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新年度となり、職場では新採職員の配置にあわせて単組執行部を中心とした組織拡大の動きが本格化しています。感染拡大による行動制
限が課せられているなかでも、こうした状況を考慮した事前準備や創意工夫のなかで拡大事例や新たな教訓が生まれています。

〔事 前 準 備〕委員長挨拶や組合説明内容文を事前に検討。「ＮＧワード」や「難解な用語」を排除し新採職員に理解されやすい内容に。
〔組合説明会〕組合加入用紙に記入するまでを説明会の範囲とし、執行部総出でマンツーマン対応により、その場での加入を強く意識。
仕事に即使える「グッズ」をプレゼントとして準備。「グッズ」活用術の説明を通して労働組合との信頼関係の構築に寄与。
〔個 別 勧 誘〕青年組合員を活用した「年齢が近い」、同じ職場の組合員立ち合いによる「職場が近い」など様々な「近い」をフル活用。

【５月】
20 中央行動
22 自治労連中央労働学校
（web～23）
24 宇和島病院労組執行委員
会
26 四国ブロック幹事会
（県本部）
自治労連地方組織賃金権
利担当者会議（web）
【６月】
６ 平和行進高知から引継ぎ
７ 県市長会・県町村会要請
懇談
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
自治労連現業評学習交流
集会＆現業労働学校（web）
19 労働安全衛生・職業病全
国交流集会（web）
20 平和行進香川へ引き継ぎ
えひめ母親大会
26 県本部女性部幹事会
地方組織・単組賃金担当
者養成講座（web）

青プロ四国は、２０２

１年プレ企画、２０２２
年本番『３つの交流』が
できるよう準備を進めて
います。

などが報告され、先行し
て今年開催のプレ企画に
ついて議論しました。６

青プロは「自治労連運
動の継承と次世代育成を

４月 日・５月９日に
「青年未来づくりプロジェ
クト（青プロ）」の四国

ロ全国実行委員会」での
全国各ブロックでの企画

あけずに訪問。組合から
加入のための資料と一緒
に文具セットを渡してい
ます。西予市職労の組合
の活動紹介、特に青年部
の活動で若い人との関わ
りができ、楽しい活動を
していることを伝えてい
ます。西予市に縁はある
けど住んでない人もいて 職場の先輩からの呼
「知り合いもいないので びかけが最も効果的
組合に入りたい」という
声があり、声をかける立 宇和島病院労組・
佐野委員長
場としてはうれしい反応
□コロナ対応病院として
でした。
□今後、新採職員への企 職場での加入呼びかけに
あたって例年と変わった
画などはありますか。
■イベント開催は難しい ことはありますか。
ですが、個人的に、西予 ■集団参加型の組合説明
市は合併後に面積が広く 会は医療職場であること
なり名前と顔が一致しな も考慮してやらない方が
い職員も多くなっていて、 無難と判断し、昨年と同
新採職員を組合の情報に 様に個別に執行委員があ
顔写真をいれて紹介した たることにしました。執
いと考えています。また 行委員がいない部署では
市ではオフィス改革が行 交友のある組合員を通じ
われており、資料整理な て、新採職員への声かけ
どのための収納小物のプ をしています。
レゼントも検討していま □コロナ対応による業務
の変化はありますか。
す。

８・９月をメドに、青プ
ロ四国プレ企画を開催で

流できるプロジェクト」
をめざしています。

のない出会いをつくり、
「職場・職種を越えて交

■忙しさは分かれます。 員が職場で加入を勧めて
コロナ対応部署は忙しい、 もらえることは大きいで
別部署では時間外が減っ す。勧誘の場で肯定的な
ているところもあります。 先輩組合員と一緒に話せ
□加入呼びかけではどん ば良い方向にいくので、
な反応がありますか。
各部署に職場代表的な役
■コロナ禍に関係なく、 割の方を配置できればと
組合に否定的な人もいま 思います。
すが、逆もあって職場の □同じように、県内の医
先輩組合員が「ぜひ加入 療機関で働く人たちに呼
して」と伝えると加入に びかけたいことは。
つながり、組合の説明会 ■さまざまな制約がある
よりも効果的です。組合 なか、医療現場ではより
厳しい行動制限が課せら
れているのではと思いま
す。先が見えない状況で
すが、それでもゴールは
あると思い、仕事にあたっ
ています。はやく以前の
ような日常になればと思
います。

きるようとりくみを進め
ます。
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目的」に「青年が自分た
ちの仕事と職場、地域と

