（１） 第５３１号
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入し一緒にがんばってい
きましょう」とあいさつ。
続いて、市職労作成のＤ
ＶＤを見て、八塚青年部
長が「青年部に皆さんが
加わり、一緒に活動でき
ることを心から楽しみに
３月 日、愛媛県公務 メント】昨年６月「パワ
しています」と加入を訴 員共闘会議（自治労連・ ハラ防止等要綱」の規定
えました。職場から説明 県教組・県国公）と愛媛 を整備、全てのハラスメ
会場に一緒に来た先輩組 労連は県教育委員会・県 ントに対応する相談員計
合員のアドバイスもあり、 知事へ要請を実施。公務
人を男女ほぼ同数で配
参加していた新採職員が 員共闘側は４人が参加。 置。相談者は希望の人を
その場で加入しました。 県は総務管理局長含め４ 指名できる。【独自賃金
今後は個別に職場で呼び 人が対応。（回答抜粋・ カット】現時点でその状
かけを継続し、新採職員 文責公務員共闘）【人事 況にないと確認したが、
全員加入をめざします。 評価】適宜制度は見直す。 この状況が続けばわから
評価成績の低い職員への ない。【現業正規補充】
結果開示はモチベーショ 原則退職不補充だが、総
ン低下の懸念もあり直ち 合的に確認し必要な要望
に開示の考えはない。 をする形は否定しない。
【他律的業務】全ての課 【両立支援】治療と仕事
ＶＤ上映後、久保委員長
の ％で他律的部署を設 の両立では、各職場で健
の加入呼びかけに続いて、
定。【テレワーク】実績 康問題を抱える職員に可
参加者の自己紹介があり、
は多くないが、ノートＰ 能な範囲で必要な配慮を
木曽副委員長が組合の説
Ｃを３００台用意。モバ 行う。障がいのある職員
明と自治労連共済のプレ
今治市職は４月６日か イル端末として庁内ＬＡ には合理的配慮として時
ゼントを案内。役員より ら「組合説明会」を昼休 Ｎにアクセスできる。電 差出勤制度、障がいに起
「加入用紙の記入」を促 みと夕方に分け 日まで 源つながず使うため費用 因する傷病の定期通院に
し「わからないことは隣 実施。佐々木委員長から は発生しない。【ハラス 係る病気休暇は取得日数
の先輩に聞いてください」 「公務職場での組合の必
を通算しないと運用で決
と伝えました。今年の新 要性」などを交えあいさ
定。【会計年度任用職員】
採職員全員から組合加入 つ、西原書記長が手作り
コロナに関係なく会計年
届が出されました。
度任用職員への応募はか
のフリップによる「組合
なり増えている。【コロ
説明」と「組合説明会後
に使える仕事のコツ」と
ナ対応】会計年度任用職
員が罹患した場合には有
題して、自分の経験談を
交え参加者に組合の説明
給の特別休暇が付与され
る他、職場等閉鎖時にも
を行いました。新採職員
の自己紹介の後、県本部
基本的に在宅勤務等で対
作成ＤＶＤを上映し、
応し、特段の不利益はな
『組合の役割』を強調し、
い。
組合加入を訴えたところ、
西原書記長と同じ職場の し、新採職員の組合加入 談。「新採部署一覧表」
新採職員がさっそく加入 の進め方を協議。初任者 を組合でリスト化し、部
してくれました。
研修が終わり病棟に配置 署ごとの役員割り当て、
宇和島病院労組は４月 される４月 ・ ・ 日 説明会の方法・日程等を
５日、執行委員会を開催 に組合説明会の開催を相 確認しました。
西条市職労は４月５日
夕方に「組合説明会」を
開催し、今年度採用職員
人が参加。はじめに、
山内委員長が「組合に加
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日
た役員が、同じ職場となっ
た先輩組合員と一緒に昼
休みを利用しグッズも持
参して直接訪問。先輩２
人が声かけそ、すぐに組
合加入届を記入、共済プ
レゼントも受け取っても
らいました。６日には柿
原委員長・上甲書記長が
新居浜市職労・新居浜 声かけし対象者全員から
水道労組は４月１日、新 加入表明がありました。
採職員研修終了後、組合
説明会を開催。藤田委員
長が力強く加入を訴え、
新採加入グッズの一連の
資料に、新居浜市独自プ
レゼント「印鑑セット」
を自治労連の手提げ袋に
詰めて配布。説明会終了
後、さっそく加入届が出
宇和島市職は４月１日
されました。
新採職員への加入呼びか
けをスタート。勧誘グッ
ズとして「共済グッズ」
「単組独自チラシ」「お
菓子」とあわせて「マス
ク１箱」を進呈すること
を決めて準備し、勤務開
始とともに単組役員と書
記が手分けして各課の新
西予市職労は４月１日、 採職員の席にグッズの入っ
新年度のキックオフに合 た袋を配布しました。
伊予市職労は４月５日
わせ、新規採用職員へ組
合加入の勧誘を開始。事 昼休みに「組合説明会」
前リサーチで割り振られ を開催。県本部作成のＤ

