（１） 第５３４号

６月「ゆめのたね放送
局」を通じてマスク販売
元「ＭＡＰ」（岐阜市）
から「マスク寄贈プロジェ

今治市職は６月 日、
執行委員会を開催し７人
が参加。６月８・９日実
施の「新入職員セミナー」
の振り返りと今後の対応
を協議。また提出済の
「夏季要求書」での「時
間管理（要因）と人員確
保（目的）が連動すると
いう観点で交渉に臨みた
い」と団体交渉の方針を
確認しました。執行委員
会終了後には「残業実態
調査」を兼ねて本庁内の
各フロアを執行委員が訪
問。「職員組合です！残
業お疲れ様。残業中のみ
なさんに差し入れを持っ
てきました」の声に、残
業中の職員も手を止め
「ありがとうございます」
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自治労連定期大会
（web～23）

クト」としてたくさんの
マスクの無償提供をいた
だき、趣旨に賛同するか
たちで、各単組を通じて
配布先として主に社会福
祉施設・団体への照会・
調整を行っていただき、
県内 カ所（各市町担当
課、社協、児童施設等）
に届けることができまし
た。配布に協力いただい
た関係各位には感謝を申
しあげます。

と笑顔が職場のあちらこ
ちらで生まれていました。
職場訪問に参加した執行
委員は「組合が職場訪問
して笑顔になってくれる
活動はあまり経験したこ
とがなかった。このとり
くみは続けた方がいい」
と参加者からも笑顔がこ
ぼれていました。

22

内子町職は６月 日、
新入職員を対象に「自治
労連共済説明会」を開催
し、新採９人と役員など
全体で 人が参加。はじ
めに、井関委員長より
13

30
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「自治労連共済や労働金
庫など組合員だから利用
できるお得な情報を紹介
します。本来ならこの時
期に新入職員歓迎会をし
ていますが、コロナ禍で
開催が困難でした。同期
の職員同士での交流もし
てほしいと考えていて、
時期を見ながら組合で交
流の機会をつくりたいと
思います」とあいさつ。
その後、県本部担当が
「自治労連共済」がとり
くんでいる「新採プレゼ
ント」について説明。組
合役員からも「新入職員

への採用おめでとうプレ
ゼントなのでぜひ受け取っ
てほしい」「プレゼント
を受け取って、プレゼン
ト期間中に自身が加入の
保険と見比べてほしい」
ことなどを伝え、その場
で共済加入があり新採４
人がプレゼントを受け取
りました。また、今回の
共済説明会へ参加できな
かった新入職員へはあら
かじめ役員が個別に資料
を渡し説明し、１人がプ
レゼントを受け取り全体
で５人が自治労連共済に
加入しました。

伊予市職労は６月 日、 グループにわかれて対話。
新入職員を対象にした 仕事でわからないことや
「知ってお得！自治労連 悩みを出しあい、先輩職
共済、聞いてみよう！仕 員からアドバイスを受け
事どうよ？」を開催し、 ました。グループで話し
役員・職場先輩と今年度 た内容を新入職員が発表
採用職員合わせて 人が し、参加者みんなで共有
参加しました。自治労連 し組合役員もアドバイス。
共済「新採プレゼント」 新入職員からは「研修が
について県本部担当から 民間職場に比べて少ない」
「ぜひ受け取って自分が など意見が出され、組合
加入している保険と見比 から「研修はコロナの影
べてほしい」と説明。共 響で減っている。組合で
済加入の先輩職員からも、 も学習の機会をつくる予
給付を受けた経験や他の 定」「仕事での悩みや疑
保険と比べて共済を選ん 問などは組合でも共有し
だ理由などが語られまし て、みんなで解決してい
た。次に、新入職員と職 きたい」と応えました。
場の先輩がペアとなり４
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程
日
【７月】

６月22・23・25日、県本部は統一要求を提出、要請を行いました。〔文責：県本部〕
【Ａ町】初任給の改善に向け検討を続けている。時間外勤務は事前申請ほか報告・確認を徹底、上司が知らない時間外はないとの認識。
ハラスメントの相談が増えており、まず課内で対応できる組織となることが必要と考える。年度途中だが人数が足りていないため、今年
の10月採用の正規職員を募集する。【Ｂ市】昨年度から社会人枠を設けて募集しているが応募は少ない。職員数は「定員適正化計画」を
策定し削減予定。年休取得は年平均12日を目標。【Ｃ市】職員の給与は基本的に国準拠だが、県準拠市町との給与格差は認識。他律的業
務は係単位で細かく設定
し明確化。時間管理はこ
れまで手書きだったが来
年１月からシステムで管
理を行う。

