
ＣＵ東京は、7月23日にけんせつプラザ東京

で第14回大会を、最高の峰１６３０人を築いて、

開催しました。青年、女性を増やした新しい新

役員を選出しました。15周年を見据えて、新た

な前進をめざすことにしました。

冒頭、高畠副委員長より、コ

ロナ感染拡大の中の大会なので、

感染予防のための諸注意があり

ました。

開会あいさつを伊東副委員長

がおこない、清水英明（こうと

う）代議員と福田かづこ（三多

摩）代議員を議長に選出しまし

た。

佐藤委員長のあいさつにつ

づき、来賓として東京地評白滝副議長から、

「いま、大きな運動が必要、８時間働けば普通

に暮らせる社会

を、ＣＵ東京へ

未組織の結集が

大切です」、東

京土建山本高明

常任執行委員は「東京土建と一緒になって運動

を進めていきたい」と話されました。参議院選

挙の二期目を再選された山添拓参議院議員は

「おかしいことはおかし

いと声を上げていくこと、

多くの方と力を合わせて

頑張っていきたい」とzoo

mで、連帯のあいさつをしまし

た。とや英津子都議会議員は、

「時給１５００円に引上げ最低

賃金審議会を公開にするように、

東京都へ求めました。一緒に頑

張りましょう。」とあいさつしました。
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CU結成15周年めざし

要求・相談に応え、新たな前進をめざそう
CU東京第14回定期大会



来賓の最後は、鷲見弁護士

から「もっともっと働く人

の実態をつかんで労働組合

は、頑張ってほしい」と激

励の言葉を頂きました。

討議発言は８人でした。

こうとうの川村さん

精神疾患の労災認定獲得の

経験について、記録すること

が役立った。オンライン参加

で当該の方も発言、解決を喜

び合いました。

三多摩の尼崎さん

不当解雇撤回の争議、地域

医療を取り戻すたたかいをあ

きらめずに粘り強くと発言、

厚生荘病院労組を支える会へ

の支援を訴えました。

あだちの舘さん

休憩時間についての要求

をまとめ、交渉持って、組

合が支援体制をとることで

１２名が組合に加入した。

ちよだの鈴木さん

組合費の滞納についての、

考え方と扱いを再考してほし

いと提案します。

こうとうの中村さん

ＣＵ東京は、全国的にも注

目され、モデルとなる組合に

なっている。３０００人、５

０００人になることで全国を

励ますことになる。

文京のＯさん

セクハラ裁判をたたかっています。支援を

お願いしたい。

渋谷のＡさん

「求人詐欺」に該当する不当解雇の撤回を

たたかっています。ご支援をお願いしたい。

女性会議の伊東さん

女性会議を発足させました。ニュースの発

行をしています。
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コミュニティユニオン東京
第14回定期大会議日程

