
ＣＵ東京は活動者会議をあらたな前進めざし、

今回、“ 大いに学ぼう”と提起、総選挙勝利！

全国一律最賃制の法制化！拡大月間成功を！ス

ローガンに43人の参加で開きました。春の学習・

交流集会につづき、労働者の働く環境、格差、

差別に迫りました。

ＣＵは7月の第13回大会で、コロナ禍、1年間

に470件の相談、組織は約200人増、1600人を超

えました。ＣＵの相談活動が求められているこ

と、有効な運動であることを確認しました。活

動者会議は大会決定実践の意思統一になりまし

た。

秋の月間は10.11月、組合員112人増やし(組

織の7％)、1700人の新しい峰を築きます。組合

リーフ、本部・支部ニュース、缶バッジなど組

合員に届け、参加を呼びかけます。「地域ユニ

オン」の理解は広がっています。労働相談の受

け皿と同時に、地域労働運動の活性化のカギで

す。ＣＵを応援する人・組織を広げます。ＣＵ

大きく前進させ、働く人の雇用・賃金を守りま

しょう。
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「コロナ禍における女性労働者の状況」を学ぶ

講演 箕輪明子名城大学准教授

総選挙勝利！ 拡大月間112人目標達成を！

１０月３日 第3回活動者会議43人参加で開く

「コロナ禍における女性労働者の状況」を学ぶ

講演 箕輪明子名城大学准教授

総選挙勝利！ 拡大月間112人目標達成を！

１０月３日 第3回活動者会議43人参加で開く

一人で悩まないで相談を

・届きましたか

・つけてますか

CU東京をアピール

一人で悩まないで相談を

・届きましたか

・つけてますか

CU東京をアピール
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第3回活動者会議感想

箕輪先生の講演について
ユニオンちよだでも、非正規の相談がコ

ロナ禍で増えている。６割の休業補償では、

到底生活できません。と切実な声を聞きま

す。様々なデータで女性が賃金、職種など

において、差別されているのが、良くわかっ

た。自分の会社でも、性差別を受けている

と感じるので、性差別の規制の強化にも取

り組んでいきたい。オンラインでの講演も

スムーズで良かった。（ちよだ）

わかりやすかった。レジメも大変詳しく

て、資料としても役に立ちます。その通り

だと思った。質問に対してしっかり応じて

上手に指導してもらい良かった。（文京）

立ち止まって、少し考える時間、間が欲

しかった。女性労働者の抱えている現状に

ついて、過去～現在にわたりわかりやすかっ

た。（こうとう）

後藤道夫先生の福祉国家構想。何度かお

話を聴いていますが、今回の女性労働者に

焦点をあてた、中身の濃い内容でした。時

間一時間で早かったのですが、わかりやす

かったです。素晴らしい先生ですね。はた

らく女性の中央集会も楽しみです。（渋谷）

女性の置かれているきびしい状況につい

ては、これまでも様々に聞いてきましたが、

今後も学習を続けていきたいと思います。

今回、その問題に対して、どう対応してい

くか、運動の展望を聞くことができとても

よかったです。やはり公的な社会保障の重

要性が大事だなと思いました。（渋谷）

１９８８年生まれなので、日本型雇用の

変化を子ども時代に親を通して体感しまし

た。とある都民住宅で、結婚した女性が専

業主婦か、否かで待遇が変わった記憶があ

ります。女性差別前提の制度を撤廃して、

累進課税を！ （練馬）

資料のグラフ等について全体的にカラー

でわかりやすくしてほしかった。（葛飾）

テーマをもっとしぼった方が良かったの

ではないでしょうか。（江戸川）

統計etc.に基づく講演で、実態と問題点

がよく理解できた。 特に新自由主義構造

改革のスタートから今日までの労働に関す

る社会構造の変化はよくわかる。資料もっ

と鮮明だと更に良かった。我々は、もっと

ジェンダー不平等の経済構造的要因にもしっ

かり眼を向けるべきだ！！ （三多摩）

秋の拡大の決意、抱負その他
７人目標。労働相談を強化してがんばり

たい。各支部の発言を聞いて丁寧に相談に

乗ることが拡大につながることの大切さが

わかりました。（ちよだ）

できる限りの活動に励みます。（文京）

自分のことで手いっぱいです。（練馬）

あと１名必ずやりきる決意（葛飾）

協力組合員を（特に財政を支えるうえで）

一定数拡大しなければとは思っています。

存在を広く知ってもらう活動の重要性をヒ

シヒシと感じています。（三多摩）
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新たにCU東京の役割を確認し、
組織拡大めざす

