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2020年 一人一人の労働者の相談により添い
「駆け込み寺」の役割をさらに発揮しよう
2020年、さらに前進の年に
組合員のみなさん、日頃のご奮闘にお礼申し上げ
ます。2019年はＣＵ東京10周年の
年になり、ＣＵ東京にとっても転
機の年になったと思っています。
一つは組織が7月の大会を1350人で
迎えたこと、また、組合活動の柱
である労働相談活動は年間389件に
小倉執行委員長 及んだこと。さらに、念願の一泊

の活動者会議を開き、日頃の活動を膝を交えて学び

ＣＵ渋谷 「あわてんぼうのクリスマス」（4面） に

に取り組んできたことの結果です。「労働相談活動
はＣＵ東京へ」の声は確実に広がりました。
70人を超える相談員を先頭にした、14支部の奮闘

あうことができました。支部の活動も広がりました。

です。今年はこの相談体制を量、質ともに強化をし

文京では学生の組合員を迎え、「わかもの食堂」が

て、困っている多くの労働者に応えていきましょう。

スタートし話題を呼びました。あらためて各支部の

また、最低賃金の流れも大きく変わってきました。

みなさん、また、ご支援いただいている組織のみな

世界でも経済政策の対策として効果を発揮していま

さんにも感謝を申し上げたいと思います。

す。東京は2019年1013円になりました。不十分です
が、駅頭・街頭宣伝にも反響が寄せられています。
国会レベルでも超党派の最賃問題の集会も持たれま
した。東京は、7月5日東京都知事選挙が予定されて
います。全国で市民と野党の共闘が前進、実績をつ
くってきました。都知事選挙にその力を発揮し、今
の暴走政治を、東京から変えていきましょう。
本年もよろしくお願いします。

文京支部 第2回「わかもの食堂」

執行委員長 小倉一男

第12回定期大会を7月12日開催します
年末までに1500人を達成しようという取り組みは、
残念ながら、75人の拡大で目標を残してしまいまし
た。11月の執行委員会で第12回定期大会を7月12日
（日）に開催することを決めました。大会までに15
00人めざすことを念頭に呼びかけたいと思います。
わたしたちＣＵ東京の到達は最高の峰を築き、新
年を迎えました。一人一人の相談に寄り添い、解決
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20国民春闘総決起集会
≪ 実現しよう！≫
・安定した雇用
・全国一律最賃制度！
・早期に時給1500円

2020年1月29日（水）
開会19:00
なかのZEROホール
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新年・2020年の抱負・決意

