
 
朝、一斉に千代田区内の主要駅頭で朝ビラ

11月13日、19秋・年末11.13ちよだ総行動に参加、

終日行動を展開しました。朝は、一斉に千代田区内

の主要な駅頭で朝ビラ宣伝から始まりました。午前

中は、年金改悪反対を訴えて厚生労働省に要請に行

きました。昼デモでは、約７０人の参加で錦華公園

→神保町交差点→専大交差点→九段下・俎橋まで行

進しました。

Huaweiジャパン本社、新栄不動産ビジネスへ

要請行動

午後は、賞与未払い問題でユニオンちよだと団体

交渉中のHuaweiジャパン本社へ要請に行きました。

会社側は、要請団１７人を会議室へ招き入れ、１時

間に及び解決に向けた要請と協議を行いました。

その後、東新宿

に移動し新栄不動

産ビジネス株式会

社に対する要請行

動ですが、社前宣

伝を行うなか、会

社側は執拗にビデ

オ撮影を続けていました。本件は、警備員として２

４時間勤務するＮさんの未払い残業代を求めている

ものですが、同時

に未払い残業代と

労働組合員に対す

る暴力行為で損害

賠償を求めて係争

中です。

最後は、組合事務

所にて総括会議と交流会で終日行動を締めました。

（ユニオンちよだ 鈴木明彦記）
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19秋・年末11.13千代田総行動へ参加
ユニオンちよだ

団体交渉中のHuaweiジャパン本社・新栄不動産ビジネスに要請

ＣＵ中野ランチ交流会

11月17日(日)，ＣＵ中野支部恒例のイベントになっ

た、ランチ交流会を開きました。若者たちが中心に

なって企画・運営しています。今回は10人が参加、

半数が若者でした。自己紹介の後、最近の団体交渉

のようすが報告されました。経営者の横暴ぶりと無

責任さを批判する意見が続出、働く権利を守る大切

さを再認識しました。

ブラックな企業の実態とそれに対するたたかい、

中野区の労働行政の貧弱さを改めさせる要求運動を

起こそうなど、話し合いが発展していきました。有

意義な会になりました。

（ＣＵ中野 菊池恒美記）

金華公園からら昼デモ

新栄ビジネスでの社前要請行動



秋の拡大の目標は150人！

秋の拡大月間も11月下旬になりました。1500人

突破めざし、150人目標です。支部目標は、組合

員数の10％、目標の5人未満の支部は5人以上の拡

大をめざしています。

到達は52人、達成は文京、ちよだ

11月25日現在、52人拡大です。目標比34.7％で

す。あと98人が残目標です。達成支部は文京、ち

よだの2支部、文京は10人を拡大しました。内容

は労働相談を中心に、ＣＵに協力するよというＯ

Ｂの方、学生の相談など報告されています。

達成の見通しがついているのは、あと一人の中

野、目標の多いこうとう、三多摩は、それぞれ10

人と二桁に乗せました。まだ、加入者がない足立

では「一人入ります」と電話が入りました。

支部がない地域に組織の確立を

この秋の拡大は、ＣＵ東京の新たな峰、1500人

に到達すること、寄せられる相談応えていくため、

支部がない地域に組織の確立をめざしています。

労働相談に対応する相談体制強化・確立に、理

解ある活動家の参加が必要です。協力組合員の拡

大を、計画的に思い切ってすすめましょう。
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秋の拡大月間 後半戦
現在52人（目標比34.7％）
達成は文京、ちよだ 2支部

