
ちば合同労働組合　〒260-0017　千葉市中央区要町２－８ＤＣ会館１階

労働相談受付

ちば合同労働組合では、お仕事に関する悩みを抱え
ている方から相談を受け付けています。電話やメー
ル、事務所での面談などで相談に対応しています。
相談は無料、秘密は厳守します。組合に加入されて
いない方でも、ご相談は可能です。本人だけでなく、
友人や同僚、両親からの相談も受け付けています。

午前 10 時～午後８時（無休）
043-225-2207
union1@outlook.com

相
談
受
付

横のつながりを重視

労働組合のパワーをつくりあげるため
には、組合員どうしの横のつながりが
重要です。勤務先が違っても同じよう
な状況で闘っている組合員がいれば、
それぞれの状況についての情報共有や
相談ができます。学習会（月１回）、ワー
カーズ・カフェ、レクリエーションな
どの行事をおこなっています。

ちば合同 ちば合同労働組合

職場・地域にたたかう労働組合を！

京成バス・ストライキ

ホームページも

リニューアル！

労働組合はあなたの味方になります。組合員にな
れば、会社との団体交渉（会社全体の改善を求め
て会社と直接の話し合い）も可能です。一人から
でも加入できます。職場で仲間を集めて組合（支
部）を設立すれば、交渉力はさらにアップします。

月に１回の学習会で
交流をつくっています

これって違法？

労働法では

どうなっているの？

上司のパワハラ

やめさせたい！

労働組合という

私たちにできること

毎日、長時間労働。

残業代は出ない！

実際の求人と

契約内容が違う！

有給休暇、

育休・産休を

とりたい！

２０１９．２．６　京成本社前
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京成バス

自治体

郵政介護
　千葉県は介護士不足が全国ワース

ト２位！ 原因は、劣悪な労働環境と

低賃金によるもの。ちば合同労組で

は、介護施設に仲間をつくり、労働

組合を結成。団体交渉で賃金のアッ

プをかちとりました！

　郵政民営化で、職場の半数以上

の労働者が非正規になっています。

割に合わない給料、事故・労災、

パワハラ…ｅｔｃ。課題は山積し

ています。非正規のために闘う労

働組合をめざします！

図書館、清掃、ハローワーク…。

公務職場での非正規が増え、会計

年度任用職員の導入で、非正規化

が加速しています。非正規でも声

をあげられる組合をつくります。

　私は京成バスの運転士とし

て 3年半、働いてきましたが、

正社員登用されず解雇されま

した。納得がいかず、家族に

も話し、あきらめずに会社と

闘う決心をしました！「解雇

撤回」を裁判で闘っています。

　バスの事故原因のほとんど

が過労や寝不足からくるもの

です。上司や京成バス組合に

常日頃から進言したり、労働

基準監督署へ過労死や不正な

ダイヤ変更の通報を行ったり

しました。そのことにより、

会社から不当な扱いを受けて

いました。

　労働組合の経験豊富な方の

サポートや助言、仲間を思う

強い気持ちがあるからこそ、

私も頑張れます！

解雇撤回を闘う組合員より

物流
千葉の湾岸地域は大物流の拠点と

なっています。成長している産業に

もかかわらず、労働者には何の恩恵

もありません。生活できる賃金を確

保するために闘います。

団体交渉の豊富な経験 社会保険労務士の役員

ベテラン組合員が支援 地域の仲間と一緒に

数百社との団体交渉の経験を持
つスタッフも。交渉には役員や
一般組合員も同席します。

労働法や労災・雇用保険の専門
家が常駐しており、いつでも相
談が可能です。

鉄道や市役所、民間など様々な
職種で組合活動の経験を持つベ
テラン組合員がサポート。

最初の一歩は誰でも大変です。
同じような経験を共有できる
地域の仲間が一緒です。

ちば合同労組は、こんな職種の仲間を中心に活動しています。

■ちば合同労働組合は、千葉県下ではたらく労
働者が集まり、労働環境の改善に取り組む団体
です。長時間労働や残業代未払いなどのブラッ
ク企業から労働者を守ります。８時間働けば、
安心して暮らしていける社会を目指します。ア
ルバイトで働く学生でも加盟できます。
■あらゆる職種に労働組合をつくりましょう。
職場に労働組合をつくれば、働き続けながら、
会社と闘うという選択肢ができます。ちば合同
労組では、組合づくりを全力でサポートします。

ちば合同労働組合

とは？

ワンオペに抗議！すき家スト
ライキ

ちば合同労組だからできること

仲
間
が
い
れ
ば

き
っ
と
変
え
ら
れ
る
！

悩
み
、
苦
し
み
を
力
に
！

この他の職種にも仲間がいます！
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