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（1）キャッシュバックプレゼント

〔対象者〕組合新規加入者（本人のみ）

…１単組年間10万円上限（１回あたり５万円上限）

…１単組年間５万円上限（福引キャンペーン・誕生日カード
など）

（7）県本部大会・部評部会・スポーツ大会補助

た。はじめに原爆と戦争 たが、「若い世代の平和
の犠牲者を追悼し黙祷。 への願い」と「被爆体験
今井平和行進県実行委員 の継承」として稲葉愛媛
長があいさつ。「核兵器 労連青年部事務局長が思
禁止条約の発効は カ国 いを語り、被爆体験を朗
の批准が必要だが、昨日 読。稲葉さんは「私たち
までに カ国が批准しあ は被爆体験を聞くだけで
と７カ国となった。また なく継承しなければなら
被爆者の方も高齢となり、 ない。今『平和の波』に
被爆体験や平和の思いを とりくんでいる。私たち
引き継ぐ必要がある。平 が平和を引き継ぐ、その
和行進やこの『つどい』 決意を表明したい」など
も毎年実施しており海外 発言。記念撮影をし海外
との交流も広がった。継 への発送作業を行いまし
続が力になっている」な た。今年はスペイン・ノ
どあいさつ。渡部県平和 ルウェー・韓国の３カ国
行進事務局長が今年の平 の平和活動団体へ贈り、
和行進の状況を報告。今 これまでを合計すると
年はコロナ禍で被爆者を カ国 団体４９４万１千
招くことはしませんでし 羽に達します。

（2）セット共済掛金プレゼント
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（6）単組の独自事業補助

43

（3）加入促進奨励金
（4）退職者の共済継続補助
（5）単組しゃべり場補助
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89
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程
日

【８月】
21 書記部会定期総会（web）
22 県本部拡大執行委員会
自治労連共済実務研修会
非正規公共評幹事会
自治労連保育部会定期大
会（web）
25 津島吉田病院局労組執行
委員会
29 自治労連現業評議会定期
大会・女性部定期大会・非
正規公共定期大会（web）
30 自治労連青年部定期大会
（web）
【９月】
５ 愛媛労連定期大会
（共済会館）
青年部幹事会
自治労連都市職部会定期
大会・町村職部会定期大会
（web）
10 四国Ｂ幹事会（四国中央）
19 県本部拡大執行委員会
県本部現業評議会幹事会
中予総支部定期総会
20 自治労連医療部会定期大
会（web）

８月７日「『平和の使
者』千羽鶴を海外へ送る
つどい」が開かれ、 人
７月 日、県本部「第 回定期大会」
が参加。県内から集めら
に 単組 人（＋来賓・争議団６人）が
れた千羽鶴約 万３千羽
参加。今年は新型コロナ対策として、消
を海外３カ国へ贈りまし
毒液・飛沫防止アクリル板設置、マイク
随時消毒、常時換気、ソーシャルディス
タンスなど対策を講じ開催。 人の発言・ している。「活動の基本 育ててもらい、お金で買
意見を受け、全ての報告・議案を採択、 は対話」で進める。【自 えないものを職場や組合
新役員を選出しました。（※発言抜粋）
治体一般】会計年度職員 員に提供している。組合
の組織化を重視し全県で についてみんなで語り、
【西条】新採７割が加入 拡大にとりくむ。【青年 活動を発展させたい。
し組合員の３分の１が青 部】単組の青年部活動を 【新居浜水道】土木技術
年。青年部の活発な活動 援助していきたい。「青 職の応募が少なかったが、
を促し、入ってよかった プロ」延期を準備期間が 粘り強い要求で新採２人
組合にしたい。【宇和島 延びたと考え、成功へと と職務経験者をさらに２
病院】２交代制導入・労 りくみたい。【内子】新 人増員できた。【今治水
働時間管理に組合意見反 型コロナ禍で商店街への 道】役員の世代交代で若
映させ、改善させていく。 寄付を実施。【大洲】会 手と先輩が協力して組合
【現業】行政の責任を果 計年度任用職員の要求・ 活動に良い影響が出てい
たせの声を届け、正規採 交渉で、改善をめざす。 る。【周桑病院】コロナ
用実現にとりくむ。【新 【宇和島】労働時間管理 対策は少し緩和された。
居浜】住居手当改定を職 の適正化が課題。マスク 就業規則にあいまいなと
場の声集め、交渉し見送 を購入し組合員に配布。 ころがあり改正させたい。
らせたのは成果。育休正 南予は復興も途上、今年 【東温】初任給を県に合
規代替も引き続き重点と の豪雨災害に心が痛む。 わせて改善の回答。【共
してとりくむ。【伊予】 【津島吉田病】吉田病院 済議員】自治労連が議員
職場懇談会を重視。業務 充実の住民署名約４千筆 代表になった。今年が選
や住民要求の複雑化・多 を市長に手渡し。公的病 挙の年であり、協力をお
様化で職場要求も複雑化 院再編リストから吉田病 願いしたい。【保育部会】
院が外れ独自再編計画進 募集しても保育士が集ま
められる。組合で災害支 らない状況がある。【女
援物資を集め、愛媛労連 性部】平和行進や千羽鶴
に熊本へ届けてもらった。 のつどいなどの平和のと
【西予】新型コロナ影響 りくみ、毎月フラワーデ
を職場アンケートで集め、 モ開催、ジェンダー４署
危険手当２月遡及支給や 名に力を入れている。
職員への配慮など実現さ 【四国中央】分散勤務に
せた。【非正規公共】来 対し単組要求を提出し改
年２月に愛媛で「非正規 善させた。会計年度任用
全国集会」を行う。【今 職員の声も集め要求書を
治】自分は組合の先輩に 提出した。
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〔対象者〕組合員でかつ共済新規加入者
（本人のみ）

