
ＣＵ東京は7月12日（火）に、第12回定期大会を

開きます。世界中で新型コロナウイルス感染のパン

デミックが続いています。「緊急事態宣言」は解除

されましたが、安心して働き、生活できる状況では

ありません。 今、新型コロナの影響などで、非正

規の労働者が、昨年同月比で、約100万人の減少、

休業状態にある従事者が600万人ともいわれていま

す。わたしたちの組合の活動も制限せざるえない下

で大会を迎えます。

ＣＵ東京は1400人を超えました。6月18日現在、1

402人です。春の拡大月間もコロナ感染対策から、

途中で中止をしました。その中で、対策を講じつつ

可能な取り組みを呼びかけてきました。

昨年2019年6月22日の第11回大会は1350人でした

ので、実増52人です。支部、組合員のみなさんのご

奮闘にお礼申し上げます。

文京支部は、この間、4月以降19人の新しいな仲

間を迎えました。コロナ禍の中で、今、2回目の組

合員アンケートを実施し、組合員の声に耳を傾け、

活動を進めています。

働く環境が悪化しています。昨年の安倍政権の

「働き方改革」の強行により、労働者の権利が骨抜

きにされる状況がつくられました。ギグワークとい

う働き方が広がりつつあります。街中をウーバーイーッ

のバッグを背負った自転車の姿を見かけます。労働

者の権利が補償されない、雇用関係のない請負の形

を装った、働き方になっています。

一方、コロナの影響で非正規の労働者が、解雇・

自宅待機、賃金の減額の事態が増えています。労働

者の権利を守る活動が求められています。

1日も早い1500人組合を実現し、中期目標の3000

人めざしましょう。大会まで全支部で新しい組合員

を迎え、前進で大会を開きましょう。

女性、若い人、高齢者、パート・アルバイトの人

も組合に迎え、働く人の頼りになる「相談相手」・

「駆け込み寺」として、ＣＵ東京の活動を、さらに

全都に展開しましょう。
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今こそ、「駆け込み寺」の役割を果たそう
6/26 1405人 ＣＵ東京をもっと大きく

ＣＵ東京の大会は7月12日ラパスホール

労働相談に応え
ＣＵ東京は1400人を超えました

地域に根を張った頼りになる
「駆け込み寺」

早期に1500人を実現しよう

働く環境が悪化しています

すべての支部で前進をつくろう



６月１８日告示、７月５日投票で東京都知事選

挙が行われています。今度の都知事選挙は、４年

間の小池都政の問題点を明らかにし、都民本意の

都政に転換し、福祉と医療に手厚い都政を実現す

る選挙です。

小池都政はこの４年間、築地を守ると言いなが

ら卸売市場を豊洲に移転し、都立病院・公立病院

の地方独立行政法人化を進め、新型コロナ感染防

止のＰＣＲ検査体制の拡充についても消極的な姿

勢をとり続けています。また、都市再開発、競争

力強化最優先で、保育園の待機児ゼロの公約は事

実上棚上げされ、介護施設の高齢者人口あたりの

定員数は、東京が全国最低水準です。国家戦略特

区を活用した都市再開発、競争力強化を旗印にし

た羽田新ルートを推進、カジノ誘致の検討も進め

ています。

東京地評も参加する「革新都政をつくる会」が

推薦し、立憲民主党、日本共産党、社会民主党、

新社会党、緑の党の応援で都知事に立候補した宇

都宮けんじさんは、次のような「緊急の３課題と

重視する８課題」をかかげています。

〔緊急の３課題〕

①新型コロナウイルス感染症から都民の命を守

る医療体制の充実と自粛・休業要請等に対する補

償の徹底 ②都立・公立病院の独立行政法人化を

中止するとと

もに、これま

で以上に充実

強化を図る

③カジノ誘致

計画は中止す

る

〔重視する８課題〕

①学校給食の完全無償化 ②東京都立大学の授

業料を当面半額化し無償化をめざす ③都営住宅

の新規建設、家賃補助制度・公的保証人制度の導

入、原発事故避難者に対する住宅支援 ④公契約

条例の制定、非正規労働者を減らし正規労働者を

増やす ⑤災害対策（防災、減災、避難者対策な

ど）を強化する ⑥道路政策（外環道、特定整備

路線、優先整備路線）を見直す ⑦羽田空港新ルー

ト低空飛行の実施に反対する ⑧温暖化対策を抜

本的に強化するとともに緑と都市農業を守る

今度の都知事選は、野党共闘の流れを着実に前

進させ、安倍自公政治を打破する世論を大きく強

め、来年の都議選、再来年の参院選、近々行われ

る衆院選にも影響を及ぼし、政治革新のうねりを

確かなものにすることになります。 宇都宮都政

を実現させ、政治革新の流れを確かなものにしま

しょう。
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小池都政から宇都宮都政へ転換を
都民のくらし、雇用、生活を守る都政を実現させよう

