（１） 第５１９号

◎各市町で「組合加入の呼びかけ」を
行っています。あなたも自治労連へ！

３つの密（密閉空間・密集場所・密接場面）を避け
感染予防対策を講じつつ、資料配布や小規模の
組合説明会を行っています。

３月 日、愛媛県公務 ど、全職場のうち ％を
員共闘会議と愛媛労連は 他律的業務と設定した。
連名で愛媛県と県教育委 〔人材確保〕民間や他の
員会へ要請を行いました。 公務職場との併願が多く
県公務員共闘会議からは 厳しい状況だが、応募者
加藤議長ほか４人が参加、 数はここ数年変わってい
県は総務部管理局長ら５ ない。就職説明会、内定
人が対応しました。
後に知事による採用者へ
〔給与〕国人勧をふまえ の激励などを行い、辞退
た県人事委員会勧告を基 率は１割を切っている。
本としている。〔他律的 〔ハラスメント〕パワハ
業務〕議会・予算・折衝・ ラは管理職に向けた研修
選挙・防災・イベントな を実施し、さらに管理職
が部下に研修を行う。Ｒ
２年６月からパワハラ防
止体制を取る。セクハラ
は防止要綱周知、セルフ
チェックリストを全庁職
員・県議にも配布など、
防止対策を取っている。
マタハラの相談体制も整
えている。加害者には厳
正に対応。部下からの管

理職評価のしくみもあり、
ハラスメントの情報があ
れば確認している。〔定
年年齢引上げ・再任用〕
定年については国や他県
の状況を注視する。再任
用の給与改定が昨年勧告
でなかったのは疑問に思
うが、処遇が「低すぎる」
などの意見は人事課には
入っていない。〔会計年
度任用職員制度〕組合と
も交渉し、検討した上で
制度設計した。不利益が
生じない適切な労働条件
は確保したと考えている。
〔新型肺炎対応〕県人事
委員会が国同様の対応を
通知。子の保育のための
特別休暇取得者はいるが
子どもを預かってもらえ
ない日だけなど取得の実
績は限定的だ。

35

を出しているので国公準
拠で対応してほしい（３
／ 総務省通知に要請反
映）」さらに総務省は
「新型コロナウイルス関
連経費については、特別
交付税措置が検討される
と聞いている。これに間
に合わなければ次年度予
算に措置が入るのではな
いかと思う」と回答。自
治労連は今後も必要な支
援を行うよう関係省庁へ
要請を行っていきます。
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扱い】自治労連「ある自
治体では職員自身が感染
した場合、正規職員は病
気休暇で、非常勤職員は
年休を使うよう通知され
ていると聞く。また非常
勤職員の休暇が無給とい
うことでは生活を維持で
きない。有給で取り扱う
よう求める。改めて運用
について通知を出してほ
しい」。総務省「出勤困
難休暇の取り扱いについ
ては、これまで２回通知

自治労連本部は３月
日、総務省に対して新型
コロナウイルス感染症対
応に係る緊急要請書を提
出しました。【休暇取り
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【５月】
１ 第91回メーデー
３ 愛媛憲法集会（中止）
９ 県本部拡大執行委員会・
単組代表者会議
15 自治労連中央委員会
（愛知～16）
16 こんな地域職場つくりた
い運動交流集会（愛知～17）
19 四国ブロック幹事会
23 自治労連中央労働学校
（本部～25）
県本部医療評議会幹事会
青プロ四国第６回実行委
員会（四国中央）
24 平和行進香川から引継ぎ
30 県本部野球大会（西条）
31 四国将棋大会（香川）

青年部や女性部があって、
めっちゃ楽しい活動して
ます。交流会もあって、
楽しいよ！

第 ５１９ 号
組合に入って『人とのつながり』
ができた。仕事の悩みや相談も
つながりがあると、課を越えて
気軽にできる！

程
日

【４月】
12 県本部拡大執行委員会・
単組代表者会議（県本部）
18 青プロ第３回全国実行委
員会（本部）
23 東予総支部代表者会議
25 青プロ四国第５回実行委
員会（高知）

