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目 黒 労 協        
 

 
 
 
 

 
 

 

10 月 2 日 土曜お昼の中目黒駅前で、10/1 改定になった最低賃金

の宣伝行動。1041 円を、ポスター、チラシ、ゼッケン、マイクで

宣伝。小一時間で 400 のチラシ配布。緊急事態宣言明けの土曜日、

中目黒には観光客？結構な人出。私たちも 23 人で訴えました。 

 

10月 16日 土曜日、

めぐろユニオン例会

に合わせて、JMITU 目黒地域支部の仲間も加わり、学

芸大学駅前で最賃＆未組織宣伝を行いました。約 1 時

間、ボード宣伝とティッシュ配布を行いました。 

 

 
 

 

 

 目黒社保協：都立病院独法化反対！宣伝行動  

10 月 25 日夕方 都立病院の独立行政法人化 STOP と、

学芸大学駅で、目黒社会保障協議会が宣伝。20 名以上の

参加で、都立広尾病院から反対する会の方を迎え、コロナ

禍にも関わらず、「改革」→安上がり、削減を強行しよう

とする小池都政を許すな！とマイク宣伝、署名活動、チラ

シ配布を行いました。（目黒労協事務局) 
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学芸大学駅宣伝行動（10/16） 

目黒労協 HP に最賃改定時のハローワーク・
求人サイト・学芸大駅周辺の求人掲示の時
給調査結果収録。みてね 
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 都立病院の独立行政法人化に反対！都庁包囲行動  
10 月 8 日昼東京都庁前で行われた、都立病院の

独立行政法人化に反対する都庁包囲行動に参加し

ました。青空が広がり、気温が上昇、炎天下に 500

人を超える人々が集まり、都議会に向けて、独立行

政法人化に向けた定款を採択するな！！コロナ感

染拡大のもとで公的医療体制充実を！！と声を上

げました。（目黒労協/事務局) 
 

 

 

 

 区立保育園民営化問題で学芸大学駅宣伝行動  

 

9 月 27 日、保育園民営化問題の駅頭宣伝。@めぐろな

ど保育関係者、土建目黒、目黒労協など目黒社保協の宣

伝行動には 30 名以上が集まり、民営化計画の見直しを

求める署名も 131 筆集まりました。（目黒労協/事務局) 

 

 
 

 JAL 争議支援  10 月 26 日、恒例の JAL 

 

争議・都内 6 駅一斉宣伝が数ヶ月ぶりに再開。この間はコロ

ナ緊急事態宣言で、中止が続いていました。久しぶりの品川

駅港南口、サイレントスタンディングには、都内南部各組織、

20 名以上が結集しました。（めぐろユニオン/通信員) 

 

 
 

 ｱｲﾋﾞｰｴﾑ争議支援  

 

10 月 19 日、第 280 回金属反合共同行動が行われま

した。三和機材本社前(組合委員長雇い止め)からの行

動参加者は、今秋一番の冷え込みの中でも意気軒昂で

した。写真は、日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑ本社前での様子で、大岡

支部委員長が決意表明をしているところです。その隣

で司会役をしているのが我が支部の委員長です。また

司会、ってな感ですかね。 

日本ｱｲﾋﾞｰｴﾑは現役世代をパワハラ４点セット、す

なわちパワハラ低評価、パワハラ PIP、パワハラ賃下げ、パワハラ降格で追い立て、さらに

60 歳以降になると、再雇用者に対し、不合理な賃金差別で生活困窮にまで追い詰めていま

 

 

 

 

＊「独立行政法人」って何？ いち早く独立行政法人となった国立大学。東工大職組より職場報

告として、独法化の経緯・職場の実像が寄せられています。次号以降で掲載予定、乞ご期待を。 
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す。しかも労働組合との集団的労使関係さえ否定し、AI 不当労働行為を犯しています。日

本ｱｲﾋﾞｰｴﾑは組合に対して誠実に対応するべきです。目黒からは 3 名が参加し、この後、関

東三菱自動車支部前委員長と交流しました。(機関紙「書記局ニュース 68-No.01」より) 

 

 

 JMITU 目黒地域支部 第 68 回定期大会  

緊急事態宣言が解除された翌日の 10 月 1 日、学芸

大学にある支部事務所にて定期大会が行われました。

今期の支部活動はコロナ禍の影響を強く受けて低迷

しました。またコロナ禍での行動自粛から高齢化を意

識せざるを得なくなったことや活動意欲の低下も意

識するようになりました。しかし「地域支部として何

ができるのか」を改めて考える機会となり、来期には

高齢化にあってもできることを地道にやっていこう

と再確認する切っ掛けになりました。少し残念なことは、大会後にダイヤ分会との交流がで

きなかったことです。緊急事態宣言が解除されたとはいえ、やっぱりコロナ禍の影響は大き

いみたい。(機関紙「書記局ニュース 68-No.01」より) 