８月２０日
２０２０年
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次の「要求の《視点＝ものさし》」で、要求の確信を深め、実現をめざします。
① 賃金給与・権利、人員・健康・働きがいを、住民のために仕事ができる職場につなげる要求
② 労働者の健康や権利を守り、憲法や労働法令・職場民主主義が守られる職場につなげる要求
③ すべての労働者・住民の生活改善で、景気回復・地域活性化・自治体の将来につなげる要求
次の「３つの活動」を軸に、すべての単組が自治労連運動をすすめます。
① 職場の悩み・課題・改善要望など組合員一人一人の「声」を集め、職場要求に基づく「要求書提出」を、職場改善に
むけた「労働組合の基礎活動」と位置づけ、すべての単組での実践を目指します。
②「定期的な情報発信」で労働組合の活動状況を職場に返すことを「労働組合の役割」とし、役割を発揮するため、
定期大会や執行委員会などの機関会議の定例開催で活動の活性化を図ります。
③ 職場の要求活動・日常活動とあわせ、自治研活動や共済活動をとおして組織拡大をすすめ、地域や全国のなかまと
一致する要求で、「職場づくり」「仲間づくり」「地域づくり」をすすめます。

（２）第５２３号

西条市職労は７月 日
定期大会を開催し代議員
等 人＋委任状 の参加
がありました。はじめに
山内委員長から「今年の
新採職員の約７割が組合
に加入してくれた。しか
し目標の１００％加入に
は届かず、来年は達成し
たい。県本部運動方針の
『３つの原点』要求活動・

職場づくり・仲間づくり
と『循環型運動』を西条
市職労の運動にも取り入
れ組合活動をさらに推進
したい」とあいさつ。経
過報告では要求活動の到
達点、活動交流を報告。
活動方針では、運動強化
へ西条・東予・丹原の旧
３単組の運動を継承しつ
つ組合活動の包括的見直
しと財政強化の専門部を
立ち上げ改善にとりくむ
などが提案され、全会一
致で採択されました。
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今治市職は７月 日、
執行委員会を開催し 人
が参加。佐々木委員長よ
り「県本部の組織拡大学
習会に参加して学んだこ
とをいかし、今年の組合
説明会は呼びかけ方法の
工夫をしてみた。これま
で以上に熱が伝わったよ
うで、一般職が５人加入

した」と報告。説明会に
参加した執行委員からも
「これまでは加入呼びか
けの『もう一押し』に遠
慮があったが、自信を持っ
て呼びかけられたことが
結果につながった」など
感想もありました。その
他、団体交渉に向けての
準備、組織拡大ではアン
ケートでの実態調査とあ
わせて組合加入を呼びか
けることを確認しました。
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堀川孝行

すが、家では夏野菜たっ
ぷりで安物…のハムで具
沢山でも一人前の値段で
家族中が食べれます！家
庭料理バンザーイ！主婦
の力も中々のものです！
（西条・日野）
■職場の近くにある、い
つ行っても満席のラーメ
ン屋さん。オープンして
数年後経つけどまだ食べ
に行けていません。しか
も家族で私だけ未体験
（ ）…冷やし中華あま
り関係ありませんが（笑）
（西予・山里）
■パズルの回答をしてい

【タテのカギ】

■５２１号のパズルの答
えは「ヒヤシチュウカ」
（冷やし中華）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）

【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】９月 日【発
表】５２５号（ 月号）

田村
淳（新 居 浜）
日野 明美（西
条）
篠原 紀代（伊
予）
山里敬一郎（西
予）
筒井芙美香（新 居 浜）
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マス目を埋め、二重枠の８文字で、
日本中世に瀬戸内海で活動した…
にして下さい。