組合員しか
入れない
『自治労連共済』が
あります。
充実した保障内容で
掛金は安く、
おすすめです！

組合の良い点は『交流』と
『数の力』。職場を超えて
幅広く職員と交流できるし、
職場改善も１人では困難でも
組合でなら交渉できます。

新年度スタートとなる する全職員に市職労情報 は組合説明会を実施。青
４月１日、新居浜市職労、 を配布。今治市労連は、 年部が「職場懇談会を通
西条市職労、今治市労連 組合情報と県本部青年部 じて職場の声を吸い上げ
の雨の中「早朝宣伝」を 作成パンフを全職員に配 要求しています。地域ボ
皮切りに新年度の活動が 布し組合の必要性を伝え、 ランティアなどの活動で
スタートしました。
加入を呼びかけました。 地域とつながりをつくっ
新居浜市職労では、新
４月２日、西予市職労 ています」と活動を紹介。
採職員に情報を手渡し は職場で新採職員１人ひ ２年目職員から「組合加 労組執行委員会では、感
「労働組合があるのでぜ とりに青年部長が中心と 入して良かったこと」も 染拡大防止に留意しなが
ひ加入してください」と なって組合加入を個別に 伝え５人が加入しました。 ら、個別に少人数での組
声をかけながら手渡しま よびかけ、さっそく２人
新居浜市職労は少人数 合説明会にとりくむこと
した。西条市職労では、 が加入しました。
での組合説明会を４月６ を確認しました。
執行委員 人以上が参加
４月３日、伊予市職労 日から２週間かけて実施。
４月６日の宇和島病院
し、出入口３カ所で出勤
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組合は、賃金や休暇の改善、
人員増にとりくんでいます。
その実現のため多くの仲間、
あなたのチカラが必要です！

２０２０年 ４月１５日
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（２）第５１９号

をたくさん用
からスタート。続いて各
単組の組合説明会の実施
にむけ、重要なポイント

の実践シミュレーション

と対話テクニック、事前
準備などをアドバイス。

開催し７単組 人が参加。 最後に「『あなたのチカ
石井組織拡大強化推進委 ラが必要です』と伝えよ

伊予市職労は２月 日、 者はどれを選ぶかかなり
「 年度保育部実技研修 迷っている様子でした。
西岡先生のご指導のもと、
真剣な表情で木枠の中に
員が「あの一言でハート
をつかめ『これならでき
る！新入職員１００％加

たと思う！」と、みんな
笑顔で喜んでいました。

入』」で講義。はじめに、 て、組合加入につながる
石井講師を新採職員に見 きっかけをつくろう」と
話しました。

狩りを楽しみ、３／ ま
でに１９２人が参加しま
した。「新型コロナウイ

員の家族同士や職場の友
達等のグループでいちご

載はあるが『大卒』はな
い。運用を確認し記載を
求める要求を」と報告。

規則では看護師に『短大
卒』『専門学校卒』の記

４月６日、執行委員会を
開催し７人が参加。要求
課題では「初任給格付が

市立宇和島病院労組は

祝いの記念品を準備して
は」など様々なアイデア
が出され、呼びかけ期間

職員は少人数で加入呼び
かけを行っては」「採用

えない」「執行委員のい
る職場はそれぞれが対応、
対応できない職場の新採

と提案。執行委員から
「個別対応とならざるを

立て、参加者に組合加入

「感染防止の観点から例

ベートの時間を大切に、 ルス」対応等で忙しいな
おいしいイチゴを食べて、 か、また感染防止対策も

新居浜市職労は婦人部
恒例の「いちご狩り」を
「家族・友達とのプライ

含め、いろいろな気遣い
もしながらの参加となっ
ていますが、組合員さん

を５月中旬に設定し準備
することを確認しました。

年のような説明会は困難。
代替方法を検討したい」

心身ともにリフレッシュ
しよう！」をテーマに今
年も実施中。毎年好評の

新採職員への組合説明に
ついて大下委員長から

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
４月から変わるある１年くぎり名に
して下さい。

○○○○○○難聴

④議論や討論の題目

⑦テレビを見るにはこれがないと困る

■５１７号のパズルの答
えは「マンヨウシュウ」
（万葉集）でした。正解
は 通でした。正解者の
なかから５人の方に図書
カードを進呈いたします。
（敬称略）

予）
条）
山）
予）
予）

【応募方法】パズルの解
答、氏名、住所、単組名
を忘れずに。また、余白
に紙面の感想、職場や家
庭での出来事などをお書
きください。正解者のな
かから５人の方に図書カー
ドを進呈いたします。
【送り先】自治労連愛媛
県本部パズル係 〒７９
０‐０００３ 松山市三
番町８丁目 ‐２（ＦＡ
Ｘ、メールも可 １面題
字下に記載）
【締切り】５月 日【発
表】５２１号（６月号）

