
CU渋谷支部は12月10日、渋谷駅・宮益坂下

交差点で恒例のサンタ宣伝を行いました。これ

は毎月1回行なっているCU渋谷の地域宣伝の一

環で、12月はサンタの衣装をつけて渋谷駅頭で

大々的に行っています。今年はCU本部の協力も

得て、本部と各地域支部へも参加を呼びかけま

した。

行動には渋谷支部から７人の他、こうとう、

文京、練馬、品川、三多摩参から総勢16人が参

加。最賃1500円の実現とCU加入を呼びかけるチ

ラシ入りティシュを800枚配布しました。また、

テントを設置して臨時の労働相談所を開設。労

働相談に訪れる女性や、CU加入希望で説明を聞

く男性がいたほか、写真を撮っていく若者も多

数いるなど、師走の街を歩く人々から大きな注

目を集めました。

宣伝ではCU本部の高木典男書記長、田辺勝彦・

渋谷区労連議長らがマイクを握ってCU東京のア

ピールをしたほか、不当解雇で争議をたたかう

CU渋谷の組合員も争議支援を訴えました。また、
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来年はＣＵ東京結成１５周年
節目の年に飛躍を！

２０００人組織をめざそう
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２０００人組織をめざそう

いよいよ拡大最終版
53人増えました！

取りくんできた月間も最終盤です。到達は

54人、達成はあだち、中野、団体の3支部で

す。達成まで46人です。力のある組合員への

お願いや、応援していただいている組織の要

請など、最終盤の取り組みをお願いします。

念願の1700人を実現し、15周年の年を迎えま

しょう。
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〈支部の動き〉

目標の２倍超の成果
あだち支部

セントラル綜合サービス (株)に係る雇止

め問題は、22年6月ごろから弁護士の協力で

警備員の「待機問題」の扱いで労使が協議が

している過程でおきました。会社は7月、向

き合っている問題に背を向け、雇止め実施の

挙に出ました。関係者は、CUあだちに加入し

て闘うことを決め、不当な「雇止めを撤回せ

よ」の一点で団交を求めました。

8月24日付の団交要求を提出したが、会社

代表は「期間満了、再契約はしない」との態

度を撤回しませんでしたが、再度団交要請

をする中で突如8月吉日付き「雇用通知書の

満了についてのお知らせ」なる文書を社内に

張り出しました。「皆様には引き続き業務に

励んでいただけるようお願いする」として事

実上雇止めを撤回し、9月16日の団交で重ね

て明言しました。

さらに1日も取れなかった 年休が取れるこ

とになりました。CUあだち支部に参加し 共

に闘った仲間たちの団結 の力で、雇止めを

見事うち砕きました。

労働組合運動に参加する組合員への介入行

為は労働 組合法7条がが禁じている不当労働

行為にあたります。

組合員の訴えもあり会社には警告の申し入

れをしました。これまで労働相談を通じての

警備会社に加え、病院職員や議員予定候補者、

友人などあと４人年内にやります、１００人

組織まであと少し頑張ります。

生活支援・相談プロジェクト
葛飾支部

第7回コロナに負けない生活支援・相談プ

ロジェクトを11月19日 曳舟川親水公園 (京

成お花茶屋駅近く)で実施しました。

主催の「区民のいのちと生活を守る」 葛

飾連絡会は、土建、民商、新婦人、社保協な

どとともに、区労連・CU も参加・協賛し、

毎回運営や相談員として参加しています。

今回は、330名の方々に支援品を届けるこ

とが出来ました。コロナ禍だけでなく、物価

高での暮らしの厳しさがうかがえました。

多くの方々から寄せられた支援物資やカン

パ、当日会場準備から片付けを担った90名を

超えるボランティアの方々のおかげで、今

までで最多の支援品を最後の方までお渡しで

きました。「嬉しかった」「助かります」

「消費税下げて」などの声が寄せられました。

コロナ蔓延状況、 生活困窮者増大の状況を
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見ると 「第8回・・・」 の準備を開始する必

要がありそうです。

セクハラ裁判 報告
文京支部

0さんが闘う、セクハラ裁判は、12月8日和解

を勝ち取りました。

第一回目の裁判5月11日以降5回裁判がありま

した。ほぼ毎回20名近くの傍聴者で法廷が埋ま

り、10月12日には 30 名もの傍聴者で、入りき

れない人が外で待機しました。支える会の会員

も一気に130人を超える盛り上がりでした。

こうした闘いが、裁判長に通じたのではない

かと思います。

10月28日、裁判長の書いた「和解案」が示さ

れ、内容はほぼ原告さんの訴えを認めており、

その内容での和解が勝ち取れました。

被告に謝罪をさせたということに加え、被告

が裁判で展開した主張に対しても謝罪させたこ

とは画期的でした。

〈労働相談から〉

CU東京争議対策委員会では、様々な労働問題

に取り組んでいます。

例えば、今年９月、A社から雇止めされた方

とB社から雇止めされた方と二名が加入しまし

た。二人は、いずれも成田空港の検疫業務を行っ

ており、この業務は、厚労省がC社に委託し、

更にC社からA社とB社へと再委託をしていまし

た。問題は、今年８月頃、二人は、些細なこと

で自宅待機を命ぜられ、その後、雇止めをされ

たことです。しかも、雇止めの理由が不透明で

あったため、直ぐにA社とB社に団体交渉を申し

入れました。松井副委員長を中心に、A社の方

とは、団体交渉と事務折衝で解決しましたが、

B社の方は、現在も解決に至らず次回3回目の団

体交渉を予定しています。ただB社からは早期

解決を求めてきているので解決は近いと思いま

す。 （CU東京 副委員長 鈴木明彦）
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リレー随想
ージェンダーを考えるー

