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はじめにー 
  あらたに主任書記・副主任書記になら
れたみなさんへ 

◆東京土建は結成７０余年。
役員と書記が車の両輪となって、
組織と運動を創り、夢を実現し
てきました。 

 
◆この講義では、東京土建の規程にもとづく書
記の役割から、書記局運営のあり方とチームづ
くり、主任・副主任書記の役割をお話しします。 
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◆講義で使用するテキスト 

  ２０２０年 書記リーダー研修 
テキスト ２０２０年６月版 

 「主任・副主任書記の役割と書記
局の運営」 

 

http://www.tokyo-doken.or.jp/branch/img/poster/037-l.jpg


１ 規約・規程と主任・副主任書記の役割 

 ① 規約と専従書記局員規程における位置付け 

 
 

◆規約 主任書記は…専従書記局員の責任者
として日常業務を処理する。 

◆書記局員規程 副主任書記は主任書記を助
け、共に日常業務を処理し、主任書記事故あると
きはこれを代理する。 

 主任書記・副主任書記は…書記局会議を主催
し、書記局員の活動を把握し日常の組合業務を
円滑にすすめ、その活動を執行機関に反映させる。 
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１ 規約・規程と主任・副主任書記の役割 

 ② 規約と会計規程と主任・副主任書記の役割 

 

 会計規程における「財政
担当役員」は支部では主
任書記の役割。また、規程
の「書記長」の役割は、「不
在のとき」は主任書記が代
理する。 
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１ 規約・規程と主任・副主任書記の役割 

 ② 規約と会計規程と主任・副主任書記の役割 

 

＜財政規律＞ 
○滞納対策 
 １カ月分の滞納は約１０人分の組合費に相当 
 滞納者（事業所）を残す権限は書記にはない 
 決着（回収か除籍）をつける 
○予算・方針外収支の禁止 
 「分会費」「活動費上乗せ」「お手盛り支出」「内部接待」
「就業規則にない手当て」…許さない 
○組合費の維持 
 組合費の引下げ・引上げの合意形成の困難さ 
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２ 書記・職員の保全と民主的な書記局運営   

 
 

◆専従書記局員規程 

 前文 …この規程は、組合員との団結を基礎に
民主的に運営し、東京土建の運動と組織のなか
で重要な役割をはたす書記局員 

がその任務と役割をはたすために 

定められます。… 

◎労働者としての権利を守り、 

良好な職場環境づくりをすす 

めることが、書記局運営の前提 
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２ 書記・職員の保全と民主的な書記局運営   
  ① 規程と関係法令を守り書記・職員の保全を 

 
 

○保全の重要性 
 書記局員規程、就業規則、法令を守る 
○書記局員自身に保全の役割 
 執行委員会の一員、方針・財政・人事に関与 
 一方的な「使用・就労関係」は成立しない 
○勤務規律 
 方針と指示、主任・副主任の了解なき業務は不可 
 書記・職員の「企画・提案」推奨、相互尊重の姿勢を 
○職員制度 
 書記と異なる職能、「担当分野の専門家」 
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２ 書記・職員の保全と民主的な書記局運営   
  ② 書記局運営の基本的なあり方 

 
 

○主任・副主任書記に専断なし 

 規程と決定にもとづく権限の実行は、書記局の
合意形成による。（業務権限はあります） 

 一人ひとりの書記・職員が 

自己研さんを深め、能動的 

に業務と運動をすすめるよう、 

その環境を整える。 
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２ 書記・職員の保全と民主的な書記局運営   
  ③ 主任書記と副主任書記の連携 

 
 

○「主任書記は今、何をすべきか」を考える 

 高い現状認識、支部を「俯瞰する眼」 

○相談は相互から声をかける 

 連携は主任書記の責任だが 

○主任書記の「役割の重さ」 

 成果はみんなのものに、 

問題の責任は自ら負う 

 副主任から手を差し伸べる 
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３ 書記局チームづくり   

 

