こみゅーと

「コミュニティユニオン東京」ニュース NO-076号 2016年4月15日
170-0005 東京都豊島区南大塚2-33-10 東京労働会館1Ｆ
TEL 03-3946-9277 FAX 03-5395-3242 E-meil staff＠cutokyo.jp
http://www.cutokyo,jp「こみゅｰと」ラテン語「流れを変える」
「こみゅーと」バックナンバーをホームページで読めます

春の組織拡大月間、1000人突破を！
すべての支部で目標決め、全組合員に呼びかけよう

東京地評拡大出陣式

決意表明する三宅執行委員

ＣＵ出陣式 小倉委員長と新組合員・白林さんが握手

春の組織拡大月間始まる
ＣＵ東京は3月の執行委員会で春の組織拡大月間を大会の6月11日まで取り組むことを決めました。先に東
京地評は4、5月に月間を呼びかけ、加盟組合に「悪政大転換の歴史的な任務を担い、組織の実増・強化を
成し遂げ、労働組合出番の時代をつくろう」と訴え、組織の5％、実増の拡大を提起しています。3月18日
に拡大出陣式を行い、ＣＵ東京は小倉委員長はじめ6人参加、三宅執行委員（三多摩協議会書記長）が決意
表明しました。東京地評は春の拡大の方針の中では、地域内の未組織労働者の組織化をめざし、地域ユニ
オンや「ＣＵ東京」支部組織結成のとりくみを呼びかけ、集中的組織宣伝や
街頭労働相談など提起しています。ＣＵ東京は非正規の労働者の要求とた
たかいのの前進、安倍暴走政治ストップのたたかいと結び組織拡大にとり
くみます。

ＣＵ東京は第8回大会6月11日までに1000人組合員をめざします
ＣＵ東京は現在、853人、1000人まで147人（現勢比17％）加入が必要で
す。諸活動と結び拡大をすすめます。労働相談、宣伝、各種行動と結びと
りくみます。協力組合員に相談し、対象を上げ具体的にすすめます。すべ
ての支部で労働組合、民主団体、NPO組織との懇談を1団体・組織以上とす
すめます。ＣＵ東京の共済に関心が寄せられています。三多摩では「会社
に福利厚生がない、ＣＵ東京の共済はいい」と加入の報告が届いています。
案内しましょう。拡大出陣式を3月25日行い、新組合員の白林さんも参加し
争議支援を訴え、達成に向け決意を固めあいました。

すべての組合員に声をかけよう
期間は約2か月です。全支部で目標を決めて取り組みます。すべての組合
員に声をかけ、組合のリーフをわたし協力をよびかけることが大事です。
力のある、経験のある協力組合員に具体的に組合員拡大を訴えましょう。
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東京地評拡大出陣式の
三宅執行委員の決意表明
三多摩協議会は、昨年6月に
24人でスタート、現在114人。
この間、二つのことを訴えて
きました。1つは地域の労組の
支援が欠かせない点、2つに地
域に個人加盟の労働組合が求
められている点。労働相談も1
3件あり9人解決、存在感も高
まってきています。
現在、200人の組織にしよう
と4月は花見で交流、拡大に向
け学習決起集会、地域の労組
訪問など計画しています。
ＣＵ東京1000人、三多摩200人
達成を目標に奮闘します。
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部長のセクハラに危機を感じ毅然と抗議
6か月にわたり監視！そして解雇！
大和ハウス工業とたたかう白林さん
◆ 部長のセクハラに危機を感じ拒絶したら
配置換えをし、６ヶ月にわたる監視！
大和ハウス工業に、２年前の４月に採用され
た白さんは、入社早々の歓迎会や親睦会などで、
上司である部長の横に座らされ、背中を何回も触
られたり、「週末に一緒に飲みに行こう」など執
拗に食事や自宅に誘われたりすることに危機感を
覚え、上司からの誘いを断るようにしていました。
すると、その上司は、部下に命令をして６ヶ月に
4/7 大和ハウス工業本社社前での抗議行動