東京地評女性センターでは、都知事選に向けた仲間の声を出し

合いました。東京独自の３０人学級の実現や高齢者の東京独自の

社会保障制度の切り下げをやめて、充実させてほしいなど、私た

ちの願いを都知事候補の宇都宮健児さんに託し、みんなで力を合

わせて、支持を広げて、宇都宮健児さんと都政を都民の手に取り

戻したいです。ひとりぼっちを作らない、誰も取り残さない、人

権と個人の尊厳を守るために宇都宮健児都知事を誕生させたいで

す。

(18日告示日に都庁前で プラカード・プラスターを掲げアピール )

「都民の生存がかかった選

挙」と訴える宇都宮氏



女性労働者の５６％が非正規雇用労働者

現在、女性労働者の５６％が非

正規雇用労働者と言われています。

コロナ禍の中、女性からの労働相

談がたくさん寄せられました。

ブライダル関係のイベント業種で

非正規雇用労働者として働く女性

は、契約を更新したばかりなのに、「会社としてコ

ロナで仕事がない。やめてもらいたい。あなたには

配偶者がいるのだから生活は困らないでしょ。」と

解雇を言われました。人生の新たなスタートとなる

ブライダルという仕事で、男女平等、人権を尊重す

る結婚にかかわる仕事でありながら、会社の解雇の

理由に呆れます。現在、女性の相談員が対応し、団

体交渉を申し入れてます。

和菓子屋さんで働く２０代の女性は、コロナによ

る整理解雇を電話で通告され、組合に相談にきまし

た。お店に解雇撤回の交渉を申し入れると、お店は

社会保険労務士などに相談、解雇はできないことが

分かり、撤回を言ってきました。コロナ禍で、経営

者は労働者の権利も知らず、経営のことばかりで従

業員の権利を踏みにじり、理不尽な通告を一方的に

行ってきます。非常時の時こそ組合の出番です。

行政として解雇など労働者の相談窓口を広く

先日、三多摩協議会清瀬東久留米分会が加盟する

清瀬地区労が、「新型コロナウィルス感染症対策の

充実を求める要望書」を清瀬市に提出し、中沢清瀬

市副市長と懇談しました。市民と行政が力を合わせ

て、新型コロナウィルス感染防止をすすめ、市民の

命を守る取り組みを進めていくことが大切と考えて

いることを伝えました。コロナ禍で解雇や労働条件

の変更など、労働組合に多数の相談が来ていること

を話しました。行政としても解雇など労働者の相談

窓口を広く市民に知らせ、誰でも相談できるように

してほしいと要望しました。ＤＶ、暴力やセクハラ、

パワハラなどの相談も受けられる相談窓口を広げて、

市民に知らせてほしいことを要望しました。

新型コロナはさまざまな分野で、仕事と暮らしに

影響を与えました。国や自治体も新しい制度もつく

りました。積極的に活用しましょう。わからないこ

と、疑問は組合に、また、身近な組合員に相談しま

しょう。自治体に問い合わせましょう。

特特特特定定定定定定定定額額額額給給給給付付付付金金金金 一一一一人人人人11110000万万万万円円円円給給給給付付付付

世帯主の口座に世帯人数分を給付。自治体から郵

送で案内書(申請書)が送付。一部ではマイナンバー

カードを活用して申請できます。国民の声で勝ち取っ

た給付金です。

問い合わせ 各自治体

住住住住宅宅宅宅確確確確保保保保給給給給付付付付金金金金 最最最最大大大大3333ヶヶヶヶ月月月月

新型コロナの影響で収入が減り、住宅の家賃の滞

納、支払いが困難な場合、最大3ヶ月(特別な事情が

ある場合は9か月まで延長)、離職、廃業に限らず、

収入減になり住宅を失う恐れがある場合など対象に

なります。

窓口 自治体の自立支援用相談窓口、保護係

雇雇雇雇用用用用調調調調整整整整助助助助成成成成金金金金のののの特特特特別別別別制制制制度度度度

新型コロナの影響で、休業し、解雇を行わず、、

事業主が休業手当を支給した場合、60％以上支払っ

た場合、100％支払った場合、国が助成します。最

高、一人1日15000円です。

問い合わせ 都労働局・ハローワーク

その他、利用できるものがあります。総合支援資金、

生活資金(特例貸付)、また、自治体独自に支援対策

をとっている場合があります。問い合わせましょう。

労労労労働働働働問問問問題題題題はははは組組組組合合合合にににに相相相相談談談談くくくくだだだだささささいいいい。。。。
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女性の労働相談増えています
女性を組合に迎えよう