ＣＵ中野

寄せていただきました

委員長
書記長 鈴木明彦さん
ユニオンちよだ

中村文康さん

まずは、

2020年、CU中

2020年の春までには、現在取り組

野支部は結成3年で30人を超えました。毎月の駅

んでいる争議を全て解決していき

宣で知名度も上がっています。今100人以上の支

たいと思います。やはり解決する

部が約10年を要していることを考えると、中野も

度に、ユニオンちよだに対する知

いいペースかなと自画自賛しています。ゆくゆく

名度と信頼が高まり、紹介や問い合わせも確実に

は1000人超えとの声もありますが、100年かかる

増えてきています。2020年は、より一層、争議解

計算になるので、まだ考えないことにします。

決実績を積むことで組合員を増やしていきたいと

委員長 野口弘次さん
Ｃ Ｕ かつ し か

思います。

とは名ばかりで、職場はます

委員長 池野 隆さん

ＣＵ品川

政府が叫ぶ「働き方改革」

品川支部は10月20日に第

ます忙しくなつてきているのが最

10回定期大会を開催し、次期大会までに80人の組

近の職場をめぐる状況です。職場

織を目指すなどの方針を決めました。その後、動

では「人減らし」が強引に行われ

物病院の獣医師の解雇問題で相談

ています。みんなで手をつなぎ力

があり、相談者が組合に加入しま

をあわせて、人間らしくゆとりをもって働ける職

した。また12月には、区内団地の

場、そして、社会をつくりあげていきましょう。

「暮らしの問題を考える会」と共

委員長 作田信義さん

催した「なんでも労働相談会」や

ＣＵ豊島

新年あけましておめで

「わかもの食堂」の実施やカラオケ交流会を行う

とうございます。本年はＣ

など、組織の拡大と組合員の交流を中心に活動し

Ｕ東京1500人早期達成とともに政治転換に向け、

ました。来年も地域労働者の要求にこたえる品川

躍進の年となりますよう、豊島支部ワンチームの

支部の役割にふさわしく活動していきます。

団結で前進させます。まず①支部大会を開催して、
拡大目標と政策を明確にします。

地域労組こうとう

②駆け込み寺の役割を果たすとと

委員長 新野好雄さん

秋の組織拡大運動での組合員拡大

もに、地域の信頼を構築する。③

は、組織人員３００人の達成に及び

安倍9条改憲の策動を阻止、都知事

ませんでした。二〇二〇年は、「桜

選勝利、安倍政治を終わらせる、

の会」問題に見られるように安倍内

市民と野党の共同の発展で本格的
野党連立政権をめざし奮闘します。

閣退陣の世論を大きく盛り上げる年
です。三〇〇人の地域労組こうとうを早期に達成

実現しよう！ 全国一律最低賃金
今すぐ1000円！ 1500円めざそう！！
署名を集めよう

し、秋には記念レセプションを開きたいと考えて
います。
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38件の相談、9件の解決、
102人の組織に到達

海崎治代

ＣＵ渋谷は、渋谷区労連
の運動を支える

ＣＵ江戸川第10回定期大会

中心的存在です。微力ですが、全ての
労働者に心を寄せ、一歩づつ歩を進め

委員長 佐藤義見さん
新年を迎え、新たな気持

「この組合をさらに大きくしたい」
山﨑委員長
12月12日18時より、ＣＵ江戸川支部は第10回
定期大会を25人が参加し「江戸川グリーンパレ
ス」で開催しました。山﨑委員長は挨拶で「一
人一人の権利を守るＣＵ江戸川の役割がいっそ

ちをもって今年も諸課題に臨ん
でいきます。労働相談活動やイ
ベント、「最賃1500円は生活に
必要」とする宣伝活動、組織拡
大にむけた団体要請、ニュース
の毎月発行などの取組みは、ま

う大きくなっています、この組合をさらに大き
くしたい」と訴えました。
150人の支部実現、相談活動の強化、
青年との交流など提案
この一年間の経過報告を宮澤書記長が行い
「38件の相談、9件の解決、102人の組織に到達、

さに地域になくてはならない組合としての成果
を積み上げてきたと思います。

花見、学習会などの交流会、5回の駅頭宣伝、
執行委員会の定例化、9人相談員体制」などの

目標とした300人組織の実現が先送りとなり
新たな挑戦となりました。今年は、CU東京全体
が「ワンチーム」となって、働くものに寄り添
いつつ組織的な前進を図っていけるよう、私も
一層努力していきます。

取り組みが報告されました。方針では「150人
の支部実現、相談活動の強化、青年との交流、
学習の取り組み、会議の定例化、ニュースの発
行」などが提起されました。平山本部副委員長、
区労連議長の宇田川、共産党江戸川区議団から
挨拶がりま

ます。第２回渋谷集会の開催・成功に、
力をつくします。

三多摩協議会

した。大会
終了後懇親

【瓦版第128号】

会を行い解
散しました。
新役員は
次の通りで
す。
執行委員長・長山﨑清、書記長・新木輝代、
執行委員・三枝繁、羽田和彦、影山政行、宮澤

ユニオンちよだ 争議活動報告です。
～解決報告～
（1）Ｕコンサルタント（株）より解雇通告されたTさん
の件ですが、２回の団体交渉と数回の事務折衝を経てよ
うやく解決に至りました。
そのため同社に対しては、千代田総行動において抗議行
動を行う予定でしたが、直前で中止としました。