ＣＵ品川支部第１２回定期大会

総選挙公示前日の慌ただしい中、１０月１８

日（月）１０時より、品川労協２階においてＣ

Ｕ品川支部第１２回大会が開催され、コロナ禍

の下、全組合員に議案書を送り、委任状を返信

して貰い、少人数で行いました。

大会では、池野委員長の挨拶の後、来賓の柴

山品川労協事務局長は「CU品川は品川労協の中

でも確実に組合員を増やしている、これからも

応援していく」と、高木ＣＵ東京書記長からは

挨拶を兼ねて「CU東京の到達と地域の労働運動

の活性化やCUを応援する人を増やす必要性」等

について話して戴きました。

佐藤書記長から経過・会計報告・方針が一括

提起されました。この中で「今年度は、コロナ

禍の中なのに、労働相談が少なかったこと。組

合員も増やしたが脱退もあり、７０名を割った

こと。ＣＵ東京の拡大月間提起での目標５名の

達成をやること。共済のありがたみやレクを通

じての仲間を増やす事。コロナ禍が落ち着いた

らレクを行う」などが報告・提起され、承認さ

れました。

委員長 池野隆

副委員長 船津斌瀞

書記長 佐藤盛雄

執行委員 高畑 稔, 丹伊田恵寿,

南 陳栄

会計監査 武田よね子
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田辺陽子副委員長の感想

第３回活動者会議は、名城大学・箕輪明子

准教授に、非正規・女性差別の詳細なデータ

を基に講演して頂いた。

コロナ禍で、臨時休校による政府の支援政

策は現状に全く追い付かない。扶養調査で、

親族への連絡を恐れ、生保申請を見送らせる。

ケアワーカーの人員不足と長時間労働等。新

自由主義により分断の時代が続いている。賃

金+社会保障で一人でも暮らしていける生活シ

ステムの構築が必須であること。それが一人

でも租税を支払えることとなり、財政つくり

に繋がるという話も納得がいった。可視化で

鮮明になった今こそ、訴えれば響くチャンス！

沢山の仲間を迎え入れよう！

伊東弘子副委員長の感想

箕輪先生のお話はコロナ禍の現在、女性参

加者が多い団体に引っ張りだこであるという

印象を受けておりました。箕輪先生が会場全

体をご覧いただけたら男性参加者の割合の多

さに感動されたと思います。

長年にわたり国連女子差別撤廃委員 会か

らの指摘事項を改善せずにいた問題がコロナ

禍であぶりだされ、広く問題意識が共有され

てきました。この現実により運動を広げてい

くことがより強く求められ、私たちに大きな

チャンスが与えられています。

これからも学習を大切に共に頑張っていき

たいという思いを強くした活動者会議でした。
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東京地評第20回大会開かれる
2021年9月26日

ジジジジェェェェンンンンダダダダーーーーのののの視視視視点点点点ででででのののの
労労労労働働働働相相相相談談談談のののの取取取取りりりり組組組組みみみみににににつつつついいいいてててて

伊東弘子副委員長が発言

ココココロロロロナナナナ禍禍禍禍ににににおおおおけけけけるるるる

労労労労働働働働相相相相談談談談

社会的マイノリティー

である女性の労働相談

が圧倒的です。セクハ

ラ・モラハラ・解雇・

労働条件の不利益変更

など、弱い立場の女性

がターゲットです。低賃金で働く女性、非正規

で働く女性のみならず、正社員の女性も攻撃対

象にされている実態があります。

経営側に、「女性には組織的な後ろ盾がなく、

闘うすべを知らない」つまるところ、「容易に

経営側の思い通りにうごかすことができる」と

見られ、加えて「女性は生計の主たる担い手で

はなく補助だ」との予見、偏見も根底にありま

す。

労労労労働働働働相相相相談談談談ののののあああありりりり方方方方

相談者は極限まで一人で頑張っています。そ

して、どうしようもない現実を前に動揺してい

ます。しかし、相談を重ねる中で、抜け出す方

法を求め、悲しみを怒りに変えて立ち上がって

いくのです。

私たちは「労働相談から組合加入」にとどま

らず、この苦境を乗り越えた方が、女性労働問

題スペシャリストとして、続く人々を救う立場

にたてるようにすることが重要と考えます。

真の組織拡大・強化の観点にもかなうことで

しょう。私たちは、その重要なプロセスに立ち

会い、ともに歩んでいます。苦境から立ち上が

り、周囲の人々を救ってゆく自己実現のパワー

の結集は社会を変えていく源泉であると信じ、

私たちは相談に臨んでいます。

女女女女性性性性のののの活活活活動動動動家家家家ににににはははは

大大大大ききききななななハハハハーーーードドドドルルルルががががああああるるるる

生活するための資金をえることに目いっぱい

時間を費やさざるを得ない状況の女性労働者は、

無償活動をする余裕はありません。女性の活動

家、とりわけ労働組合の意思決定機関に女性が

少ない一因になっていると思います。女性の社

会的地位の向上のためには、その活動への具体

的な支援や施策の必要性を強く実感しています。

今今今今期期期期CCCCUUUU東東東東京京京京はははは女女女女性性性性執執執執行行行行委委委委員員員員がががが7777人人人人
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ジェンダー観点の取り組みに弾みをつける好

機であると考えています。楽しく交流しながら

学習し、具体的な行動目標を立てて活動を強化

すべく、始動しています。
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▶総選挙がたたかわれている。この機関紙

が届くころには結果が出ている。いい結果

に結び付くように多くの組合員、知人・仲

間に、「投票に行こう」、「私たちのいの

ち暮らしを守るために」と思い書いている。

▶第3回活動者会議を開いた。箕輪明子准教

授に「コロナ禍における女性労働者の状況」

と題して講演いただいた。スピードある講

演に圧倒された感想もあったが好評いただ

いた。秋の運動の力にしたい。▶コロナ感

染が急速に減少している。国民の感染防止

の努力の大きさを強く感じている。ワクチ

ン接種も試行錯誤を経ながら大きく進んで

いる。新しい政権に「いのちを大事にする

政治」強く求めたい。▶葛飾は寿司屋さん

で働く人からの相談に機敏対応し解決、一

気に3人を組合に迎えた。あと一人必ずと

意気高い。秋の拡大も本格的な取り組みが

始まった。組合員に声をかけよう、リーフ

と缶バッジ(一人で悩まないで相談を)、ニュー

スを届けよう。目標は年内1700人突破。力

合わせてやり抜こう！
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