【 開会11:00 】

1、開会あいさつ 伊東弘子副委員長

2、議長団選出 清水英明代議員（こうとう）・

福田かづこ代議員（三多摩）

3、佐藤義見執行委員長あいさつ

4、来賓あいさつ 東京地評白滝誠副議長

東京土建山本高明常任執行委員

山添拓参議院議員(Zoom)、

とや英津子都議会議員、

鷲見賢一郎弁護士

5、講演 黒澤幸一全労連事務局長

「全労連の運動とローカルユニオンの強化につ

いて」

【 昼食休憩12:30 再開13:10 】

冒頭、前進座、俳優座が挨拶・公演案内

6、資格審査・佐藤盛雄執行委員（品川）、

運営委員会・宮本一副委員長、

選挙管理・高橋孝執行委員（港）を選出、

並びに各委員会報告、大会成立確認。

7、議案提案

・第1号議案 高木典男書記長

2021年度経過報告、2022年度運動方針案

・第2号議案 高木典男書記長

2021年度決算報告、2022年度予算案

・第3号議案 川村好正書記次長 役員選出

・第4号議案 川村好正書記次長

ストライキ権の確立・規約改正

8、討議 8人が発言、書記長答弁

9、採択・承認

（資格審査委員会が出席代議員報告27人）

・1号議案、2号議案 拍手で確認

・4号議案 ストライキ権投票 全員賛成採択

10、役員選出 定数内のため拍手で確認

11、スローガン提案・採択

大会議長読み上げ提案・採択

12、特別決議提案・採択

「安倍元総理の「国葬」に反対する」

13、諸役員の解任、議長団の解任

14、新役員紹介 鈴木明彦副委員長から紹介

15、新役員の挨拶 佐藤委員長あいさつ

16、閉会の挨拶 田辺陽子副委員長

17、佐藤委員長の音頭で団結頑張ろう

【 閉会16:00 】 （大会出席総数63人）



〈大会開かれる〉

第13回定期大会
新たな思いで課題に

立ち向かおう！
文京支部

7月30日(土)13時30分から文京区労協事務所

において、ズーム併用で開催されました。

小川富弘文京支部執行委員長の挨拶、その中

で、Oさんを支える会に１３５口の入会があっ

たと報告がありました。

来賓の高木典男ＣＵ東京書記長と福手ゆうこ

都議の報告挨拶のあと、山田三平文京支部書記

長から活動報告、活動方針、決算、予算、役員

提案がありました。益子茂副委員長から都立駒

込病院の独立行政法人化やケア労働者の組織化

について補強報告がありました。

質疑•討論では、吉川さん、梶原さん、佐藤

さん、阿部さんなどが発言しました。

山田書記長の答弁を確認したあとに採決が行

われて、満場の拍手で全て採択され、益子茂副

委員長の閉会の挨拶で大会を終えました。

（執行委員長 小川富弘）

選出された役員は次のとおりです。

執行委員長 小川富弘

副執行委員長 益子茂

同 伊東弘子

書記長 山田三平

書記次長 湯本弘美

執行委員 岩永有礼 須賀和男

鈴木志摩

会計監査 椎名容子

顧問 大利英昭

第13回定期大会を開催
港支部

７月３０日（土）コミュニティユニオン東京

港支部（CUみなと）は東京土建みなと会館で第

１３回定期大会を開催しました。今大会も新型

コロナウイルスの爆発的な感染のもと、昨年同

様にリアルとオンライン併用で開催しました。

大会には来賓としてコミュニティユニオン東

京の田辺副議長があいさつ。CU東京の第１４回

定期大会を紹介しながら激励。港区労連からは

清水議長があいさつ。個人加入の組合の大切さ

が強調されました。

大会議長は青木副議長、資格審査は受付を兼

ねて植松副議長が行い、委任状を含め過半数の

出席で大会が成立していることを確認した後、

池田執行委員長が一年間の労働相談や団体交渉

に触れてあいさつ。

髙橋書記長が大会議案を説明しながら提案を

行いました。CUみなとは組織拡大は労働相談・

団体交渉を通じて昨年から微増になっている。

協力組合員も含め、１００人の組合員をめざし、

早急に６０人を目標に取り組む方針と１２期会

計決算、会計監査報告、１３期予算案、１３期

役員体制が提案されました。討議の後全提案が

採択され、小川副議長の閉会あいさつで大会は

終了しました。

第13期役員体制は以下のとおりです。

執行委員長 池田孝治

副執行委員長 青木一夫 植松富美枝

同 小川 均 川崎 悟

書記長 髙橋 孝

執行委員 唐亀竜太 小林悦子

同 染谷ふみ子 水谷成夫（新）

同 山口利広

会計監査 氏家康行

顧問 鈴木 功
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三多摩地域に
５００人の組合を作ろう！
第8回定期大会を開催

三多摩協議会

大江拓実書記長が、2015年６月に41人でＣＵ

東京三多摩協議会を立ち上げ、７年間で２００

件を超える相談を受け、解決をしてきたことを

報告しました。現在３００人を超える組合とな

り、2021年度も、一年間で33件もの労働相談を

当事者と共に解決し、二カ月に一回開催される

執行委員会では、積極的に学習も行い、力を付

けてきたことも報告されました。

今年の最低賃金引き上げ額が、３１円と報道

されていることについて、目指すは全国どこで

も一時間１５００円の最低賃金を求め、宣伝に

も力を尽くし、引き続き働く者の駆け込み寺と

しての役割を果たすと共に、組合員の交流にも

取り組み、三多摩地域で500人の組合を作るこ

とを目標に、頼りになる労働組合を作りましょ

うと方針を提示しました。

活動報告と2022年度の活動方針をみんなで確

認し、団結してがんばろうとの決意を固めあい、

大会を終わりました。

２０２２年度も引き続き、三多摩地域で労働

相談を、みんなで解決する、「駆け込み寺」と

して、労働組合の役割を発揮していきます。

選出された役員は次のとおりです。

執行委員長 宮田 清志

副執行委員長 尼崎 学 小野塚 洋行

佐藤 義見 福田 かづこ

星 憲彦 三宅 一也

書記長 大江 拓実

書記次長 北村 博昭 中山 倫子

宮本 一

執行委員 石川 隆 石島 敦

岡部 光男 木口 栄

倉田 健介 糀谷 明

佐藤 嘉宏 清水 謙一

津島 修二 寺川 知子

前田 秀人 宮田 和志

会計監査 石垣 雅之 大房 孝朗

相談役 坂内 三夫
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■「統一教会」と自民党議員の関係が連日

報道されています。とりわけ政調会長の萩

生田議員は次々に関係の深さが明かになっ

ています。他人ごとのように説明する態度

は噴飯ものです。岸田新内閣の汚染度は図

り知れません。謀略集団と繋がった内閣な

どゴメンです。一日も早い退陣が必要です。

■東京の最低賃金の31円引き上げが答申さ

れました。10月から1072円に改正されます。

わたしたちは生計費調査にもとづき、どこ

でも時給1500円は必要と運動してきました。

長く賃金が上がらない状況がつづき、物価

の高騰、上がりつづける社会保険料など、

これまで以上に最賃の大幅引き上げ・1500

円は待ったなしの課題です。■ジェンダー

平等の取り組みに大きく足を踏み出すこと

が必要です。大会の代議員の発言は示して

います。新しい女性役員増えました。いよ

いよ秋の運動が始まります。言葉に終わら

せず、活動にジェンダー平等どう生かして

いくか問われています。理解を深め踏み出

しましょう。
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安倍元首相の「国葬」に反対します
ＣＵ東京は安倍元首相の「国葬」に反対です。

大会では「特別決議」を採択、首相に送りま

した。9月27日に「国葬」が予定されていま

す。支部・組合員のみなさん、反対の声を首

相官邸・岸田首相に届けましょう！

首相官邸のホームページから意見を送ること

ができます。