圀寛、会計監査・山崎哲

（2）（株）Ｍに勤務しているAさんの労働条件に関する

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

問題ですが、団体交渉を行い概ねこちらの要求に応じま
した。
（3）（株）Ⅿ訪問マッサージに勤務しているKさんのマ

東京ディズニーリゾートが1000円割引で利用できます

タハラ問題ですが、1回の団体交渉をその後の事務折衝

ＣＵ東京は福利厚生としてディズニーリゾート利用

で、無事育児休業を取得することができました。
（抜粋し掲載）

券を援助しています。組合に問い合わせください。
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あわてんぼうのクリスマス会

三多摩が三鷹の共産党市議団と懇談

ＣＵ渋谷

三多摩協議会
3人を協力組合員に迎える
三鷹市の日本共産党議員団控室で、団会議の前
という忙しい時間の中で、要請・懇談になりまし
た。武蔵三鷹地区の共産党の地区委員長も見えら
れていて、一緒に話を聞いていただきました。市
渋谷集会準備会のプレ企画として11月24日（日）に
「あわてんぼうのクリスマス会」を開催、26名の参加

議のみなさんには、運動に理解をいただき、その
場で、３人が、

者で大いに盛り上がりました。ハンドベルで「星に願
いを」演奏し参加された方々から多くの拍手と感動の
声を頂きました。少ない練習日程でしたがメンバー全

「協力しましょう。

員が団結して素晴らしい演奏をする事が出来ました。

仕事・権利守って

大好評だったボルシチなどの手料理やゲームでお腹も

いきましょう」と

連携して働く人の

身体も暖まり、デコレーションケーキ作りでは「宇宙」
「ワールドカップ」などテーマ毎にデコレーションし

協力組合員の手続

皆で美味しく頂きました。お楽しみのプレゼント交換

きをしていただき

はペアを探すゲームで楽しみプレゼント交換しました。

ました。

最後に「あわてんぼうのサンタクロース」の替え歌を
みんなで歌い閉会しました。

武蔵野三鷹地区労を訪問懇談
三鷹市議団との懇談後に、武蔵野三鷹地区労を

渋谷センター街でンタ宣伝

訪問、高橋事務局長と懇談しました。活動状況や

12月14日（土）CU渋谷サンタ宣伝を渋谷センター街
で行いました。サンタさん5名参加。「働く皆さんの一

情報の交換後、最後に、労働相談対応などで連携
していきましょうとなりました。三多摩 宮本記）

番の願いは何でしょうか？私たちから皆さんへ労働問
題を解決するためのプレゼントです。」とチラシ入り

≪ 案内 ≫

のティッシュを配布しました。

■ 映画「時の行路」
監督 神山征二郎
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・・
協力賛同券＜高木＞

■いろそら！合唱団20コンサート
ひとすじの陽射しとなれるなら
2月11日（火・休）
新宿区立四谷区民ホール
入場料2000円≪髙畠≫

■萩生田文科相は相次ぎ教育行政で二つの方針を撤回
した。いずれも学生、父母、教職員の声に、デタラメ
といい加減さは撤回に追い込まれた。森友、加計学園

■第32回多喜二祭

から含め責任を取るのが筋だ。■ＣＵ東京は最高の峰

2月16日（日）13：30開会
なかのゼロ小ホール

を築き新しい年を迎えました。1500人到達は持ち越し
になり今年の課題。組合大会を7月12日開催するので大
会に向けてやり抜きたい。■文京の「わかもの食堂」

雨宮処凛さん原田あくら都議対談

が2回目が開かれた。青年学生にアルバイトは欠かせな

連帯の挨拶 市田忠義参議院議員
記念講演 平山知子弁護士

いのが実態。それにつけても萩生田氏は失格だ。

チケット1500円（当日1700円）
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