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ＣＵ東京組織拡大決起集会開く
160人目標めざす 現在55人拡大
ＣＵ東京組織拡大決起集会
９月28日

ラパスホールに40人

9月28日、ラパスホールでＣＵ東京・秋の組織
拡大決起集会を40人の参加で開催しました。松森東
京地評事務局長、鷲見顧問弁護士、前澤地評労働相
談センター所長のみなさんがかけつけ、力強い激励
の挨拶をいただきました。
高木書記長は、「この秋、ＣＵ東京1500人組織へ
むけ、100人以上の実増をしたい」と提起、各支部

の可能性と力は十分にあります。。拡大速報を№３

から「やるぞ！」の決意が示され、熱気のこもった

まで発行し、各支部の奮闘や経験を伝えています。

集会になりました。

経験や拡大のエピソードなど本部にお寄せ下さい。

10月24日現在 全支部成果で55人加入！

コミュニティユニオン東京10周年・

秋の組織拡大は折り返し点まで残り一週間と迫っ

感謝のつどい

12月15日

た10月24日、拡大数55人、達成率34％です。早くも

10周年の記念集会はけんせつプラザ東京が会

ユニオンちよだが目標を達成しました。こうとうは

場です。これまでの労をねぎらい、支援・協力

31人の目標の50％に迫る14人の加入です。また、全

に感謝の集会でもあります。12月15日14時開会の

支部が加入者を迎えているのが今回の特徴です。今

予定です。渋谷の団結マーチでオープニング、2部

年、秋の拡大はＣＵ東京10周年を祝う大切な月間に

では争議で勝利を勝ち取った関川さんのバンドが演

なります。目標12％、160人を掲げています。達成

奏、ちよだの白林さん舞踊等の出演が予定されてい
ます。「つどい」はＣＵ東京の到達をみんなで確認
し、あらたなステップに踏み出すものです。月間の
成功を、仲間の奮闘で勝ち取りましょう。

生活できる賃金を払え
東京ジャック
2018.11.4
SUN
14:00-15:30
新宿駅西口
写真 決意表明をする上段左・ユニオンちよだ、右・渋
谷支部、下段左・江戸川支部、右・練馬支部のみなさん
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地域労組こうとう
第10回定期大会
9月29日

ＣＵ東京は10周年

ＣＵ品川支部
第９回定期大会

亀戸文化センター

10月21日

品川労協事務所

私たちの力で労働条件の改善を・新野委員長
９月２９日（土）亀戸文化セ
ンターで、地域労組こうとう第10
回定期大会を開催しました。小倉
副委員長が開会挨拶、 新野執行
委員長が「職場の力関係を変え、
私たちの力で労働条件を改善して行こう」と挨拶。

期待が広がっている・・池野委員長

ＣＵ東京高木書記長は「ＣＵは今年、第10回定期

ＣＵ品川支部第9回大会が10月21日（日）午前

大会を1220人で開催。年間346件の労働相談が拡

10時半、23人の参加で品川労協の会議室で開催し

大に大きな役割を果たしていると挨拶。佐伯・区

ました。池野委員長は挨拶で「地域の労働者の権

労連議長、東部法律・西田弁護士、日本共産党あ

利を守る活動の中で期待が広がった、この力を強

ぜ上都議会議員が挨拶しました。

めることが重要。『数は力』の方針で当面70人の

川村書記長の2017年度経過報告、田辺会計の決

支部を実現したい」述べました。来賓の共産党白

算報告、丹木監査の監査報告を拍手で確認。18年

石都議は「協力組合員として皆さんの活動を応援

度活動方針案、予算案を提案、討論に移りました。

していきます。まともな働き方を求めている若者
に応える都政を実現めざし奮闘する」、品川労協

組合に入ってないと安心できない
討論では、関川さんは「皆さんのご支援で争

の柴山事務局長、ＣＵ東京本部平山副委員長は

議が解決。争議支援が恩返し」。青木さんは「組

「雇用情勢が大きな変化する中、駆け込み寺とし

合の大切さ身にしみている」、小西さんは「パワ

ての役割はますます重要性」と挨拶しました。

ハラと闘い10年。組合に入ってないと安心できな
い」と発言。討論後、2018年度活動方針・予算案
を採択、17時20分終了しました。

佐藤書記長が経過、方針、決算、予算案を報告、
「品川支部が50人になり、定例駅頭宣伝、ニュー

選出の新役員は次の通りです。執行委員長・新
野好雄

70人の品川支部の達成向けて

ス発行、組合員交流を行ってきた。区長選では

副執行委員長・小倉 一男・清水啓子・

『市民と野党の共闘』が実現し奮闘したこと」

中村元・清水英明、書記長・川村好正 書記次長・

「8時間労働で暮らせる社会の実現、70人の品川

松井優希 会計・田辺陽子 執行委員・青木正憲・

支部の達成向けて」を提起し承認。12時から交流

小西千鶴子・清水のり子・関川貴幸・中島聖一・

会を開催、参加者全員発言し交流を深めました。

見上成宜唆・

冒頭で、東京労働共済会の「ガン・介護補償」の

柳沢孝史

学習をしました。新役員は次の通りです。委員長

会計監査・

池野隆、副委員長
雄、執行委員

丹木幸美

査・武田よね子
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船津斌瀞、書記長 佐藤盛

野中徹、南陳栄、高畑稔、会計監
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東京地評第17回定期大会
地域労組の活動に注目
9月30日開催