わたり勤務状況を監視させました。
異常な監視の次は、その部長の直ぐそばの席に

に配属されました。しかし、直後の12月になって、

配置換えをし、直接監視をし続けた上で突然、昨

「就業規則に定める解雇事由に該当するとして、

年12月に解雇を通知してきました。

平成27年12月31日をもって、解雇する」旨の通知

◆１級建築士をめざしていた女性の夢を奪う！

を受けました。白さんは既に２級建築士学科試験

白さんは、２年前に国立大学工学部建築学科修

を合格、１級建築士の資格を取得するための勉強

士を卒業し、夢と希望を持って大和ハウス工業に

も重ねてきました。１級建築士の受験資格に企業

就職し、老人ホームや介護施設の企画設計に携わ

経験2年を取得する直前の解雇です。

り昨年の10月には、希望していた部署（東京本社

◆人 権侵害 ！

上 司に よっ て作 り上 げ られ た
規律違反、そして不当解雇！

建築事業推進部企画開発部医療介護設計グループ）

解雇の理由は、異常な監視体制の下でつくりあ

大和ハウス工業の不当解雇
白林さんＣＵ東京執行委員会で訴える

げた職場離脱、私用電話、規律違反。あたかも注

3月25日ＣＵ東京執行委員会で白林（はくり
ん）さんが大和ハウス工業でセクハラ・パワ
ハラをうけ、さらに不当解雇、「ユニオンち
よだ」に加入し、不当解雇とたたかう決意を
のべ、支援を訴えました。
4月7日、千代田総行動の一環として大和ハ
ウス工業東京本社前で抗議行動。 ＣＵ 東京か
ら高木書記長が参
加、セクハラ・パ
ワハラなど犯罪行
為と厳しく批判し
ました つづいて、
本社18階で要請行
動12人が参加しす
みやかな解決を強
く要請しました。

意指導をして改めなかったと印象づけての解雇で
す。解雇の理由に全く合理性はなく、言い掛かり
をつけて規則違反とする解雇には、社会通念上の
相当性を欠くもの、解雇権濫用は明らかです。
女性個人の自宅住所まで記載した解雇通知書を
見せしめ的に、職場内にメールでばらまき、「自
分の言うことを聞かないとこうなる」ということ
を、自ら行う上司を擁護する大和ハウス工業です。
支援をお願いします。（白林さんは「ユニオンち
よだ」に加入の
新組合員。「千
代田区労連だよ

コミュニティユニオン
東京
第8回定期大会

り」から抜粋、
転載させていた [と
だきました。）

訴えた白さんとユニオンちよだの小林執行委員
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き] 6月11日（土)
午後1時30分開会
[ところ]ラパスホール
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ＣＵかつしか 結成４年目へ
第４回定期総会開催17人の参加
組合員33人に！
組合員が増えることが労働組合の最高の
喜びと力
組合員３３人！
１７ 人の参加で 第４回定 期総会開 催
「結成して３年。毎年10人ずつ増えてきたかつし
か。どうにか30人を達成して第４回の総会を！」。
これが、執行部のこの一年の願いでした。その目
標を突破しての、結成４年目、４回目の定期総会
ＣＵかつしか第4回定期総会

