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28人の参加で
ＣＵ東京中野支部結成される！

挨拶する新委員長の中村さん

と挨拶しました。菊池恒美さん(中野労連)

「ＣＵ東京の結成 歓迎したい」

が大会

方針、予算、役員体制等を提案しました。

東京土建中野支部・長浜委員長
ＣＵ中野支部結成へむけた準備会が立ち上がって

「最賃1500円以上、ブラック企業許すな」

6カ月余、4月16日、東京土建中野支部会館を会場に

デモに参加してきた

来賓を含む28人が参加して、ＣＵ中野支部が結成さ

討論では、若い組合員から「昨日、エキタス等若

れました。冒頭、準備委員長の中村文康さんが結成

者を中心とした最賃1500円以上、ブラック企業許す

宣言を行った後、来賓として小倉本部委員長の激励

な等のデモに参加してきました。いま、医療関係職

挨拶。さらに本部の高木書記長が「ＣＵ東京の役割

場での組織化の動きもあり、応援していきたい」と

と活動」について報告しました。

の発言に大きな拍手が起こりました。

東京土建中野支部の長浜委員長は「私が土建の賃

提案は一括承認され、第二部懇親会に進み、代々

金対策を担当した際にＣＵ結成の動きがあったが、

木総合法律事務所の鷲見弁護士や中野社保協、中野

立ち消えになった。昨年の地評大会以降、関係者が

生活と健康を守る会、新婦人中野支部等の来賓から

努力して本日の支部結成となった事、歓迎したい」

激励がありました。

会場で新たに3人が加入、結成を激励！

第88回メーデー

この日の結成大会で、3人が新加入し新たな活動
■2017年5月1日（月）
■開場/9:00

の出発の大きな励ましになりました。

開会/10:00

新委員長に中村さん、書記長に菊池さん選出

■パレード/12:30

新執行部は、委員長・中村文康（土建中野支部元

■代々木公園

書記長）、副委員長・石井富雄(都教組中野)、佐藤
働くものの団結で生活と権利を
守り、 なくせ貧困と格差、大
幅賃上げ・底上げで景気回復！

利信(土建書記長)、書記長・菊池恒美(中野労連)、
書記次長・牧野大志(健友会労組)、板垣寿一(元土
建書記)、早稲田亘(中野労連)の各氏です。
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働く者の健康問題
相談対応の留意点

4.5月で60人拡大目標
第9回執行委員会

「いの健」の色部さん講師に学習
「働く者の健康問題

―

相

談対応の留意点」と題して、働
くもののいのちと健康を守る東
京センターの副理事長・色部祐
さん(社会保険労務士・写真)を
講師に、3月24日。執行委員会の
前半に学習しました。労働相談の

ＣＵ東京、4月17日現在1073人

少なくない人がメンタルヘルス不調、うつ病の方

3月24日、開催した執行委員会で春の組織拡大

がいることから、学習しようとなったものです。

の取り組みの意思統一をしました。春の月間は4

講演は、最近の事例など紹介され、わかり易く

月、5月の2か月間の取り組みです。

説明を受け、労働組合の相談者に、求められるこ

春の月間は労働環境の劣化がひきつづき進む中

ととして、1)働き方の具体的な把握(聴き取り)、

で、個人加盟の地域組織、コミュニティユニオン

2)関連法規の学習、厚労省の通達などの活用、

東京の役割はますます求められているもとでのと

(「こころの問題により休業した労働者の職場復

りくみです。ＣＵ東京の1000人への前進に期待が

帰の手引き」2009年版など）、医師、弁護士、社

示されています。現在1073人です。

労士との連携、5)信頼関係の構築などをあげ、何

ＣＵ東京第9回定期大会を200人実増で

よりも「傾聴」に徹することを強調されました。

ＣＵ東京第9回大会を7月8日開催します。昨年、
第8回大会を200人実増の930人で迎えました。こ

頷きながら聞き入りました。労働相談に役立て
ていこくことにしました。

れまで最高の前進でした。現在、大会から143人

組織拡大と共
共済拡大を！

の前進です。この流れをさらに広げ、200人以上
の前進で迎えます。

自 転 車保 険 を案 内 し よ う ！

東京地評が春の拡大の激励訪問
3月31日、東京地評の春の組織拡大の激励訪問

４月7日、東京労働共済会が共済学校・拡大理

を受けました。白滝副議長、屋代事務局次長から

事会を開きました。組合員の助け合いの共済の活

春のとりくみの特徴なとの報告を受け、檄や激励

用で組合の結びつき、組合員の生活支援、全労連

の品をいただきました。ＣＵから平山、川村の両

共済で「第2の賃上げ」と案内していくことを確

副委員長、高木書記長が対応しました。(写真)