岡本 文英（伊
矢野 佳代（西
貝崎美都志（松
篠原 紀代（伊
三好美智子（西
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の組合に、仲間増やしに
は教宣が重要、声掛けす

３Ｋ（暗い・かたい・ク
ドい）から３Ｔ（楽しい・
ためになる・助け合い）

時休業。今までに経験の ます。コロナの影響で外
ない事態に驚いています。 出もなかなかできず、や

■新型コロナで学校は臨

きもきしますが、工作や
お菓子作りと家での生活
を楽しむようになりまし

（宇和島・青木）
■我が家には男児が３人
（小３・年中・年少）い

し、立ち向かわなければ
ならないと感じます。

りあまるパワーに負けそ
うです。

りをお手伝いすることが
あります。子ども達のあ

（今治一般・越智）
■コロナ騒動で仕事にも
変化があり、児童の見守

くコロナが終息をするこ
とを願っています。

ココロユニオン（内子 「看護師を保育士配置基
町社協労組）は３月 日、 準上の職員とみなす条件

対応等で非常に助かって
いる。可能であれば各園
に配置を」との要望に
３月８日「愛媛労連青
年部青年春闘交流集会」

マスクが手に入らない状
況にとても困惑していま
す。早くこのウイルスが
もあるが、現状では満た
されておらず、費用面も
含め検討したい」と回答。

こもりがちでしたが、み
んなでパズルを解いて盛

公民館の文化祭が中止に。 り上がりました。思いが
楽しみにしていた方々も けず楽しい時間でした。
（松山・貝崎）
おられると思います。早

（伊予・篠原）
■今年は始まって以来、

た。お手伝いも上手にな ■コロナウイルス拡散防
りとても助かっています。 止のため、子どもと家に

（西条・矢野）

る人を増やすなど多くの
話が出ました。初参加の
青年から「こう言う話は

組織

に８人が参加。全労連の
青年部担当井之上亮さん
が「青年を集めて組織拡

出題者 堀川孝行

単組要求書にもとづく事
務折衝を単組役員７人の
参加で実施。賃金改善で

⑥消化管などの内壁の常に粘液で湿っている

消滅しますように。
（西条・難波江）

⑤姉⇔○○○○

なかなか教えてもらえな
い。感銘を受けた」と感

など

大しよう」をテーマに講
演。「組織強化なく組織

③（オリンピック）○○火リレー

は事務局長から「昇給は 調理職場からは「調理師
町に準じて原則４号昇給。 免許の取得について費用

②漫画家。代表作に「ベルサイユのばら」

■新型コロナの影響でオ
リンピックが中止に。こ

①乱れた様子。○○○○○○な答弁

想が出され大変好評でし
た。最後に愛媛労連青年

【タテのカギ】

拡大は困難、組織なくし
て運動は不可能、組織拡

⑨言わなくてもいいのに。言うに○○○○

の助成を」「アレルギー
食など覚えるべき項目が

⑧子どものために作られた歌、わらべ唄

格付けも将来的に主任、
保育士とも引上げを検討

ている園ではアレルギー

①「精神的・心理的な原因による」こと。

おたより
ありがとう

【ヨコのカギ】

れによる経済への打撃は
計り知れないでしょう。
今こそ労働者が一致団結
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大は組織の問題をすべて 部の情勢と行動提起を決
解決する」と冒頭話され、 定し春闘のとりくみを確
組合員と日常的に会い対 認しました。

話する重要性、労働組合

にリフレッシュしてもらっ
ています。

各自が申し込み、参加費
を補助する方法で、組合

う。やらない・できない
は避け、どんどん呼びか
け、やれることをやりきっ

タイルを張り付け、目地
を塗るなどの作業をし、
作品が完成すると「素敵

12

意してもらい、
豊富なタイル
を前に、参加
３月 日、県本部で
「組合加入実践講座」を

14

この企画、今年は団体予
約ができなかったため、

六角形や葉っぱなどの種
類のかわいらしいタイル

作り』にとりくみました。 ～☆」「かわいい～」
今回は特別に、丸や四角、 「なかなかイイのができ

岡建材（株）ｍｏｎｏｎ
ｉｍｏの西岡統子さんを
招き『タイルコースター

会」を行い、非組合員も
含めのべ 人が参加。西
33

多々あるので４月採用の
１カ月前倒しを」などの
要望を伝えました。

27

19

したい思いはある」と回
答。人員増について組合
から「看護師が配置され

10

25

12
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