては︑会全体でとり

書士と連携をとっていま
す︒しかし近年の相談は︑
調停での解決が困難な事
例が多く︑民商と会員の

毎年︑増えてきている
多重債務の相談について
は︑相談者と一緒に努力
し︑解決困難な相談にた
いしては︑弁護士や司法

２．﹁多重債務﹂の
とりくみ

訪れ相談解決にとりくみ
ました︒

︵二︶要求運動について

福岡市は︑吉田市政に
引き継がれましたが︑全
国一高い国保料︑大型店
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独自解決は難しくなって
きています︒また日々変
わる情勢に機敏に反応し
学習しています︒
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１．﹁なんでも相談会﹂
と要求運動のとりくみ
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40

が ・１％という実態を
示し︑要求では︑国保料
を下げてほしいという要
求が ・２％という結果
になっています︒

１︑小泉首相から政権を
受け継いだ安倍首相は︑
憲法改悪︑社会保障制度
の改悪︑庶民大増税をいっ
そうすすめ中小業者にとっ
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３．﹁経営問題﹂の
とりくみ
福岡市協議会として福
岡市産業振興部との交渉
を行い︑中小企業支援策
を要望しています︒また
福岡市に対して︑中小業
者への支援を求める７項
目の要望書を提出し︑回
答を得ています︒
４．﹁ 社会 保障運 動﹂
のとりくみ
福岡市社保協と連携し

ています︒総会を増勢で

し︑減免制度の拡充や計
算率の引き下げを︑市に

国民健康保険料の負担
増に対処するため︑学習

５︑ ﹁社会 保障 運動﹂
のとりくみ

ます︒

ます︒また民商入会と同
時に共済加入をすすめま

せるため︑全会員が共済
会に加入する運動を強め

ション活動にとりくみ︑
共済制度を豊かに発展さ

ました その結果︑現在
会員数６１６名と第 回

名の仲間が廃業等により
やむなく退会してしまい

総会時よりも３名増加し

︵三︶地域中小業者の要求に応
えられる強大な組織建設を
１．﹁会員拡大﹂の
とりくみ

周知徹底などの要望を福
岡市に対し出しました︒

した︒
すすめます︒
春の運動では︑自主計
全会員訪問や学習会の
算・自主申告にとりくみ︑ 実施︑宣伝活動の強化に

書を作成して計算会に参
加する会員も増えてきま

毎年おこなっている学
習会で︑年々自分で申告

支部対策などにとりくみ︑ 保証人制度原則廃止﹂と
支部を中心とした運動を なっていますが︑保証料

部役員体制の強化︑支部
活動の充実︑役員不在の

また︑常時変化する融資
制度に機敏に反応し学習

入会時︑婦人部同時加入
にも力をいれます︒

③青年部の活動
才以下の会員︑事業

適用除外を求める運動に
よって民商共済会を認め

つくります︒
青年部においても対象

憲法に違反するものであ 主二世の要求を聞きなが
り︑許されるものではあ ら︑青年部を復活させ︑
りません︒この法規制は︑ 運動に参加できる体制を
にとりくみます︒
共済会・婦人部・青年