 現状認識と情報を共有し、明白な目的意識を
持って、連携して組織建設をすすめる「チーム」に 
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３ 書記局チームづくり   
  ① 目的意識の共有 

 
 

○オルガナイザー 
 労働組合運動を職業とする活動家 
○現状認識（情勢と基本的課題の認識） 
 情勢を語る意味…世界と日本の政治・経済のなかで、「建設
産業と建設労働者、建設労働組合」は、どういう環境に置かれ、
どういう社会的位置にあるか 
 …われわれはどこから来て、どこにいるか。 
 基本的課題…どこにいくのか…何をすべきか 
○情勢は地域や分野、職域ごとに特徴を持って現れる。相互に
影響しながら変化する。現状認識は、どの支部も同じではなく、ま
た不変でもない。 
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３ 書記局チームづくり   
  ① 目的意識の共有 

○目的意識（組織建設の方向性） 

 環境も歴史も異なる様々な支部 

 「その支部の組織建設を 

どうすすめるか」 
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■都心仮想Ｘ支部の目的意識（組織建設の方向性） 
 都心に特色のある住民を守る地域建設産業を構築し、公契
約条例と産業民主化で建設労働者の大幅賃上げをすすめ、 
２０２０年代、労働者の１割、事業主の過半数を組織する
５０００人支部を建設する。(^.^)/~~~ 



３ 書記局チームづくり   
  ② 日程・組織情報の共有 

 

○日程表（日程作業台帳） 

 運動と業務に関する日程と 

分担を立体視 

 付表…定常業務サイクル、 

イベント工程、１０年スパン… 

 書記・職員の生活情報…「休む」を支える 

 相互の業務を深く理解し支えあう 
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３ 書記局チームづくり   
  ② 日程・組織情報の共有 

 
 

○戦略図面…「われわれはどこにいるか」を明らかに 
 支部を俯瞰する「主要課題取組状況表」 
 現状認識が眼をつくり、適切で正確な「表」が結果に
つながる 
○共通言語の獲得 
 もし、日程作業と組織情報を共有しないのであれば、
「明日は忙しいね」「そうだね」という言葉は同じでも、
「忙しい」と考える中身がそれぞれ違うことになります。 
 情報の共有は「言葉の意味を一致させる」作業です。 
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３ 書記局チームづくり   
  ③ 書記局会議の構成と留意事項 

○書記局会議の基本的な構成 

 組合方針の検討と実践、書記局運営… 

○現状認識・目的意識の 

 再確認と発展 

○ワークショップの活用 

○全員発言 
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３ 書記局チームづくり   
  ③ 書記局会議の構成と留意事項 
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◎ワークショップ・カンファレンス 
少人数で意見交換。課題自体の解決と同時に、メ
ンバー自体のスキルを引き上げる。 
ワークショップは、とりくみ上の課題自体がテーマ。 
カンファレンスは個別事例がテーマ。 
○ワークショップ例 
旗びらきを春一番につなげるための内容はどうか 
○カンファレンスのテーマ例 

 A㈱＝ゼネコン２次・とび・１０人＝の社長が「全員
外注にしたい」と来所。書記は社保適用を提案。 



３ 書記局チームづくり   
  ④ 子育て中や女性書記・職員の保全 

○子育て書記・職員を書記局の誇りに 

○定時内に終わらせる環境の持つ意味 

 事務残業のない職場は全員の労働環境を守る 

○午後３時の想像力…子育て書記は「５時までに
終わらせる」に集中 仕事を振ってはならない 
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■女性書記・職員は宝物（書記局勤務規律の守り神） 
 女性の「働き続ける」、「子育て時間を確保する」欲求は切
実。「仕事をやりとげる」モチベーションは強い。 
 「働く環境・子育て環境の確保」を東京土建（主任・副主
任書記）がはかることが、強い信頼、書記局の団結につながる。 



３ 書記局チームづくり   
  ⑤ 書記局内のコミュニケーション ３つのレベル 

 
 