【４月】
17 県本部拡大執行委員会
・単組代表者会議
四国ブロック青年部常任
委員会・青プロ四国実行委
員会（四国中央）
21 南予総支部代表者会議
23 自治労連中央委員会
28 東予総支部代表者会議
【５月】
１ 第92回メーデー
３ 愛媛憲法集会
15 県本部拡大執行委員会
・単組代表者会議
こんな地域と職場をつく
りたい運動全国集会（web）
20 中央行動
22 自治労連中央労働学校
（東京～23）
26 四国ブロック幹事会
（四国中央）
【６月】
６ 平和行進高知から引継ぎ
11 自治労連全国書記学習交
流集会（web）
12 県本部拡大執行委員会・
単組代表者会議
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第 ５３１ 号
■４／１（写真左から）【新居浜市職労】【西条市職労】【今治市労連】が「早朝宣伝」を実施。今後、組合説明会や歓迎会な
ども予定しており、新採職員のみなさんに自治労連加入を全県で呼びかけています。
＜メッセージ＞コロナ禍で不安なことも多いと思いますが、職場には頼れる先輩がたくさんいます。また先輩や職場だけでは解
決できない人員、賃金、休暇などの問題については、頼れる自治労連の組合がありますのでぜひ加入してください。良い職場環
境をつくることが良い仕事につながり、ひいてはより良い市町をつくることになります。若い皆さんの力を貸してください！
自治労連には、自分たちの切実な
思いや要望を言える場所があります。
願いや要求を実現するために、みん
なで要求・行動・交渉していくこと
が大切です。そのためには、職員一
人ひとりのチカラが必要です！みん
なで組合に加入し、働きやすい職場
をめざしましょう。

（２）第５３１号

伊予市職労は３月 日
「新規採用職員歓迎懇談
同士で昼食を一緒にとる 執行委員会を開催し８人
など積極的な交流があり、 が参加。はじめに、要求
に向けたとりくみは置き
去りで、参加執行委員か
ら「保育士不足の解決に

緩和されるなど、保育士
の待遇改善や保育士確保

６人が参加。職場の要求
課題について協議し、職

合い、組織拡大では社協
全体での組合加入にとり
くむことを確認しました。

外手当や労働時間の学習
を進め、組合の活動を通
じて職場での組織拡大を
行うと確認しました。執
行委員から「人員不足が
深刻。新しい人が来ても

求したい」などの意見が
出され、今後の執行委員
会の開催の定例化を確認。

場での勤務時間管理が出 続かない。人が定着する
勤簿への押印のみであり、 よう改善できる部分は要
改善に向け、組合として
組合員に職場での出退勤
時間の記録をお願いし、

最後に、今年度定年退職
の元執行委員長の豊田さ

⑤○○○○薬、○○○○不足、○○○○グ

■５２９号のパズルの答
えは「カクテイシンコク」
（確定申告）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】５月 日【発
表】５３３号（６月号）

上本 真由（伊
予）
白石
聡（今
治）
小林 弘樹（津島吉田）
竹本 明人（西
予）
武智
徹（東
温）
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マス目を埋め、二重枠の９文字で、
ある四字熟語にして下さい。