京王線若葉台駅
相談活動と最低賃金の宣伝活動

三多摩協議会・多摩稲城分会

10月29日（火）18時から19時まで、雨の残る、京王

線若葉台駅で、ＣＵの相談活動と最低賃金の宣伝にと

りくみました。この日の参加は4人と少なかったので

すが、最賃ティッシュとＣＵのパンフレットを120セッ

ト配りました。

大川さん、間島さんがチラシ配布に集中、山岸さん

（共産党稲城市議 組合員）がハンドマイクで訴えま

した。帰宅途中の人が通る流れは一つのため、配りや

すく、チラシ配りがほとんどない駅のため、受け取り

は大変良かった（みんなの感想）でした。「私も最低

最賃です」と声をかける人や、5、6人の若者がティッ

シュを受け取り話題にしていたのは印象に残りました。

山岸市議の訴えも分かりやすく好印象で

した。

京王線の駅宣は、受け取りが良いので、3

人いれば十分にとりくめますが、参加者が

あと数名増えれば、200以上は配れると思い

ます。次回は11月22日（金）18時から京王・

小田急永山駅でとりくみます。

（三多摩協議会・多摩稲城分会 尼崎学記）

東京地評主催
「地域ユニオンセミナー」開催

11月19日、東京地評主催の「地域ユニオンセミナー」

館が東京労働会館で開催、ＣＵ東京はじめ15人が参加

しました。前半の事例報告では、江東区労連・松井さ

んより「シフト制による有給休暇取得等」について、

江戸川区労連・三枝さんが「運輸労働者の固定残業代

等」での成果と問題提起があり、討論しました。

休業手当と有給の一部未払いでは簡裁に提訴しまし

たが、地裁にまわされた事で質問もありました。助言

者の東京法律事務所の中川弁護士より、「簡易裁判は

争議金額１４０万円以下の場合や比較的簡易な場合」

になる、と話されました。その他、新宿区労連が「解

雇・退職金問題」や立川労連「パワハラ、不払い問題」

の報告があり、それぞれに中川弁護士からの助言や交

流が行われました。

とくに非正規労働者へのブラックな働かせ方。パワ

ハラによるメンタル不調に陥る事例も増えていること、

「労働相談は楽しく、いきがいのある活動」（今回の

テーマ）となりにくい現実もありますが、こうした労

働相談事例を交流し、経験を出し合う場の重要性を確

認したセミナ―でした。

（三多摩協議会 宮本一記）



労働相談の状況伝え、CU東京の活動を紹介

11月18日（月）、ＣＵ東京は、日本共産党都議団

と、都議会の会議室にて懇談しました。

懇談は、ＣＵ東京・個人加盟地域労組について多

くの団体・個人のみなさんに知ってもらおうと取り

組んでいる活動です。個別労使紛争が増えている現

在、一人一人の労働者の権利と雇用を守る組合が求

められているとし、懇談・話し合いを持ってきまし

た。

都議団から、あぜ上三和子都議、

尾崎みや子都議が出席、事務局から

小柳茂、佐藤直樹の両氏、。ＣＵか

ら、小倉委員長、寺川副委員長、高

木書記長の3人が出席しました。

寄せられる相談に応える組織を・・小倉委員長

地域でも協力し活動してきましょう・・議員団

ＣＵから、非正規の労働者が過半数に迫る中で、

働く環境が大きく変化、「働き方改革」の強行でま

すます悪化していること、労働相談の

内容を説明、議員からは自らの活動

の中でも実感、体験していることを

話され、都議団として最賃の引き上

げの要請行動にとりくんだ活動、地域

でも一緒に働く人の相談のり、共同

し活動している旨を話しました。最後に委員長から、

まだＣＵのない地域に組織をつくり、相談に応えて

たいとのべ、協力を要請しました。

実現しよう！ 全国一律最低賃金制

地域別最低賃金は、都市と地方で格差がつけられ、

年々拡大してきました。この13年間で2倍に広がり、

地方は人口減少、県外への流失、地域経済がますま

す縮小しています。地域の活性化に最低賃金の引き

上げ、格差をなくしていくことが必要です。

中小企業支援が必要！

最低賃金引き上げには、中小企業への手厚い支援

が必要です。日本の中小企業支援は、フランスや韓

国に比べてもあまりに少なく大きな問題と指摘され

ています。署名は2020年5月末まで集められます。

【2019年の各都道府県の最低賃金】
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全国一律最賃署名を集めよう
今すぐ1000円！めざそう1500円！