率の９段階化などに対応
中小業者に多大な負担
し保証料補助の充実を求 を 与 え 廃 業 に 追 い 込 む
める運動にとりくみます︒ ﹁消費税増税反対﹂運動

部の活動は︑民商運動に

とってつながりを強める

者には︑同時入会をすす
めます︒
多重債務の相談は後を

ためにも重要な役割をは
たしています︒これらの

させることができる可能
性があります︒署名運動

するという運動をつよめ︑ がし風﹂の発行を定期化
３００名強という参加者 し︑会内外に民商をもっ

絶ちません︒最近では︑
特定調停では解決できな
２．﹁なんでも相談会﹂
のとりくみ

にとりくみ︑諸団体との

迎えるのは︑ 年ぶりと
なり退会が少なかったの

対して要望し︑年金制度
について は︑引き続 き

す︒
②婦人部の活動

名の仲間が増

が増勢につながり︑支部
を中心とした会員訪問な

﹁最低保障年金﹂の創設
を求めつつ年金保険料の

婦人部の役員体制の確
立︑ 毎月開催し ている

の１年間

どが成果につながりまし
た︒

減免制度を広くつたえる
ようにします︒

﹁記帳学習会﹂を軸にし
て業者婦人の要求をうけ

５． ﹁税 務調査 のた た
かい﹂と自主計算活動

努めます︒また︑作成し
たホームページ︵ＨＰ︶

制度融資の拡充︑改善︑ を開催し対策を強めます︒
創設にとりくみ︑﹁連帯 また帳簿の規定を税務署

２００６年度の調査件
数は︑５件です︒
結果は︑修正申告が５
自分の申告書は﹁自分で
記入する﹂方針のもと３・

に対し明らかにするよう
にします︒

件と調査による退会が１
件でした︒

を強めます︒

７︑﹁共済会・婦人部・
青年部﹂
と知ってもらえるように
実績パンフを更新作成し

した︒

になり税務署にも﹃数は
力﹄という圧力をかけま

活動に会としても積極的
にとりくみます︒
６．﹁拡大運動﹂

ます︒

い相談も多く︑調停で解
決しても支払ができずに

①共済会の活動
改正保険業法の施行に
中小業者の要求は緊急

ろまでいっしょに解決し

切実さを増しています︒ 上の解決だけでなく︑相
毎日を相談日と位置付け︑ 談者の意識を変えるとこ
いつでも気軽に相談がで

けられています︒これは︑

より︑民商共済会などの
自主共済への法規制がか

自己破産となる相談者も
増えてきています︒数字
﹁会員拡大を常に心が
け強大な民商を建設しよ
う﹂と第 回定期総会で
確認した拡大運動は︑こ

共同の運動を進めます︒
健康診断︑レクリェー

えました︒しかし長引く
不況の中︑残念ながら

きるように宣伝活動を行
い︑相談には︑機敏に対

６︑﹁ 消費 税運動 ﹂の
とりくみ

新役員 を代表してあい
さつす る松崎会長︵右
から５人目︶

税務署は︑理由づけがで
きない﹁守秘義務﹂を口

応し相談者といっしょに
解決にとりくみます︒

とめ︑業者婦人の地位向
上の運動にとりくみます︒

役員・事務局・会員の
立会いを拒否しつづける

実に立会いを認めません︒
会員拡大 名をやりと
これに対し納税者の権利 げる目標のもと各支部毎

新規課税業者に対し︑
記帳学習会や支部学習会

10

４︑ ﹁多重 債務 問題﹂
のとりくみ

月１名︑春の運動で各支
部 名の拡大を達成し支

70

の充実︵会員紹介ページ
の活用︶とニュース﹁ひ

解したうえで︑料率の引 を主張し︑調査を受ける
き下げ︑減免制度の確立︑ 会員を元気づけました︒

.

１３重税反対統一行動に
は︑申告書は自分で提出

全国婦人学校に参加した白
水さん︵右︶と川添さん
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会
長 松崎 正登（ 北 ）
副 会 長 井上 一 （ 東 ）
〃
宇野 和喜（ 北 ）
〃
新里 良雄（川西）
常任理事 石黒
勉 （川西）
〃
黒石 千秋（川西）
〃
石橋
肇 （中央）
〃
中山 憲雄（中央）
〃
八尋 信義（ 東 ）
〃
梅﨑芙美雄（ 東 ）
理
事 原野 敬 （ 北 ）
事務局長 竹之内儀人
事務局次長 横山 友樹
会計監査 中村 正直（川西）
〃
上田 健二（中央）
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福岡市より講師を呼び国
保の学習を深め制度を理

３︑﹁金融要求﹂の
とりくみ

川西、北、新宮支部が「増勢」
で表彰を受けました。
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