「未来につながる希望」
寺川知子（三多摩協議会）

勤医会東葛看護専門学校の一年生が看

護師となる決意をする「ナーシングセレ

モニー」に出席しました。学生たちは、

患者さんの人生を尊重して、患者さんの

願いや要求を応援できる看護師をめざす

と決意をしました。決意する学生たちは

キラキラまぶしく、私は、胸を熱くしま

した。

その学生の中に高校に入学してバイト

を始め、１５歳でＣＵ東京に入った仲間

がいます。そして、今は、障がいを持つ

方々のグループホームで夜勤しながら看

護師をめざしています。

先日、「過酷 看護学生」と経済的理

由で退学する学生も少なくないと赤旗の

記事があり、海外と比べて賃金も、身分

も低い日本の看護師は、医療現場のひっ

迫で、疲弊して離職していると書かれて

いました。

厳しい現実に直面しながら、学んでい

るが、学びあう仲間が、一人でも多く看

護師になって欲しい。私は、未来につな

がるたくさんの仲間を応援し、一緒に進

む仲間となりたいと思いは強くなります。

そこには、未来につながる希望がある。
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—渋谷区労連女性センター
再建学習交流企画—

11月26日、渋谷区労連女性センター準備委員

会で学習交流企画「佐藤さんとアフタヌーン・

ティー」に、女性会議のメンバー4人で参加し

ました。

女性も加わりやすい労働組合にするための内

容で、東京地評女性センター副議長の佐藤洋子

さんが話されました。日本のジェンダー格差の

大きさにふれ「女性は低賃金で非正規も多く、

妊娠出産で辞めざるを得ないこともある」と、

家族的労働が女性に偏る一方で、特に男性に長

時間労働が強いられており「女性が働き続けら

れる職場に変えることは、職場全体を変える」

と話しました。

お茶とお菓子をいただきながらの素敵な会で

した。

—渋谷区労連女性センター
再建学習交流企画—

11月26日、渋谷区労連女性センター準備委員

会で学習交流企画「佐藤さんとアフタヌーン・

ティー」に、女性会議のメンバー4人で参加し

ました。

女性も加わりやすい労働組合にするための内

容で、東京地評女性センター副議長の佐藤洋子

さんが話されました。日本のジェンダー格差の

大きさにふれ「女性は低賃金で非正規も多く、

妊娠出産で辞めざるを得ないこともある」と、

家族的労働が女性に偏る一方で、特に男性に長

時間労働が強いられており「女性が働き続けら

れる職場に変えることは、職場全体を変える」

と話しました。

お茶とお菓子をいただきながらの素敵な会で

した。
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■健康保険証廃止、マイナンバーカードに

一本化に多くの人が反対、異議ありと声を

上げています。マイナンバーカードは更新

手続きが必要。5年に一度必要です。暗証番

号がまた、大変、今でも悩まされています。

3回間違えるとロックされます。解除には市

区町村に。マイナ保険証では窓口負担が高

くなります。これは反対しかありません。

■12/10渋谷駅東口ビックカメラ前で宣伝し

ました。渋谷支部の恒例サンタ宣伝に本部

も合流、サンタのデコに注目が集まります、

労働相談のテントを設営、参加者は総勢16

人でした。品川、練馬、文京、こうとうか

らも参加、マイクを握りました。1072円の

ティシュ800個、相談1件、組合加入希望1件。

大きな反応に参加の組合員も元気になりま

した。■組合員拡大もいよいよ大詰めを迎

えています。事務所にはグラフがあります。

一人増えると丸いシールを貼ります。今、

その数は54、加入者54人です。残りは46人。

それぞれに内容があります。大いに語り伝

えたいです。目標100人、1700人の到達です。

もう一回り、組合員に呼びかけてやり抜き

ましょう。達成し新しい年を迎えましょう。
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小江戸川越散策
主催 ＣＵ東京女性会議

江戸の情緒を今に残し、小江戸川越の

レトロな町並みの、埼玉県川越市。

歴史的建造物や文化財、

美味しいグルメ。

小江戸川越のレトロな町並みを

ご一緒に歩きませんか。

２０２３年２月９日木曜日 お昼１２時に
本川越駅（西武新宿線）改札口 集合

川越を本部伊東副委員長、松﨑執行委員が案内します。

お二人は偶然にも川越の同じ学校を卒業しています。
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川越を本部伊東副委員長、松﨑執行委員が案内します。
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お申し込みは

ＣＵ東京本部 03-3946-9277
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