 

 大東通信機労組 第 43 回定期大会  

若い組合員も執行部に  9 月 30 日に行った第 43 期

の定期大会をもって新体制となりました。昨年よりもメ

ンバーが増え、今年の新入社員の方にも執行部に入って

頂けました。コロナ禍の中、交流の場が減ってきており

ますが、労働条件の維持・改善をするため、執行部で協力しながら頑張っていきたいと思い

ます。また、大東通信機労働組合内だけではなく、他労組様とも情報交換などの交流をして、

労働条件の改善に役立てていきたいと思います。(大東通信機労組/執行委員長) 

 

 

地域共闘を拡げ 目黒労協を大きくしよう！ 
 

目黒労協第 70回定期大会  

◆11 月 6 日(土) 土建目黒会館/午前 10 時 開会 

◆代議員の確保をお願いします、大会の成功を！ 

◆今年の大会は、代議員数を絞り、来賓・争議団は 

 お呼びしません。2 時間で終了を予定しています。 
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2021 年 加盟労組＆区内労組/年末一時金要求・回答状況 

2021 年 10 月 25 日：現在 

 要 求 回 答 昨年実績 

JMITU 

東京ダイヤ分会 

 

➀2.0 ヶ月(平均 578,940 円) 

➁ﾊﾟｰﾄ平均 191,444 円 
 

＊11月 11日回答指定日 

 

➀1.101 ヶ月(325,000 円) 

➁ﾊﾟｰﾄ平均 123,673 円 
 

大東通信機労組   2.0 ヶ月(＊前年度：1.0 ヶ月) 

愛隣会労組   2.0 ヶ月(＊前年度：2.0 ヶ月) 

パ ス コ 労 組 
春闘同時要求 

年間：4.0 ヶ月 

 

＊年間にて妥結済み 
 

年間：3.4 ヶ月 

冬季：1.5 ヶ月、期末：0.9 ヶ月 

東工大職組 ＊国家公務員準拠 

 

期末・勤勉手当(年間) 

4.30 ヶ月(＊前年比▲0.05 月) 

 

年間 4.45 ヶ月 

(＊前年比▲0.05 ヶ月) 
 

都庁職南税支部 
＊都人事委委員会 

勧告による 

 

年間 4.45 ヶ月 

（＊前年比▲0.1 ヶ月） 

 

年間 4.55 ヶ月 

（＊前年比▲0.1 ヶ月） 
 

都教組目黒支部 

 

＊都人事委委員会 

勧告による 

 

年間 4.45 ヶ月 

（＊前年比▲0.1 ヶ月） 

年間 4.55 ヶ月 

（＊前年比▲0.1 ヶ月） 

目黒区職労 
＊特別区人事委員会 

勧告による 

年間 4.45 ヶ月 

（＊前年比▲0.15 ヶ月） 

 

年間 4.60 ヶ月 

（＊前年比▲0.05 ヶ月） 
 

目黒医療生協労組   
 

 

1.2 ヶ月 

＊非常勤 0.6 ヶ月＋α 

 

JMITU 東日本 

三菱自動車  春闘時決着済み 

 

年間一時金：3.7ヶ月 

(内訳)夏 1.8ヶ月、冬 1.9ヶ月 

 

一時金：年間3.5ヶ月 

（＊前年度：1.75ヶ月） 

スタンレー電気労組 

 

春闘同時決着 

年間一時金： 

5.503 ヶ月(平均 163 万円) 

 

 

年間一時金：5.3 ヶ月 

(平均 157万円) 
 

年間一時金： 

平均 1636 千円(5.502 ヶ月) 
 

郵政ユニオン 

 

春闘同時決着 

年間一時金 4.4ヶ月 
 

年間一時金 4.3 ヶ月  ４.3 ヶ月/年間 

牧野フライス労組   532,236 円(＊春闘同時) 

ミキモト装身具労組 ※春闘同決着  ※春闘同決着 

さわやか信金労組    基本給×1.85 ヶ月 

東急バス労組    

東急ストア労組    

SBS ロジコム労組   455,000 円 

※調査資料：大崎情報センター、労協独自調査などによるものです。 
 

※要求決まったら、回答が出たら、

労協事務所に連絡お願いします 

tel/fax：3719-8813 まで 
 