になりました。

き方を続けられる。まだ仲間と呼べる人がいて、

基本の活動を位置づけて

組合員加入促進・・なかなか厳しい課題ですが、 増える！新しくできる。」・・そんな、自分にとっ
総会が近づくにつれて、新しい仲間の加入申込書

てのＣＵ東京の存在を話す発言がつづきました。

が届きはじめました。かつしか支部は、毎月の執

組合員全員にリーフを渡し拡大を呼びかけ

行委員会の定例化、毎月の支部ニュースの発行、

次期大会までにさらに10人増やすことなどはじ

そのニュースを全員へ郵送か手渡し、必ず、執行

めとした方針を確認。当面、組合員全員にリーフ

部からの一言を書き添えて・・・そんな、活動を

を渡して組合員拡大を呼びかけることにしました。

ずっと続けています。

総会後の平山副委員長を講師に学習会・・「憲

毎月、近況報告を執行部に送ってくる組合員、

法２８条の保障する労働３権。国民が誰でももっ

ＣＵ東京の入院共済で支給を受けての喜びの声を

ている権利。その権利を行使できるのは、その権

寄せた組合員、郵送のニュースが戻って来てしまっ

利行使を法で保障され、認められている労働組合

た方に電話すると「すみません！連絡しなくて！」

に入り、組合員になったその時から・・」。

と話してくれる組合員など。「辞める方がほとん

「誰でも入れる労働組合という「受け皿」を、国

ど出ない。」のもかつしかの良いところです。

民に保障し、つくって置く。これが、コミュニティ

自分にとってのＣＵ東京の存在

ユニオン・ＣＵ東京の役割」。ローカルユニオン

総会では、「千葉県で農業をはじめます。共済

の地域での大切な役割を学びました。

制度のことを考えてＣＵ東京の組合員で。」と、

≪ 選出された新役員 ≫

千葉県の九十九里海岸沿いの匝瑳（そうさ）市か

・委員長・野口弘次

ら参加された組合員。介護職員の職場の低賃金と

・副委員長 柳生秀行・菅野勝祐

労働条件厳しさに、短期間で辞めていく方が多い

・書記長 岡野健次

と報告する組合員。退職した元教員の組合員はは、 ・書記次長 滝沢敬二・金丸秀義
人生を振り返りながら、「ひとりでも入れる。何

・執行委員 小野寺忠

歳になっても労働組合員でいられる。今もその生

・会計監査 中田淳

第87回メーデー

三多摩メーデー

働くものの団結で生活と権利を守り、
平和と民主主義、中立の日本をめざそう！

★5月1日（日）家井の頭公園
★オープニング ９時30分

■ 2016年5月1日（日）代々木公園 午前10時文化行事、11時式典
■ 日曜日です。組合員みんなによびかけ参加しよう！

★式典 10:00
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★デモ行進

11:50
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相談者の意向に沿った問題解決が
ＣＵ江戸川に所属しつづける大きな理由
早急に100人の組合員めざし頑張る

ＣＵ江戸川支部

2012年7月の組合員数から毎月人数を減らさい
ＣＵ江戸川支部は、2012年7月の組合員数から毎月人数を
減らさないできました。一時に大幅に増えるのではなく、毎
月少しずつ増え、現在76人です。
ＣＵのみに加入している人は54人で、協力組合員（他組合
の組合員、二重加盟の組合員）は22人です。組合員54人のう
ち15人は共済に加入していません。支部大会（2016年11月19
日）以降の加入者9人の加入動機は労働相談からの加入が5人、
同僚・友人からのすすめで4人加入です。

相談 者の立場 と意向 に沿 った 問題 解決 が脱 退減 らす
加入が多くありませんが、脱退が少ないことが、組合員数 4/12区労連の仲間と駅頭宣伝 ＣＵ江戸川支部
の増加に結び付いています。労働相談で加入した組合員は、
問題が解決すると「即脱退」との傾向があるといわれていますが、江戸川支部ではそのようなことは少な
いです。何年も前に解決した組合員から連絡を受けたり、遠くに転居しても江戸川支部に所属し続ける例
がいくつもあります。労働相談を受けると即対応します。親身に相談に乗り、相談者の立場と意向に沿っ
た問題解決が、ＣＵ江戸川に所属し続ける大きな理由でと思っています。

区民や小規模企業経営者等と手を携えて
第二に地域労働組合＝「ＣＵ東京」の必要性を認識し、機会あるごとに訴え続けています。地域での労働
運動は、労働者の相談にのり労働者の駆け込み寺としての役割を果たすだけでなく、今の政治のもとで、
厳しい状況に置かれている区民や小規模企業経営者等と手を携えて、問題解決にあたり、地域を活性化さ
せていくこともＣＵ東京の役割です。ということなど訴えて共済に加入しない組合員や協力組合員を増や
しています。また、共済制度の魅力を訴えることで、組合加入を決意する人も多くいます。

小さな支部ですが早急に100人の組合を目指して頑張ります

第46回社保協総会開かれる

ＣＵ 東京を新しい加入団体

方針を提案する寺川事務局長

倍「雇用改革」の阻止を提起ししました。

として紹介

討論の最初にＣＵ東京は新加盟団体として高木書

3月20日、東

記長があいさつしました。ローカルユニオンとして

京社保協の第46

ＣＵ東京の役割、非正規で働く人が4割を超え、求

回総会が開かれ

められている組合と自己紹介、参加団体のみなさん

ました。22団体

と共同して働く人の相談と、雇用・賃金を守る活動

34地域から155

に奮闘していきたいと挨拶しました。同総会には、

人が参加しまし

ＣＵ東京から寺川副委員長と2人が参加しました。

た。総会は1年

大会後、呼びかけに応え、「協力していきたい」と

間の取り組みの

組合に１人加入しました。

総括と「安全・安心の医療・介護の大改悪、社会保
障解体攻撃をストップさせよう」をスローガンとし

■毎月「こみゅーと」に支部に原稿をお願いしていま
す。相談、争議、加入、宣伝、レクリエーションなど

た方針を確認。方針の柱の一つに「安定した雇用暮

支部の組合員の奮闘なくしてありません。感謝！■全

らしが守れる賃金を」として、解雇の金銭解決制度

員に配りたい、支援してくれる組合・団体にも届けた

の導入や国際戦略特区による労働規制緩和なとも見

いの「声」に応え、3月から1000部印刷です。組合員
の声お願いします。ＨＰでバックナンバー読めます。

過ごせないとし、働くルールと暮らしを破壊する安
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