務。
３ 組合費及び機関の決定に基づく臨時費を納入する
義務。

青年一般支部綱領
１ 私たちは、貧困をなくし、青年労働者の労働条件と社
会的地位の向上を目指す。
２ 私たちは、日本労働者階級の解放を目指し、そのた
めにすべての人が安定した雇用で働くことができ、ま
た必要な社会保障を受けることのできる「新しい福祉
国家」の実現を目指す。
３ 私たちは、目的を達成するためにすべての労働者、
市民との連帯をすすめ、日々努力する。

第７条 機関の種類
支部に次の機関と分会を置く。
１ 支部大会
２ 支部執行委員会
第８条 分会
支部には職域、地域などの特性を考慮しつつ分会を置
く。分会には分会規程を置くことができる。分会規程は規
程準則によるものとする。

青年一般支部規約
第１条 支部の名称・所在地
支部の名称は東京公務公共一般労働組合青年一般
支部とし、通称を首都圏青年ユニオンとする。所在地は
東京都豊島区南大塚２－３３－１０東京労働会館内とす
る。

第９条 支部大会
大会は支部の最高議決機関で、大会に参加する支部
組合員で構成する。大会に参加する支部組合員数が支
部組合員現数の１０分の１を下回った場合、大会は不成
立とする。議長は出席する支部組合員から選出する。議
事は出席する支部組合員の過半数を持って決め、可否
同数の場合は議長が決める。

第２条 目的
支部は組合員の労働条件と社会的地位の向上と、民
主的で平和な社会の実現を目指し、すべての人が人間
らしく生きていける社会を実現するため、支部の綱領宣
言および決議を遂行することを目的とする。
第３条 支部組合員の資格
支部は東京公務公共一般労働組合規約で定める資格
を持つもので、青年労働者で構成するものとする。

第１０条 定期支部大会・臨時支部大会
定期支部大会は毎年１０月ないし、１１月を原則とし開
催する。
臨時支部大会は次の場合に開催する。
１ 支部執行委員会が必要と認めた場合。
２ 支部員の３分の１以上が開催を要求した場合。

第４条 支部組合員の平等
何人もすべて、いかなる場合においても人種、国籍、
思想、信条、宗教、性別、門地または身分によって差別
されず、支部組合員たる資格を奪われない。

第１１条
１１条 支部執行委員会の性格と構成
支部執行委員会は支部の執行機関で支部長・副支部
長・事務局長・事務局次長・会計および執行委員で構成
する。

第５条 支部組合員の権利
この支部組合員はすべて、この支部のすべての問題に
参与する権利および、均等に取り扱いを受ける権利を有
するものであり、東京公務公共一般労働組合規約第２３
条但し書きおよび第３３条に該当しない限り、次の権利を
持っている。
１ 支部組合員の獲得した諸条件および支部が行なう事
業の特典を享有する権利。
２ 役員の選挙権、被選挙権および改選要求権。
３ 支部の諸会議に規約に基づいて出席し、発言し、採
決に加わる権利、及び自己に不利益な決議をしようとす
るあらゆる会議に、自己自ら出席し、弁明する権利。
４ 支部運営についての批判ないし意見を自由に機関に
申し出て、また必要に応じて会計簿冊及び証拠書類を
閲覧する権利。

第１２条 支部執行委員会の招集
支部執行委員会は必要に応じて支部長が召集し、議
長となる。
第１３条 各種専門委員会
支部執行委員会のもとに、適宜その必要性において専
門委員会を置く。
第１４条 役員
支部に次の役員を置く。
１ 支部長
１名
２ 副支部長
若干名
３ 事務局長
１名
４ 事務局次長
若干名
５ 会計
１名
６ 執行委員
若干名
７ 会計監査
１名

第６条 支部組合員の義務
この支部組合員は全て、次の義務を持っている。
１ 綱領・規約及び機関の決定に従い組合・支部の強化
発展に尽力する義務。
２ 組合・支部の各種会議に規約に基づいて出席する義