地域ユニオン学習交流会
参加組織増える

リバーサイドホール

10月13日

東京地評5階会議室

ＣＵ東京の活動への評価と期待が
9月30日、すみだリバー
サイドホールで、東京
地評第17回大会が開催
されました。労働者の
「闘い取った権利を100
年前に逆行させる労働
発言する平山副委員長

法制の大改悪」「戦後日

本の平和と発展の基礎を支えた日本国憲法の破壊を
ねらう」安倍政権との対決が緊迫する情勢の中で開
催されました。

９地域組織19人が参加
10月13日、東京地評主催の地域ユニオン学習交流

大会は「9条改憲を許さず、辺野古の米軍基地阻

会が開かれ、9地域組織19人が参加しました、学習

止、安倍政権打倒、2019年の統一地方選勝利、参議

は大久保修一弁護士（旬報法律事務）を講師に、

院に勝利しよう」の強い意思表明の場となり、当日

「改正」労働法制について、労働時間を中心に学習

投票の「オール沖縄の玉城デニー候補」勝利に連帯

しました。

する大会となりました。

高度プロフェショナル制度については、廃止の運

大会では、CU東京の活動に対する、評価と期待が、 動を継続すること、付帯決議の活用、労使委員会の
多くの地域から報告がなされました。ＣＵ東京から

設置の対応と問題など、さらに労働時間規制につい

平山副委員長が発言、ＣＵ結成から10年目を迎える

ては、36協定の手続き・内容をチェックすることが

までの到達点、活動の教訓、「地域の中で評価が高

重要と説明、民主的手続きに基づかない36協定は無

まっている」「自主的な努力で1500人めざし拡大に

効であることなど学びました。

取組んでいる」等の報告と地域・単産の支援と協力

「単産と地域が共同して解決した」

を訴えました。

交流では「単産と地域が共同して解決した」、

地域から八王子労連の佐藤議長、渋谷労連の海崎

「ニュースを毎月発行し組合員と結びつく」、「相

さん、品川労協の芝山事務局長、江東労連の中村さ

談体制強化」、「介護関係労働者の組織で経験をつ

ん、清瀬東久留米労連の寺川さん、新宿労連の矢ヶ

くっている」「組織拡大に力を入れている」など経

部議長から、地域ユニオン、ＣＵ各支部の活動や役

験・意見を交流しました。

割の重要性が話されました。

参加の地域が千代田、江戸川、江東、品川、新宿、

ＣＵ東京は拡大数、実増2部門で表彰

渋谷、練馬、立川、三多摩地域と広がり、地域ユニ

拡大表彰でＣＵ東京は拡大数、実増の2部門で表

オンの活動の広がりを感じる学習交流会になりまし

彰、川村代議員が表彰を受けました。大会は、代議
員199人、役員特別代議
員50人の参加で成功、
役員選出は、議長・ 事
務局長は留任、ＣＵ の
幹事は小倉委員長が 選
表彰を受ける川村副委員長 出されました。
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た。

消費税10％増税インボイス導入
きっばり中止！

雷大行進

2018世直し

11月18日（日）10:00開会
浅草・花川戸公
雷大行進実行委員会
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最賃プラスター
活用していますか

コミュニティユニオン東京
10周年・感謝のつどい

秋の運動の中で東京985円知らせ
1500円要求を訴えよう

■12月15日（土）14:00（予定）
■けんせつプラザ東京
（東京土建本部会館・5階大会議室）

秋は最低賃金アピールの時です
9月、10月
は全国的に最
低賃金の周知
徹底、1500円
要求の宣伝行
動が取り組ま
（話題を呼んだ渋谷集会

れました。
厚労省はじ
め、都道府県
段階でも2018
年度の改定に

オープニングに登場）

第1部14:00 予定のプログラム
オープニング 団結のマーチ・渋谷支部
主催者挨拶
来賓あいさつ
経過報告

もとづいて周
知の取り組み
も進められて
います。秋の組織拡大運動に結んで、宣伝、署
名活動をすすめましょう。ＣＵ東京は上のプラ
スターをつくりました。宣伝はじめ、事務所、

第2部15:00
関川さんのバンドの演奏
白林さんの舞踊
支部報告・発言

集会等で活用しましょう。
年齢やパート、学生アルバイトなどの働き方
の違いにかかわらず、すべての労働者に適用さ
れます。

地域ユニオン運動が提起をされ20数年。ＣＵ東
京は全国的にも、首都圏、東京段階でも後発です。
東京の労働運動を受け、論議を経て2009年に発足。
個別労使紛争が多発する中、「地域ユニオン」が
欠かせないことは全体の共通の認識になりつつあ
ります。労働相談の受け皿と同時に、地域労働運
動活性化のカギの一つ。実践を積み重ねてきまし
た。非正規雇用の労働者が過半数に迫りつつある
中、新しい労働運動が求められています。ＣＵ東
京は一つの可能性を示しつつあります。ＣＵ東京
の存在感が高まっています。

いわさきちひろ生誕100年
前進座公演
■11月12日練馬文化センター
皮切りに各地で巡演
■応援しています・・監督・
山田洋次 黒柳徹子
■ＣＵ・友の会でも案内
担当窓口 大江
■東京地評大会が開かれ、地域のユニオンの活動
が多く紹介、地域に根を張った活動を感じました。
■拡大月間が始まり、全支部から加入報告。頑張
りが伝わります。■12/15ＣＵ東京10周年集会。皆
さんの支援・協力への「感謝のつどい」です。

総武線大久保駅から徒歩3分
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