第７・８回実行委員会を
ｗｅｂで開催し、四国４
県から 人が参加しまし
た。はじめに３月「青プ

月 日愛媛・高知の同時 社会を語り交流する企画」
開催で、各会場での青年 です。自治労連の運動は
交流企画に加えてｗｅｂ 「自分のため」だけでは
を使い各会場をつなぐ企 なく「住民のためにいい
画の開催をめざしていま 仕事って何だろう」（民
した。しかし、感染拡大 主的自治体労働者論）と
による医療ひっ迫やワク 位置づけ、歩み続けてき
チン接種業務での繁忙な ました。
『運動のバトンを受け
どの状況を鑑み、開催を
２カ月程度延期すること 取り・つなくプロジェク
としました。次回実行委 ト』として準備・企画・
員会を状況をみて開催し、 運営を通じて、かけがえ
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程
日

組織集会で得た教訓 親近感をもってもらえた 若い人たちが満足できる
から説明会の開催時 と思います。ネガティブ 職場を用意してあげたい
な言葉は使わずに加入を です。組織のあり方も変
期から議論
呼びかけました。入庁か わっていくので、みんな
伊予市職労・久保委員長 ら早い時期にスピード感 で支えあう組織にしたい
□コロナ禍でも集団説明 をもって呼びかけること と思います。
会の実施をした経緯は。 は大切だと感じています。
■昨年もこの形で実施し、 □今後、新採職員への企 「組合に入りたい」
手ごたえを感じていまし 画などはありますか。
との反応は執行委員
た。一昨年の自治労連組 ■イベントなどを企画し 長としてもうれしい
織集会で、お昼食べなが 組合への定着につなげた
らだとリラックスして話 いですが、今はできない 西予市職労・柿原委員長
しやすいなどのアドバイ ので、１・２年目職員の □コロナ禍でも個別の声
スを受け、それまでの夕 ための学習会を何回かに かけで、新採職員の加入
方開催の説明会から変更、 わけ開催する構想があり に結び付いていますが。
今の形の方がゆっくり話 ます。自治労連共済プレ ■例年でも組合への加入
せています。説明会後、 ゼントにむけ、共済説明 は個別にあたっているの
所属課の先輩や組合員か 会を持ちたいと思います。 で、その方法で今年も行
ら加入へフォローしても □職場の仲間にひと言。 いました。新採職員と同
できればみんな組合に じ職場の組合員に、時間
らうことも決めていて、
結果的に新採職員全員が 入ってもらいたい。希望 があれば一緒に立ち合っ
を持って市役所に入った てもらい、初対面同士の
組合加入しました。
緩衝剤としての協力もお
□説明会において何か工
願いしました。
夫はしましたか。
□工夫はありますか。
■密にならないよう、新
■４月１日に新採職員へ
採職員の隣に職場の先輩
メッセージを送り、間髪
組合員を配置したことで、

第 ５３２ 号

（２）第５３２号

入を呼びかけたなど状況
を交流。今後の要求事項

明会を実施。女性を対象
にお花をプレゼントし加

迎会」を新型コロナ感染
症予防のため延期しまし
た。それでも「婦人部と

日、例年４月に開催して
いた「婦人部新採昼食歓

質問をしてくれる新採職
員さんも見られました。

先輩職員さんの雰囲気づ
くりのおかげもあり、熱
心に耳を傾けて、時には

の説明と組合加入のお願
いをしました。各職場・

トし、婦人部のとりくみ

るため、「昨年同様７・
８月は有給休暇とは別に、 今治市職は４月 日、
夏季休暇を取れるよう要 執行委員会を開催し６人

との発言から説明会の方
法について意見交換。そ

会もやり方次第では加入
につながっているようだ」

どうか」との提案があり、
「『一人で悩まずに組合
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気をためて

⑦インド－ヨーロッパ語族のゲルマン語派

【タテのカギ】

①最近は秋から春頃に実施のところも

②95→XP→Vista→7→8→10

③○○ち、○○ロ、○○ったい

⑤ニシキヘビの別名

⑥日本料理の膳立ての法式の一。七の膳を
略して五の膳としたもの

出題者 堀川孝行

■５３０号のパズルの答
えは「ダイニノジンセイ」
（第二の人生）でした。
正解は８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）

青木 将吾（宇 和 島）
上本 真由（伊
予）
新城 美希（宇 和 島）
久保田敬子（新居浜社協）
菊地 紫帆（西
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】６月 日【発
表】５３４号（７月号）