○書記局内（職員・アルバイト含む）のレベル 
○業務（任務）遂行レベル 
 「報告・連絡・相談」  
 ミーティング 書記局会議 
○書記・職員同士の一対一 
 のレベル 
 言葉のキャッチボール  
 雑談できる職場に 
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３ 書記局チームづくり   
  ⑥ 新人書記・職員の育成 

 
 

○「育てる」意思と「育つ」環境 
 新人の成長は、組合発展の保障 
 主任・副主任は、「育てる意思」を 
○自己管理、自己研さんの環境をつくる 
 自己管理＝日程表（日程作業台帳） 
検討の習慣化 
 研修、学習、自己研さんの推奨と保証 提案・意見を歓迎 
○昨日までの新人に育成力あり 
 新人の「頼れる書記」は前任者 
 前任者は「新人に教える経験」が成長につながる 
 役職者とベテランの役割はフォローと後始末 
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４ 月間・集中期の書記局運営 
 集中して取組む期間に、書記局をどう運営するか 

 
 

＜東京土建のすぐれた設定＞ 

 どんな状況でも、役員が現場
を離れられないときでも、大事
な課題に力を集中するために、 

書記・職員を雇用している。 
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４ 月間・集中期の書記局運営   
  ① その月間（時期）の「軸となる課題」は何か 

 
 

○全体をリードする課題がある 
 「行動の軸とすることで、全体を引き上げる課題」 
○相乗効果を考え、行動を 
具体的に構成 
 「とにかくがんばろう」は？ 
 「何をすべきか」の論議と 
合意に努力 
 「課題相互の連動・協調」を 
考える 
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４ 月間・集中期の書記局運営   
  ① その月間（時期）の「軸となる課題」は何か 
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○課題を「呼びかけ」から具体化する例 
◎コロナ対策で事業所相談をすすめよう 
 ６月２５日の持続化給付金説明会に「分会から２社以上
の参加」を目標とし、夏期の拡大行動の 
課題として「分会内事業所の１巡訪問 
行動」を実施する。 
◎「まちの救助隊」を活性化しよう 
 「２０年住宅デーの全会場で救助隊 
会員が担当する、防災コーナーを設置 
する」を目標とし、月間行動で実行委員 
会お誘い行動を入れる。 



４ 月間・集中期の書記局運営   
  ① その月間（時期）の「軸となる課題」は何か 
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 運動課題と組織活動を連動させることが戦略的方
針の仕掛けとなる。 
○連動の仕掛けの例 
（春期）国保更新・分会総会 
と健診にあわせ署名ハガキ要請 
行動を設定し、訪問行動 
（春の月間）労働保険の更新 
・新規のとりくみ 
 ⇒事業所対策の前半の軸に 



４ 月間・集中期の書記局運営   
  ② 拡大が進まないとき（東京土建クラシック） 

 
 

 停滞を打開する主任・副主任書記の役割 
○変化と到達の可視化 
 「変化」＝動いていることを伝える 
○一人の新加入者を二人に 
 感謝を伝える 「参加」の仕掛け 
○日常業務と活動に注意を向ける 
 一日一日のすべての場面にヒント 
○待ってはならない 
 「待つ」は「つぶれる」と同義 
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４ 月間・集中期の書記局運営   
  ② 拡大が進まないとき（東京土建クラシック） 

 
 

○役員と書記局の意見交換、力の集中 

 作戦と分担の合意 どこで加入が生まれているか 

○不変の鉄則「足でかせぐ」 

 「対象者はいない」ではなく 

 「注意が足りない」 

○全組合員・事業所に情報を 

 どれだけ広く真剣に伝えるか 
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４ 月間・集中期の書記局運営   
  ③ 月間・集中期の書記局の日常 

 
 

○情報の共有をリアルタイムのレベルに 

○書記局の打ち合わせの  

日常化 

○「焦点（拡大数）」を 

明白にした分担調整 

○書記局の意見交換 
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５ 関連するテーマ   
  ① 主任・副主任書記の態度 

 
 

