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秋の組織拡大月間決起集会開く

10/29

中野、品川、練馬、練馬、ちよだが目標達成

10/25

9月29日、ラパスホールで開催した秋の拡大決起集会。左は小倉委員長の音頭で団結ガンバ
ロウ！ 右は激励に駆けつけ、挨拶する全神奈川地域労組協議会書記長、山下孝広さん。

には、中野支部、続いて品川支部が成果を報告、支

42人で拡大決起集会開く 9月29日
9月29日、ＣＵ東京は組織拡大月間成功むけて、

部目標を達成、会場で赤い花をつけ祝いました。ま

決起集会をラパスホールで、42人の参加で開きまし

た、練馬支部も加入用紙を示し、目標まであと一人

た。交流を深め目標達成の決意を固めあいました。

に迫りました。

決起集会には東京地評の松森陽一事務局長が情勢

ユニオンちよだ超過達成！

と労働組合の役割、個人加盟労組が重要と強調し、

10月も下旬を迎えます。各支部の奮闘も本格的な

激励しました。神奈川からは全神奈川地域労組協議

取り組みが開始されつつあり、加入書のＦＡＸが増

会・山下孝広書記長が、地域に根差した神奈川の地

えてきした。その中で、新しくＣＵ執行委員ななっ

域労組の活動を紹介、ともに前進をつくろうと連帯

た鈴木明彦さんの所属のユニオンちよだでは労働相

の挨拶を述べました。

談の成果が加入に結びつき、この間、5人を組合に

先頭を切って目標達成！ 中野、品川の2支部

迎い入れ超過達成です。（内容は3項に掲載）

この月間は9％100人が目標です。決起集会の29日

いよいよ後半戦 現在13支部42人 10/26
月間は10.11月の2か月。後半戦に入ります。10月
は総選挙、区労連の大会など同時進行になりました。
あらためて、到達を検討し、個人加盟地域労組の役
割と必要性に確信を持ち足を踏み出しましょう。
1）全組合員にリーフを渡し拡大を訴えよう！
2）協力団体・ＯＢなどに協力を呼びかけよう！
3）労働相談の実績に確信を持ち相談者の組織を！
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労働争議解決の報告、激励と交流のつどい
10月8日

北多摩西教育会館ホール

三多摩協議会

佐藤さんは会社で組合員を増やしたいと決意を述
べています。

【パワハラ・雇止め撤回で現場復帰のＭさん】
障害者雇用で働いていたＭさんは、上司のパワ
ハラ、雇止めに、ＣＵと弁護士に相談し対応しま
した。会話録音の資料等提出、交渉して解決しま
した。現在、パワハラを行った上司は解雇になり

「中身のある集会だった」「年1回はやろう」

ました。Ｍサンは勤務の継続を勝ち取りました。

10月8日、三多摩協議会は初めて「労働相談解

本人がＣＵの組合

決の報告、激励と交流のつどい」を、北多摩西教

員になったという

育会館ホールで開催しました。つどいには34人が

ことで、会社の対

参加、12件の解決事案と5件の事案報告と6人の相

応も変化し、その

談者がそれぞれの思い、感謝の言葉がこもごも語

後は正常な勤務が

られました。ＣＵ東京の平山副委員長、八王子法

できるようになり

律の白根弁護士、三多摩労連の菅原副議長から激

ました。

励の挨拶がありました。
参加者からは「中身のある発言だった」「どな
たも素晴らしかった。年1回はやろうよ」など感
想が寄せられました。

【労
労働審判から本裁判へ・廣田さん】
保育士等を派遣する
会社の事務を不当解雇
されました。脅かしや
勝手に給与を天引きさ
れて組合に相談しまし
た。初回の団交も組合
を敵視し暴言を吐くな
ど、2回目の団交で交渉は決裂、労働審判での解
決を求めましたが、勧告を会社が拒否。本裁判で
継続中です。廣田さんは組合の皆さんにお世話に
なりありがたいと闘う戦う決意含め発言しました。