第１５条 役員の選出
役員は支部大会代議員の直接無記名投票をもって支
部組合員から選出する。
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加入に際しては、支部執行委員会の審査・承認を必要と
する。
この支部を脱退しようとするものは、その理由を明記して
支部長に申し出て、支部執行委員会の議決をへるものと
する。
なお、脱退と同時に全ての権利を失うものとする。

第１６条 役員の解任
役員は支部大会による改選の他、支部組合員の３分の
２以上の改選要求があった場合に改選する。
第１７条 役員の任務
役員の任務は次の通りである。
１ 支部長は支部を代表し、業務を統括する。
２ 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時は
代理する。
３ 事務局長は常時事務を処理する。
４ 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あ
る時は代理する。
５ 執行委員は常時業務を分掌する。
６ 会計は経理を処理する。
７ 会計監査は会計を監査する。

第２７条
２７条 改廃
この支部規約の改廃は支部大会で行い、構成代議員
の直接無記名投票により、その過半数の支持を得て決
定する。
第２８条
２８条 施行
この規約は２０００年１２月１日から施行する。
２ ２００１年９月２１日改正（第２２条組合費の取り扱い）
３ ２００２年９月２９日改正（第１条支部の名称・所在地、
第１１条支部執行委員会の性格と構成、第１３条各種専
門委員会（新設）、第１４条役員、第１７条役員の任務）
４ ２００３年９月２８日改正（第２０条組合費）
５ ２００８年９月２３日改正（第１０条 定期支部大会・臨
時支部大会、第１３条 各種専門委員会）
６ ２００９年１１月１日改正（支部綱領・第２条目的・第３条
支部組合員の資格・第９条支部大会）
７ ２０１０年１２月５日改正（支部綱領）
８ ２０１２年１２月２２日改正（第１４条役員・第２１条特別
組合費（新設）
９ ２０１５年１２月２３日改正（第１１条支部執行委員会の
性格と構成）

第１８条 役員の任期
役員の任期は定期大会から次期大会までとする。
第１９条 組合の経費
支部の経費は組合費、寄付金及びその他の収入をも
ってあてる。
第２０条 組合費
組合費は本部費を含めて、別表の通りとする。
但し、緊急に必要な場合は支部大会または執行委員
会の決議によって臨時に徴収することができる。

別表

第２１条 特別組合費
分会または組合員が、使用者と闘って名目如何にかか
わらず金銭を取得した場合、その総額の一定割合を特
別組合費として納入する。その割合については執行委
員会で定める。

月収（万円）

組合費

本部費

本部費
（常勤）

０

５００

２００

２００

５万円未満

１０００

６００

５～

１０００

８００

１０～

１３００

８００

７００

１０．５～

１３００

１２００

７００

第２３条
２３条 組合費の取り扱い
納入した組合費は一切返戻しない。会計年度は九月
一日から翌年八月末日までとする。予算および決算は支
部大会での議決・承認を必要とする。

１２～

１５００

１２００

８４０

１４～

１７００

１２００

９８０

１６～

１９００

１２００

１１２０

１８～

２１００

１２００

１２６０

第２４条
２４条 会計監査
決算及びそれに関連する全ての会計報告は支部大会
の決議、承認を受けるにあたって、会計監査の監査を受
けなければならない。

２０～

２３００

１２００

１４００

２２～

２５００

１２００

１５４０

２４～

２７００

１２００

１６８０

２６～

２９００

１２００

１８２０

２８～

３１００

１２００

１９６０

３０～

３３００

１２００

２１００

第２２条
２２条 他の支部に籍を置く組合員の組合費
既に東京公務公共一般労働組合の組合員で、他の支
部に籍があり組合費を納めているものは支部運営費とし
て月額５００円を支部に納める。

第２５条
２５条 会計監査規定
会計監査規定は別途規定する。
第２６条
２６条 加入・脱退
この支部に加入するものは支部長に加入届を提出する。
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