 自発的な熱意と創意を高め結集するために 
○人権意識の確認 
 憲法が保証する労働組合の 
自治の前提 
 ＝基本的人権の相互尊重 
 「まず相手の話を聞く」 
「提案を歓迎し評価する気風」… 
 「自分だけ話して終わりにする 
態度」「ガンバリズム」とは決別を 
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５ 関連するテーマ   
  ① 主任・副主任書記の態度 

 
 

○「人の呼び方」について 

 呼び捨てや「○○くん、○○ちゃん」はやめよう 

 新人やアルバイトも自立した尊厳を持つ人間 

 全員、「○○さん」と語りかけよう 
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■ある言葉…××書記 
 「社長・部長・課長・××社員」と同じ言葉を聞くこと
がある。主任・副主任書記の役割の大きさを考えるこ
とは、そうではない書記を軽んじることではない。 
 一人ひとりに思いを寄せれば、その言葉は出ない。 



５ 関連するテーマ   
  ① 主任・副主任書記の態度 

 
 

○怒りは敵 

 感情的な怒りは、書記・職員 

の熱意に水をかける以外の 

効果はない。 

 書記が熱意を失ったとき、 

主任書記の運命は？ 
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５ 関連するテーマ   
  ① 主任・副主任書記の態度 

 
 

○怒りは敵 
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■徳川家康 遺訓 
 人の一生は、重荷を負うて遠き道を行くが 
如し。急ぐべからず。 
 不自由を常と思えば不足なし。 
 心に望み起らば、困窮したるときを思い出すべし。 
 堪忍は無事長久の基、怒りは敵と思え。 
 勝つことばかり知りて、負けることを知らざれば、害その身に至る。 
 己を責めて人を責めるな。 
 及ばざるは過ぎたるより勝れり。 



５ 関連するテーマ   
  ② 経験主義を排し広く教訓を求める 

 
 

○経験が少ないから経験に囚われる 

 経験を重ねると、一つの経験には固執しない 

○本支部の教訓に耳を傾ける 

 教訓を見つけ出そうとする貪欲さ 

○教訓を整理し発信する 

 努力の成果と教訓を東京 

土建全体の利益に 

 書記・職員の技術技能も 

伝承される 
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５ 関連するテーマ   
  ③ 幹部活動家（支部役員）を増やす 

 
 

◎１人の新常任執行委員が組合の宝物 

 手間と予算を使う意味が十分  

にある。 

 主任・副主任書記は、 

対立やあつれきを恐れないで 

ここを突破する作業に力を惜 

しまないこと、あきらめないこと 

が大切。 
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５ 関連するテーマ   
  ③ 幹部活動家（支部役員）を増やす 

 
 

○主任・副主任書記の第一優先課題として 

○方針構成＝意見交換の広い組織から 

 「役員となることが、その組合員の自己実現とな
る仕掛け」が必要 

○新役員を獲得するための手立ての例 

 新春の一泊役員会議で支部方針に参加 

 後継者対策部・青年部・書記局合同合宿 

 本部大会などに後継者世代の参加 

 
34 



５ 関連するテーマ   
  ④ 危機を回避する手立てを打つ を習慣に 

 
 

○書記・職員の補充 

 平時から半年１・２年先を考えて補充の流れを 

○ミスが起きたとき ３つの対策と一つのセオリー 

 ①事態の対処、②ミスの影響（ミスつながり）を
断ち切る手立て、③同様のミスの再発防止策 

 集団的な対応（抱え込ませない）がセオリー 

○役員・組合員のサインを考える 

 「いつもと違う一言」は聞いていませんか？ 
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おわりにー 
◆あらゆる業務・運動は人間的な 

成長（自己実現）と結びついて 

います。 

 「働く」を「自己実現」ととらえる 

書記局運営をめざしたいと思います。 
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■自己実現 
 人間の合目的な生産活動の過程で、ある対象に働き
かけ、それを獲得しながら、人間としての豊かな自己の
能力や個性を実現させていこうとするもの。 