【ボーナス・昇給ストップされて・佐藤さん】
現役バス運転手の佐藤さんは、西武バス内の組
合を脱退したら、ボーナス・昇給をストップされ

ユニオンちよだ争議報告
～～解雇争議が解決しました～～
今年５月、千代田
区内にある歯科医療
臨床・ 製造会社に
勤務していた女性６
人が整理解雇された
ためユニオンちよだ
に加入しました。当
初、会社側は整理解
雇なので問題ないと
主張していましたが、
整理解雇の４要素
についてほとんど当該者に説明していないこと
が 団体交渉の中で明らかになりました。その後、
団交を重ね会社側は整理解雇の不手際を認め、
解雇を撤回し、会社側は和解金を支払うことで
合意退職となりました 。 当該女性６人たちも
納得いく内容でしたので良かったと思います。
ユニオンちよだ 書記長 鈴木明彦

ました。会社と労働組合の協定ということですが、
納得できず、紹介されＣＵ東京に加入。早速支払
い要求書を会社に要求しました。会社側弁護士と

【瓦版 第112 号】（PC版）より ユニオンちよだ
では組合員にメールマガジンで情報を発信しています。
（写真は9/29、拡大決起集会で報告する鈴木書記長、、

交渉するなかで解決の見通しが出てきました。

右は同じ千代田の組合員の鈴木真理さん）
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総選挙の結果について
たな発展の財産となるものです。

ＣＵ東京

第二に、自民党の「勝利」は支持が広がったこと

10月22日投開票で行われた総選挙は、「民進党の

によるもではなく、「野党の分断」や党略的な「疑

野党共闘からの脱落」により、組合が期待した憲法

惑隠し解散」などと、小選挙区制による「虚構の多

改悪推進の「与党３分の２体制」を打ち破ることが

数」にすぎません。自民党の比例得票率は33.3％

できない残念な結果となりました。しかし、次の点

（有権者比17.3％、16年参比例35.9％、14年衆院比

は組合の要求運動前進にとり重要な視点となります。 例33.1％）です。
第一に、「立憲民主党」の立ち上げにより、野党

「安保法制の廃止と立憲主義の回復をめざす市民

三党と市民の協力・連携がつくられ、３野党全体と

連合」は安倍政権の改憲発議に反対し「立憲野党と

して公示前の38議席から69議席に前進できました。

心ある政治家の強力な対抗勢力の再構築」を期待し、

日本共産党が野党一本化のために83選挙区で候補者

「大きな運動をつくっていく」と表明しました。

を擁立しない対応をとったことにより、32選挙区で

ＣＵ東京は、「9条改憲を許さない」「１％から

の野党候補の勝利に貢献しました。これらの取り組

９９％の人々のための、経済民主主義の実現」など

みは、安倍暴走政治を止め民主主義をとりもどす大

の政治の改革、組合員の要求実現、組合の強化、拡

義に立った行動であり、「野党と市民の共闘」の新

大に全力で取り組みます。

ＣＵ東京の共済は魅力です

ＣＵ東京の共済制度の案内

労働組合の共済は組合員の団結の成果です。保険と異なり組合員の助け合いです。有利な制度をつくる
ことができます。 組合員資格が発生した月（銀行振替のあった月）の翌月1日から、
共済を利用できます。

■入院共済
「入院共済」は、一般組合員（組合費2000円）に適用されます。「入院共済」は、
給付対象期間を年間最大60日の給付です。入院1日あたり（4日以上入院）5000円の入
院見舞金を給付です。（ただし交通災害などを除き、70歳未満を対象）。一年度あた
り60日を限度とします（65歳以降は30日を限度）。

■交通災害共済（全労連共済の交通災害共済に全組合員が加入しています）
交通災害事由について、入院1日3000円、実通院1日1000円を給付します。1日～180日の入院は１日あた
り3000円、90日の通院で１日あたり1000円、死亡200万円、障害1級～14級で200万～8万円。

■慶弔共済制度
組合員本人に対する結婚祝い金
組合員が結婚（法律上）した場合、結婚祝い金として１万円を給付する。給付は支部の申請に基づいて
ＣＵ東京が支部に対して行う。給付は初婚再婚問わず１回のみとする。
組合員本人が死亡した場合・死亡弔慰金
支部が香典として１万円を支払い、支部の申請に基づいてＣＵ東京が支部に給付する。
出産祝い金
共済資格のある組合員に子どもが生まれた場合、出産祝い金を給付します。金額は１万円です。