認しました。ＣＵ組合員は全労連共済を利用でき

現在、すでに11人の新組合員迎える

ます。「民間」と比べ格段に安い掛金で、大きな

こうとうの3人の拡大を先頭に6支部で11人の新

保障と経費削減です。

しい組合員を迎えています。1ページの中野支部

自転車保険話題です！

結成大会では、激励・支援に駆けつけた来賓の方

東京労働共済会は自転車利

等から、3人の加入者がありました。「こういう

用が多いことから、家族型の

組合が必要」「一緒に力合わせて頑張りたい」と

自転車保険を案内しています。

声が寄せられました。

年間4900円で家族の万が一が

新 しい 組合 のリー フ活 用下 さい ！

守れます。加入には支部で確
認が必要になります。支部に

各支部に27日に届きます。組合員に渡し拡大の

ご相談ください。

力にしましょう。
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第５回ＣＵかつしか定期総会を開催
結成以来、毎年１０人づつ仲間が増えて
１９名が参加

４月１日、東京土建葛飾支部会館
た。早出出勤分の賃金が毎日未払い状態で、労働基
準監督署に相談しに行った女性職員に対する恫喝な
どがある中での改善でした。もっと早く組合に相談
すれば良かったとの発言でした。

組合の助け合いの共済、ありがたさを実感
入院共済の支給を受けた組合員から、「昨年急な
入院に、ＣＵ東京の入院共済から３２日分支給を受
けることができ助かりました。組合に入ったことで

挨拶する野口委員長

同時に共済にも入ったことになる・・・組合の助け

「駆け込み寺」役割果たす・・野口委員長

合いの共済制度、そのありがたさを実感しました。

４月１日、東京土建葛飾支部の会館で、結成５年

甥っ子の厳しい労働条件を聞く度に個人加盟のＣＵ

目の定期総会を開催、１９名が参加しました。

東京の大切さを感じ、加入をすすめようかと考えて

冒頭に野口委員長はあいさつで、最賃引き上げ、

います。」と発言がありました。

労働者の権利を守る「駆け込み寺」、助け合いの活

総会終了後、平山副委員長を講師に学習会を行

動を重視して取り組みたいと述べました。来賓の本

い、その後の昼食会・懇親会は２時間近くになり、

部平山副執行委員長、葛飾区労連塚田議長、日本共

出席者みなさんから近況報告がされ、楽しいひとと

産党三小田区議会議員から挨拶を頂きました。

きを過ごしました。

経過報告では、営業実績が悪くなった原因を押し
つけれれ、整骨院を解雇された組合員の解決金の支
払いで解決したとりくみ、老舗の鶏肉料理店で一切
会話をしないという嫌がらせで離職に追い込まれた
組合員の未払い賃金、退職金、治療費などを解決金
支給で妥結したなど、また、現在団体交渉中の、パ
ワハラや恫喝で離職に追い込まれた二人の組合員へ
の解決金の支給を求めているとりくみなどが報告さ
れました。