①問題にならないこと。論外
④陶器と磁器
⑦洋服の首回りに沿ってくりこむ襟の線。
ネックライン
⑧網を編むこと。また編む人。
⑨取る方法

おたより
ありがとう

【ヨコのカギ】

■コロナが少し落ち着い
たと安心する間もなく大
雨で大変な地域が出てい
ます。きびしい現実にな
んとかふんばってほしい
です。
（西条・矢野）
■冷やし中華、美味しい
ですよね。我が家の夏の
定番、孫が大好きで 良
く 土曜日のお昼とかに
作ってます。お店で食べ
ると 結構なお値段しま

①（英語）社会的責任を一時的に免除・
猶予されている青年期
②（英語）要約すること。○○○○○○版
③大○○、小○○、ナイア○○
⑤井上ひさしの長編小説「○○○○人」
⑥エスプレッソなどのコーヒーの専門知識と
技術を持って給仕をする人

!?
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組定期大会で新委員長と
なった。単組設立 周年
記念プレゼントを検討中」
【宇和島病院】「介護職
南予総支部は８月７日、 員向けの慰労金の早期支
２０２０年度総会を開催 給へ協議進めたい」【津
し 人が参加。直近の活 島吉田病】など、各単組
動報告では、「単組定期 の世代交代が進んでいる
総会を急きょ書面開催と 報告があり、次年度の活
した」【内子】「７月
動方針と予算が全会一致
日夏季要求書を提出」 で承認されました。総会
【西予】「７月単組定期 終了後は会場を移し、い
大会にて執行委員長を交 つもより間隔をあけて懇
代」【宇和島】「７月単 親会を行いました。
10

内各園でどのように対応
しているか情報交流して
はどうか？」との意見に
対し、職場での感染防止
対策などを議論してもら
い、出された意見を市町
担当課との懇談、県保育
担当課要請に反映するこ
とを確認しました。職場
交流では「新型コロナウ
イルスの影響で行事が中
止。採用応募者が減って
いる」「参観日・プール・
運動会は実施方法を工夫
して各園でどうするか検
討している」などの意見
が出されました。

るのは６月末、まだジメ
ジメしている時期。冷や
し中華を食べたくなって
きましたが馴染みの店は
梅雨明け後に「冷やし中
華始めました」のチラシ
が張り出されます。食べ
られるのはもう少し先か
な…それまで、我慢我慢。
（新居浜・大坪）
■今治市でコロナ感染者
が発生した時、短時間で
ＳＮＳであらいざらい拡
散されました。パソコン
もスマートフォンも使い
方を考えさせられました。
（今治一般・越智）
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職の人員不足が技術継承
に影響」「給食調理場の
大規模センター化計画が
浮上」などの職場課題の
発言に対し、藤田委員長
は「職員不足による仕事
への影響がどの職場から
も出された。職場の危機
的状況を当局に伝え要求
課題へ対応していきたい」
と答弁。次年度方針案は
全会一致で可決。大会終
了後には 年間委員長を
務めた高橋元委員長へ記
念品が贈られました。
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県本部保育部会は８月
２日幹事会を行い、６単
組８人が参加。活動報告
の後、「自治体保育担当
課懇談」「県子育て支援
課要請懇談」「地方自治
研究愛媛県集会（保育分
科会）」について協議。
保育分科会では「保育職
場は密を避けにくい職場
であり新型コロナウイル
ス対策（換気、消毒、行
事開催など）について県

10

67

新居浜市職労は８月４
日定期大会を開催し 人
が参加。経過報告の後、
次年度の運動として「人
員問題」「会計年度任用
職員」「育休代替の正規
配置」など方針が示され
ました。代議員から「賃
金学習会を実施」「コロ
ナ禍で仕事と家庭の両立
について考えた」「技術

を報告し、活動方針とし
て「単組を超えた青年の
交流」「 月県自治研青
年講座」「青プロ四国」
「反核へんろ」などを提
案。各単組から発言があ
り、議案を全会一致で採
択。役員選出を行い、新
部長となった坂東さんが
「初めてでわからないこ
とも多いですががんばり
ます。バックアップお願
いします」と決意表明。
「団結がんばろう」で大
会を締めました。
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11

出題者

47

県本部青年部は７月
日、新型コロナ感染防止
対策を取りながら、定期
大会を開催し、６単組
人が参加。力石部長は
「本日、参加人数を限定
し大会が開催できた。
『青プロ』などイベント
が中止になったが、議論
を深め活動していきたい」
などあいさつ。活動経過
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８月２０日
２０２０年
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