■組合活動事故見舞金
共済資格のある組合員が、コミュニティユニオン東京本部、支部の機関決定による組合活
動、行事などに参加した組合員と家族の事故に対して以下の見舞金を給付します。
死亡事故 本人5万円、家族3万円
10日以上の入院及び後遺障害 本人3万円、家族1万円
10日未満の入院、3日以上の実通院 本人1万円 家族5千円
※共済給付金（祝い金、見舞金）の申請は、ＣＵ東京のＨＰで申請書をダウンロードで
きます。詳細は支部または本部にお問い合わせ下さい。また、全労連共済も利用できます。
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「はたらくみんなの渋谷集会」
の成功を

葛飾支部は金町駅頭宣伝
横断幕・前を通る人に注目度は抜群

11月11日開催 ＣＵ渋谷

会場は千駄ヶ谷区民会館

「 渋谷集会」は、人間
らしく働くために、自分の
仕事を見つめ、様々なたた
かいを交流、ともに前進を
めざそうと呼びかけていま
す。記念講演・久保木亮介
弁護士（代々木法律事務祥）、

宣伝すれば、世論はひろがる
葛飾支部は、秋の拡大月間にむけ、9月30日

参加団体のリレートーク、

（土）午後、翌日から最低賃金が958円になる日宣

団結のマーチ合唱、交流会

伝に取り組みました。横断幕は前を通る人の注目

を企画しています。参加費500円、交流会1000円で

度は抜群、立ち止まり見ていく人、リーフレット

す。ＣＵ渋谷支部は広く案内しています。 ご参加

を受け取る人がいつもより多くいました。

ください。

「一人でも入れる労働組合です。組合は会社、
経営者と対等に話し合い、交渉することが法律で
認められています。気楽に相談してください！」

東京土建結成70周年記念

東京土建祭り

よみうりランド・東京土建祭り会場 11月12日

と訴えました。自転車を止め聞いていた葛飾区の
シルバーセンターで働いている方が、「最賃が払

東京土建は、今年、

われていない。要求すると『貴方たちは労働者で

結成70周年を迎えまし

はない』言われた」とリーフを受け取りました。

た。 諸運 動の 前 進と 組

「息子に渡します」

織建設にむけて、70周

「最低賃金が明日から、東京は１時間958円になり

年を 記念 して 、 よみ う

ます。下回れば経営者は法律違反です！」と呼び

りランドで1万5人規模

かけました。「息子に渡します」と女性がチラシ

で開 催を 準備 し てい ま

を受け取りました。宣伝すれば、世論は広がる と

す。 ＣＵ 東京 に も案 内

感じた行動でした。

が来 てい ます 。 東京 地
評の テン トが 準 備さ れ
ます。ＣＵ東京も地評とともに参加します。

「横断幕への注目がすごかったネ」
ＣＵ中野支部は10月2日、午後6時中野駅北口で
宣伝を行いました。7人
の組合員が参加。
「横断幕への注目がすご
かったネ」の感想が出さ
れました。
この日はとくにＣＵリー
フ、チラシの受け取りも
よく通行の多くの人が注
目しました。「風を吹か
せた」行動でした。
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■突然の解散総選挙、安倍首相の「疑惑隠し」の解散
権私物化にびっくり。本番の安倍首相のウソに二度びっ
くり。雇用分野の「成果」の数字です。■有効求人倍
率上昇といい。雇用改善を強調。2012年から16年まで
雇用は230万人増えたと、半数以上の140万人は65歳以
上の高齢者。24歳以下の増加が36万人、その30万人は
在学中、多くは学生アルバイトです。■組合員拡大月
間も後半戦。労働相談での加入者が増えています。本
部に青年が電話、訪ねてきました。賃金が突然7万円削
られ、残業代は給与に含まれていると幾ら残業しても
支払なし。組合と相談、青年は毅然と対処、削られた
分を取り戻しました。組合の出番です。