副委員長 寺川知子

安倍9条改憲NO！

改憲発議に反対す

る全国緊急署名

あなたも協力を！

コロナ感染の影響で
解雇や自宅待機、給与の削減などに

国や自治体の制度の活用を



ツイッターは若者に人気があり

ます。Facebook（フェイスブック）

は文章が長くて説教されてるみた

いと、短く簡単なツイッターが好

まれるようです。ツイッターは1

回140字までのメッセージ、写真や動画なども投稿

できます。

はじめるには、①ツイッターのアプリをインス

トール。②アカウントを作成し、登録します。登

録には③始めるをタップ、④名前と電話番号また

はメールアドレスを入力しアカウントを登録。

（電話番号、メールアドレスは公開されませんが、

名前は公開されます。ニックネームでも可です）。

⑤電話番号確認のために「認証番号」の入力が求

められます。SMSで届いた認証番号を入力、⑥パス

ワードを設定します。⑦プロフィール画像の設定

（スキップしてよい）のあと⑧「連絡先を同期」

画面になります。「今はしない」を選択（後でも

できる）。⑨「興味のあるトピックの選択」と

「おすすめのアカウントのフォロー」画面に。ス

キップも可（今はしない）で、先には⑩「通知を

許可するか」画面で「通知を許可」。⑪「位置情

報の利用を許可するか」選択画面では「許可しな

い」を選択して、ツイッターの利用を始めて下さ

い。＊洋泉社の「LINE,Facebook,Twitter,Instagramの

わからない！を全部解決する本」を参考にしました。

労働組合の共済は「団結の成果」、大変有利な制

度です。組合員資格が発生した月の翌月から利用

できます。組合費の納入が必要です。

★★★★入入入入院院院院共共共共済済済済（（（（入入入入院院院院見見見見舞舞舞舞金金金金））））一般組合員対象

入院1日（4日以上入院）5000円の入院見舞金給

付（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（65歳以降は30日を限度）。

★★★★交交交交通通通通災災災災害害害害共共共共済済済済 全組合員が対象

交通災害が対象、入院1日3000円、実通院1日1000

円給付。1日～180日の入院は１日あたり3000円、9

0日通院で１日あたり1000円、死亡200万円、障害1

級～14級で200万～8万円。

★★★★慶慶慶慶弔弔弔弔共共共共済済済済 全全全全組組組組合合合合員員員員対対対対象象象象

1）組合員が結婚した場合 結婚祝い金1万円

2）組合員が死亡した場合 弔慰金3万円

3）出産祝金 組合員に子どもが生まれた時１

万円

★★★★組組組組合合合合活活活活動動動動事事事事故故故故見見見見舞舞舞舞金金金金

ＣＵ本部、支部の機関決定による組合活動、行

事等に参加した組合員と家族の事故に見舞金

1）死亡事故 本人5万円、家族3万円

2）10日以上入院・後遺障害 本人3万円、

家族1万円

3）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

申請は申請書PDFをＨＰからダウンロード、必要

事項を記載、ＣＵ本部に申請下さい。詳細は本部

または支部に問い合わせを。組合費が未納の組合

員は対象外。事由発生から1年経過すると時効です。

注意ください。
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■安倍政権のお友達内閣、こんな友達なのか、

毎日驚き、任命した大臣、補佐官たちのピント

外れ、企業べったり、志のなさに怒りの日々。

■都知事選が始まる。小池氏は「ロックダウン」

「重大事態」「アラート」言葉だけ、ついに都

民に「自衛」を求める。安倍首相の空虚な言葉

と同罪。責任を問おう！、都知事選で審判を！

Twitter（ツイッター）て？

SNSその3 副委員長 高畠素昭

ココココミミミミュュュュニニニニテテテティィィィユユユユニニニニオオオオンンンン東東東東京京京京
第第第第11112222回回回回定定定定期期期期大大大大会会会会

2020年7月12日（日）ラパスホール
13時30分～16時30分

新型コロナウイルス感染の影響で、解雇、自宅待機、

賃金削減などの労働相談が相次いでいます。

そんな中、組合員の加入がつづき、6月26日、1405

人になりました。1年間の活動の総括・交流をはかり、

次年度の方針を確立します。マスクを忘れずに！

組合員のみなさん
ＣＵ東京の共済を知ってますか