③水多めで米を軟らかく煮たもの。病気時に

⑥横浜市周辺に多くみられるラーメン店の

出題者 堀川孝行

味付け

伊方原発いらない！３・
愛媛集会＆デモ」が行

となる３月 日夕方、松
山市の坊っちゃん広場で
「福島をくり返さない！

心に刻み、何よりも命を
大切にして歩んでいきま

く求める。『３・ 』を
『原発ゼロを願う日』と

集会の最後に「伊方原発
３号機の廃炉と再生可能
エネルギーへの転換を強

りそうですが、日本の注
射器では、ワクチン一本

のニュースが毎日続きま
す。ワクチン投与も始ま

あと体重も増えました。
（今治・白石）
■愛媛にも、コロナ感染

■飲みや出かけることが

われ、約 人が参加。開
会にあたり須藤昭男さん

に対して一人分少なくな
るとか…なかなか、うま
いこと行きませんね。旅

らずいつになったら前に
戻るのか不安な気持ちが
大きいですが、来年の春

車で夜桜を見にいきまし
た。コロナの勢いが止ま

■「ポイ活」にハマって
ます！
（西予・井上）

毎日弁当作り頑張るぞ！
（伊予・上本）

（愛南・猪野）
（松山・貝崎）
■今年はお花見を我慢し、 ■春から高校生の息子。

には気兼ねなくお花見が
できる事を祈る日々です。

②調理・洗濯など、家事を代わって行うこと

行や食事など、気にせず
いけるようになったらと

ネートを行う職業

（西予・菊地）
■妹の引越しに駆り出さ
れました。このご時世だ

①テレビや映画、雑誌などで演者のコーディ

楽しいことを考えて過ご
しています。もう少し！
（新居浜社協・久保田）

【タテのカギ】
は共存できない。原発は
すべてなくすべきだ」な
どあいさつ。発言では、

⑨ベートーベンの交響曲第５番。日本では

から仕方ないですが、マ
スクをつけての作業はや

⑧吸い込むこと。○○○○口

愛媛労連の今井正夫議長 減ったのに、通販生活で ■海や山など、きれいな
が決意表明を行いました。 出費がむしろ増えました。 景色の写真を撮っていま

時間外勤務や手当支給の
額などを調査することと

⑦ほかの言い方に改める。言い直す

はりきついですね。早く
コロナどっかいかないか
なと思うばかりです。

んに花束を贈りました。

何一つ残っていないこと

おたより
ありがとう

④古代の四大文明の一つ。○○○○文明

す。暖かくなってきたの
で、花のある景色を撮る
のが楽しみです。

しました。あわせて時間

東日本大震災から 年

①からっぽで中身が何も無い。

のこと」「仕事で感じた
ことや困ったこと」につ
いて話し合いました。入
庁から１年が経ち、ある

予想を超えて盛り上がり、 アンケート結果から職場
話が尽きませんでした。 要求や課題などを分析し
「新採職員の懇談会」は て結果を「組合ニュース」

して「無資格者の勤務は
週 時間以下」の条件が

会」を開催し、 年度新
採職員と青年部・役員が

で職場に返すことを確認。 ならない」「保育の質は
また政府の「新子育て安 どうなる」など意見が出

ココロユニオン（内子
社協労組）は３月 日、

集まり、職場懇談会の新
規採用職員版をイメージ
して懇談会を開催。自己
今年度も職場で落ち着い
た時期を見て、実施した

程度会話が弾むと想定し
ていましたが、新採職員

紹介の後、各テーマ「志
望の動機、試験の感想」
いと思います。

「これまで要求してきた
手当や処遇の改善が図ら

されました。今後のとり
くみとして６月定期大会
開催や新役員案など話し

「所属部署や希望の部署

組合資料と歓迎メッセー
ジを添えたもの、組合で
購入したマスクを新採職

いか」など様々な意見や
アイデアが出されました。 周桑病院労組は３月
自治労連本部が提起して 日、執行委員会を開催し

員に１人１箱プレゼント
宇和島市職は３月 日、 すれば喜ばれるのではな
執行委員会を開催し５人
が参加。来年度新採職員
の組合勧誘について話し
いる「こんな地域と職場
をつくりたい運動」の進

29

心プラン（新プラン）」
概要を学習。新プランで
は、保育補助者の活用と

16

合いました。宮崎委員長
が「新採職員の配置部署

図られ、医療介護部長か
らは「今後に向けて、近

手当・主任手当・管理職
員特別勤務手当の支給、
認定看護師の処遇改善が

たに救急業務手当・待機

交えた合同会議の日程調
整などを確認しました。

に対応する役員のマッチ め方の提起があり、とり
ングを図ったリストを作 くみ方を意見交換し、今
成してはどうか」と提起。 後研究者やＪＡ担当者を
執行委員からも「４／１
時点で新採職員の卓上に

西予市職労医療介護支
部は３月 日、医療介護

『西予市病院事業職員の
諸手当に関する条例』の

れた。これらが人員確保
につながり、過酷な現場

職の人員確保・負担軽減・ 隣病院との不均衡是正に
処遇改善に向けて協議し、 取り組んだつもり」、出
３月議会で改正された 席した山内副支部長らは

説明を医療介護部長・３
施設の事務長・医療対策

【ヨコのカギ】
す」などの集会宣言を採
択。市内をデモ行進し、
アピールしました。
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（伊方原発をとめる会事
務局長）は「人は原発を
制御できず、原発と人類

11
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16
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の状況が変わるようこれ
からも協議を継続してほ
しい」と話し合いました。

11

20

室長から受けました。今
改正では、宿日直手当・
夜間勤務手当の改善、新

70
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２０２１年 ４月２０日
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