「もっと早く組合に相談すれば良かった」

来年度総会５０人を超える仲間で迎えよう！

討論では、遠く千葉県の匝瑳市から参加した組合

かつしかは結成以来、毎年１０人づつ仲間が増え

員から、勤務開始時刻１５分の出勤を指示しておき

てきました。結成５年目の来年度総会を５０人を超

ながら、１４分前になるまでタイムカードを刻印さ

える仲間で迎えよう！

せない勤務先のコンビニでのとりくみ。就労時間と

末までに、２名の仲間を向かえよう！と、みんなで

給料を算出をするコンビニのＰＣが、勤務時間外の

確認しあった一日になりました。

就労に対して、１４分までは切り捨てになり、早く

当面、春の組織拡大の５月

大会で選出された役員は

委員長野口弘次、副委

出勤しても１４分前になるまでは、タイムカードの

員長益子英治、菅野勝祐、柳生英行、書記長岡野健

刻印をさせないという管理状態に、店長と交渉し、

次、書記次長小藤隆之、金丸秀義、執行委員小野寺

勤務開始時間に出勤すれ良いという回答をとりまし

忠、会計監査中田淳の各氏です。
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全労連と懇談

1000人 を超 え る仲 間の 結集 は全 国 の仲 間
を励ましている・・・野
野 村副議長

★「
「東 京ディ ズニ ーリ ゾー ト・
コー ポレー トプ ログ ラム 利用 券」
ご案内します
ＣＵ 東京の共済では、組合員の福利厚生活動の

一つとして、「東京ディズニーリゾート・コーポ
レートプログラム利用券」を活用し、組合員、家
族の福利厚生に役立てる活動を行っています。。
割引内容と利用方法は次の通りです。
【利用券（1000円の補助券）の利用方法】

組合員は、ディズ二―ランド、ディズニーシー
のパーク
チケット購入の際に、「利用券」を
左から平山、野村、橋口、大江の各氏
利用者一人につき1枚（1000円の補助）利用できま
3月29日、全労連と懇談をしました。全労連から す。
は野村幸裕副議長、橋口紀塩事務局次長が出席、
☆組合員は、利用人数分の枚数を支部に申し込
ＣＵ東京から平山、大江両副委員長、高木書記長 みます。
☆利用券は 申込枚数が、本部より組合員本人
が参加しました。ＣＵ東京からこの間の取り組み、
の住所に郵送されます。
また、首都圏や全国の個人加盟の地域労組の情報
☆利用券は、年間5枚（人数、回数の合計）を上
交換や交流について全労連への要望などを伝えま
限とします。
した。全労連から組織拡大新4ヵ年計画のこと、全
☆利用券には、組合員の氏名を記載します。
国のとりくみなど紹介されました。
野村副議長はＣＵ東京への期待を含め次のよう
に話しました。「日ごろから一人ひとりの労働者
に寄り添い、労働相談の解決と組織化に尽力され
ていることに敬意を表します。特に一千人を超え
る仲間が結集できたことは要求前進にとって強い
力となっているとともに、全国の仲間を励まして

希望者は支部、または本部にお問い合わせ下さい。

います。今、全労連は新４か年計画を策定し、地
域活性化を視野に組織拡大に全力を挙げています。

◆５・３憲法集会

いいね！日本国憲法

計画の特徴はそれぞれの職場や地域の実情に合っ

2017年５月3日（水・祝）憲法記念日

た拡大をまさに「皆は一人のために」職場から実

有明・東京臨海防災公園

践するものです。ＣＵ東京が「駆け込み寺から、

11：30イベント広場

つながりを活かして助け合い、団結の力で地域の

13：00スピーチ

中でNPOや中小企業と相互理解に基づく労使関係の

パレード

確立」は私たちの目指す、労働条件の向上や地域
づくり、組織化に多くの先駆的な実践例を示して
頂けると思います。安倍「働き方改革」は差別の
固定化・長時間労働の押し付け・雇用の流動化を
一層進め、労働者をレッドオーシャンで苦しませ
る社会にしようとしています。しかし、私たち労
働者は多数です。「働く仲間を一人ぼっちにしな
い」ために連帯して多くの組合員の参加で共同を
広げ、「人間らしく働き続けられる職場・地域・
世界」を一緒に作っていきましょう。」
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12：00プレコンサート

14：30クロージングコンサート

■4/16ＣＵ中野支部を結成。会場は東京土建中
野支部会館。会場の3階から見える桜は、葉桜で
したが、結成を祝うように、桜吹雪が舞い、若葉
の緑が映えていました。参加者みんなで当面50人
めざすことを確認しました。■ＣＵ東京は、労働
相談と合わせ、共済活動も大事にしています。か
つしか支部総会では入院共済で助かったの発言が
ありました。共済は組合員みんなでつくる助け合
いの制度。次年度に向け、増えた組合員の力でさ
らに充実をめざしています。春の組織拡大が始ま
りました。みんなで増やしましょう！