大洲病院労組は４月
日「三役会議」と「会計
年度職員制度学習会」を

が職場の声を集め要求交
渉を行い、改善や見直さ

課題や今後の要求項目な
どを話しあいました。ま
た、制度導入前後に組合

習会では、会計年度任用
職員制度の説明に続き、

を実施。組合員以外から
も参加がありました。学

今度使ってみてください。 を言われず自由です。長
（西予・源） 女・次女が家事や弟の面

重宝しています。きれい いるのは一人っ子みたい
な会議室もあり激安です。 な息子。姉ちゃんに小言

な店舗があり、食事がで
きたり、野菜やおみやげ
などを買うことができて

りあん」という複合施設
ができました。いろいろ

■最近市役所横に「ゆる

医療従事者あるあるです
ね（私だけ？）

も５文字だし…？と、考
え過ぎてしまいました。

けばいいものを、ラ○ッ
クスでもない、ダイ○ー
トでもない？どの薬剤名

たぶんカミさんは怒らな
いだろう…。
（今治一般・越智）

ｗｅｂで開催。三役会議
では、組織拡大に向け未

れた事例を紹介。「処遇
改善には職場のみんなが

倒を見てくれていたので
（西予・山里）
かなり助かっていました。 ■進撃の巨人ロスです…
（西予・井上）
（今治・長谷部）

（宇和島・青木）
■この４月から県外に進
学した娘がいます。家に

前なのに気づいてない事、 ■５３０号のタテのカギ
もっとありそうです。
で「利尿剤」と素直に書

加入者へ個別に組合加入
を呼びかけることなどを

ですが、とべ動物園を彷
彿とさせる野鳥の喝采が
聞こえてきます。当たり

している小山を横切ると、 ■鬼滅の刃の無限列車編
車では気付けなかったの ＢＲを注文してしまった。

⑨勢いよく進むさま。「○○○○と歩く」

組合加入し当事者として ■健康のため、自転車通
団体交渉で前進させるこ 勤を始めました。道の途
とが必要」と訴えました。 中、野鳥の群れが住処に

に属する言語

確認。続いて前回執行委
員会で要望のあった「会
計年度職員制度」学習会

⑧愛媛県の県獣、ニホン○○○○

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
日本三古湯の一つにして下さい。

④（アニメ）桃白白や餃子が人差し指に

７月３日オンラインでの

で開催し４単組６人が参
加。本部の田頭女性部長
として「不妊治療休暇」
「育児・介護を理由とし
た退職者への退職時の処
して入庁の歓迎の気持ち
を伝えたい！」という役

求したい」と確認。また、 が参加。４月６～ 日ま
今年度は保育士数が１人 で新採職員への組合説明

のなかで新採職員を対象
とした学習会の提起があ
り「例年５月の賃金学習

に相談を！』と労働組合
加入へつなげられるテー

①（四字熟語）右へ左へ…

開催予定など今後のイベ
ントを報告。単組活動で
は、昼休みに新採組合説

より情勢学習として「ジェ
ンダーギャップ指数で日
本は今年１２０位」など
遇を引き継いだ再採用制
度の新設」などが挙げら

新居浜市職労は４月

について話しました。今
年の「自治体にはたらく
れました。

県本部女性部は４月
日、幹事会をオンライン

女性の全国交流集会」は

７日、総会＆しゃべり場
を開催しました。同日職
員会もあったため、感染

会を開催したことについ
て感想や意見を出しあい
ました。佐々木委員長か

を、今年は職場コミュニ
ケーション・人間関係な

今後、組合加入につなげ
ていくとりくみを続けて
いきます。

員の強い思いもあり、各
職場の先輩職員と女性部
役員からお花をプレゼン

ナスアップは要求したい」
と要求につながる意見が
出されました。また休暇

対策をとったうえで、約
１時間交流しました。今
不足し、現在は有給も入
れられず、書類はほぼ持
ち帰り状態で「早急に保

ら「近年は集団説明会か
ら数人ごとの個別説明会

マだ」との意見が多く、
準備を確認しました。

は保育士にとって、モチ
ベーションにもなってい

年度はコロナの影響もあっ
てか、ボーナスアップが
難しいとの話もあがって

育士確保を」と討議し、
確認しました。

ど、採用１カ月後の悩み
にも寄り添えるテーマは

朝日保育園労組は５月

おり、「具体的な説明は
園側からも欲しい」「ボー

を重点にしているが、県
内の他単組では集団説明

【ヨコのカギ】

おたより
ありがとう
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人と県本部から３人が研
修会場に集まり準備。昼
休みに入ったところで、
「松山市職員労働組合で
松山市職労は４月 日、 す。職員のみなさんが加
新採職員研修の昼休みに 入している組合について、
組合加入グッズを配布し、 今日資料を配布します。
組合加入を呼びかけまし ぜひ読んでいただき、組
た。松山市職労の役員７ 合に加入してください」
とのアナウンスに続き、
袋に入れたグッズ・資料
を配布しました。資料と
一緒に『入庁おめでとう
ございます』の紙を入れ
たお菓子セットも配布し
ました。
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