東京春闘共闘よびかけ

日本共産党都議団との懇談

あぜ上都議、尾崎都議が出席
11月18日（月）都議会にて

あぜ上三和子都議

尾崎あや子都議

全労連30周年記念集会・レセプション
前を見て道を切り開いていこう

11月22日全労連結成30周年集会、レセプションが、川

崎日航ホテルで開催されました。平山副委員長と寺川が

参加しました。集会は小森陽一東大名誉教授と上西充子

法大教授が講演｡小森さんは、全労連結成からの市民の草

の根運動の成果を、上西さんは、声を上げることを抑圧

する「呪いのことば」から逃れる対処について話しまし

た。後半は、野村事務局長と二人のディスカッション｡若

い人との繋がりについて、閉じられた組合言葉は異質と

のべ｡人の話を聞く運動な

ど、日頃の活動のあり方に

気がつかされる話でした｡

レセプションは30年の歴

史に相応しく、ＯＢの方々

も多数出席され、盛会でし

た｡

（副委員長 寺川知子記）

東京社保学校開かれる

11月10日（日）、けんせつプラザ東京で東京社保学校

が開催されました。3つの講演は、わたしたちの命と暮

らしにかかわる課題、立教大学の芝田教授は「全世代型

社会保障の目指す社会保障の方向と対抗軸」と題し、今

まで以上の財界主導の「改革」になるとのべました。小

倉委員長と高木書記長が参加、終了後、兼ねてより組合

に協力をお願いしていた人と話し合い、ＣＵ東京に加入

していただきました。（ＣＵ未確立の地域で組合結成目

指し、協力をお願いしました。）

講演を受けたディスカッシ



秋晴れの10月20日（日）、ＣＵ渋谷支部は、笹

塚にて、ボウリング&交流会を11名の参加で行いま

し た。

ボ ウ

リ ン

グ は、

ペ ア

になっ

て の

チ ー

ム戦。交互に投げたり、続けて投げたり、ストラ

イクが出た時はハイタッチして、すっかり仲良く

なれます。

最初はみんなふるわずガーターも出ましたが、

だんだんのってきて、ガーターだと思いきやはね

あがって倒れた時は、盛り上がりました。

親子で1組が参加。小6の男の子はボウリングが

初めてで、あかつき印刷労組のお兄さんに教えて

もらいながら、どんどん上達してストライクも出

しました！

午後は昼食をとりながらの交流会。ボウリング

の１位から３位のチームにちょっとした景品もあ

りました。11月24日（日）に行われる「あわてん

ぼうのクリスマス会」で唄われる替え歌を聞いた

り、ＣＵ渋谷の学習会はどんなことをしたらいい

か意見を出しあったりしながら、有意義な時間を

過ごしました。（ＣＵ渋谷 松浦由紀子記）

葛飾支部では、「組合員お互いの親睦を！」

「楽しい企画をやろう！」「新しいつながりをつ

くり仲間を増やそう！」と企画しとりくみました。

１１月４日、久しぶりの好天に恵まれた葛飾区

にある都立水元公園のバーベキュウー広場は、朝

から家族づれやいろいろな団体で満杯状態でした。

朝１０時からの準備には、東京土建葛飾支部の方

の協力も頂き、１１時の開会時には、食べ飲みな

がらの懇談がはじまりました。 参加者は午後１

時過ぎには１７名になりました。

葛飾支部野口委員長と本部平山副委員長から、

個人加盟のＣＵ東京の役割や、「１５００名達成

をめざし仲間を増やしていこう！」と挨拶・

訴 え が

あ り ま

した。

参 加

者 全 員

が 、 自

己紹介・

Ｃ Ｕ か

つ し か

に加入した経緯・今の職場の問題などを話し、久

しぶりの再会での会話や、交流に盛り上がり、３

時過ぎに閉会しました。組合員がお互い知り合い

になり、参加者の中に加入の話しができる

つながりをつくれた一日になりました。

（ＣＵかつしか 岡野健次記）
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■また出てきた。昭惠夫人。モリカケ疑惑で、隠ぺ

いと嘘でだましたつもりが、また、首相と二人、公

費を使い後援者や私的つながりの人たちに飲ませ・

食わせ。法的にも許されない。人格も品格もあった

ものではない。■各支部で組合員の交流が盛んにお

こなわれている。仲間がいることは心にゆとりと、

そして支えに。組合の原点だ。中野、渋谷、葛飾の

各支部から直近のレクが送られてきた。■ユニオン

ちよだがね千代田の仲間と総行動に取り組まれてい

る。Huaweiジャパンなど外資系、大企業など交渉中

だ。一面で、終日の総行動を紹介した。

ボウリング＆交流
ストライクを出し大盛り上がり！

ＣＵ渋谷

初めてのバーベキュー大会
はたらく仲間のつどい

ＣＵかつしか

≪ 案内 ≫ 監督 神山征二郎

映画「時の行路」出演 石黒 賢、中山 忍

2008年末、リーマンショック後の不況で雇止めされ

た派遣労働者が組合活動に、仲間と争議を闘う・・

原作者の田島一さんは、いすゞ自動車の「非正規切

り」とたたかう人々を8年間取材・・・
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チケット（賛同券）組合で扱っています＜高木＞