19 宇和島市職連会議
22 青年部定期大会
（web併用）
28 西条市職労定期大会
31 全国保育団体合同研究集
会（広島・web併用～8/1）
【８月】
３ 保育部会自治体保育担当
課懇談（～５）
５ 新居浜市職労定期大会
千羽鶴海外へ送るつどい
７ 県本部拡大執行委員会
本部都市職・町村職・非
正規公共評定期大会（web）
８ 本部女性部・現業評・保
育部会定期大会（web）
９ 本部医療部会定期大会
（web）
12 本部書記部会定期総会
（web）
15 本部青年部定期大会
（web）
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県本部は６月７日、県市長会（事務局長対応）・県町村会（事務局長ら３
人対応）へ『長時間労働の解消と適正な人材確保で職員の過重負担の軽減を
図り、魅力ある自治体職場づくりと住民サービス向上を目指す要請書』を提
出しました。はじめに、県本部よりコロナ禍での地域や職場の状況（医療従
事者へのワクチン接種、感染対策への負担増など）を伝え、主に初任給改善・
賃金底上げ、時間管理の徹底、男性の育休取得、会計年度任用職員制度につ
いて、職場の状況や課題を伝えました。特に人事確保では、公務員のなり手
が減少していることや、人勧ではこれまで「国勧告準拠」としていた自治体でも「県勧告」を考慮する動きが出てきており、初任給改善
などが進んでいる自治体があること、会計年度任用職員制度では、自治体によって初任給設定・基本給の上限・期末手当の支給率などに
差があることなどを伝え、懇談しました。今回の要請内容は、市長会・町村会を通じて各自治体の首長へ伝えることを確認しました。

第 ５３４ 号

17 県本部第80回定期大
会（松山・web併用）

（２）第５３４号

西予市職労は６月 日、 ラで要求前進・職場改善
今年度も書面決議による をめざし、全組合員が一

ｏｍ長野」が「コロナ経
験し、いのちとくらしを
ジェンダー視点で考えよ

体にはたらく女性の全国
交流オンライン集会ｆｒ

昨年ステイホームとなり
女性、特に 代少女の受

貧困の連鎖～コロナがあ
ぶり出した課題にどう立
ち向かう？」をテーマに

（婦人科医師）から「女
性に対する暴力・妊娠・

り』『仲間づくり』の
《組合活動の３つの原点》
を大切に、みんなのチカ

組６人が参加（ｗｅｂ併
用）。「８月３～５日自
レットを導入。正式導入
などは未定」「保育士の
年齢構成が若く、 代の

いと感じる」「ＩＣＴ化
に向け試験的に園でタブ

採保育士の退職も続いた。
職員も精神的に余裕がな

初参加の人もあり、最近 リンピック』」「リアル
の近況と単組活動を報告。 脱出ゲーム『ワールド謎
「青プロ四国実行委員会」 ツアー みかん大国』」

組６人が参加。久しぶり
に実際に集まったことや

県本部青年部は６月
日、幹事会を開催し５単

クショップでの課題、午
後「ｅスポーツ『愛媛オ

ロ四国プレ企画」の内容
を相談しました。午前ワー

県本部保育部会は６月
日、幹事会を行い６単

治体保育担当課懇談」に
向けて協議し、要請内容・
訪問日時・事前アンケー

マス目を埋め、二重枠の８文字で、
ある天文現象にして下さい。

朱里（今
治）
徹也（新 居 浜）
貴志（西
予）
靖子（今
治）
紀子（新 居 浜）

■５３２号のパズルの答
えは「ドウゴオンセン」
（道後温泉）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）

木村
大坪
菊地
檜垣
西原

【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】８月 日【発
表】５３６号（９月号）

調べたラベンダースティッ
クを作ってみました。た

の実施上での検討課題と 項の終了後にｅスポーツ
全体準備を確認しました。 とリアル脱出ゲームを実

く遠出していますが、次
はＣＴ１１０ハンターカ

くさん作ったので、職場
や家の各所において、ラ
ベンダーの香りに癒され

「全労連青年部ユニアカ」
など経過報告のあと、議

ブで阿蘇を目指します。
（新居浜社協・神野）
■夏になると怪談話が聴

てます。

主任や 代の園長もいる。 が増えたことで、持ち帰
早くに主任や園長になる らずに職場でできること

■今年も田植えが無事終

きたくなります。昔はス
マホと車をブルートゥー

■『日本三大古湯』と聞
いて、温泉巡りに行きた
くなりました。誰もが思

トなどを確認。６月中に
各自治体へ案内とアンケー

今後の課題」と題し記念
講演。松丸氏は「遺族・

了。絶妙な植え感覚を体
が思い出した頃にちょう

スでつなぎ、ＹｏｕＴｕ
ｂｅで怪談を聴きながら
運転してましたが、頭痛

際に行い、当日のシミュ
レーションをしました。

支援者の粘り強い闘い、
裁判での勝利で認定基準

ど植え終わりました。
（今治・白石）
■今年は例年より甘いイ

また青年部定期大会を７
月 日にｗｅｂ併用開催

など前進させてきた」と
し、過労死の要因で労働
基準法の岩盤規制の崩壊
40

（西条・中島）
６月 日、延期されて
いた「第 回働くものの
いのちと健康を守る中四

い浮かべる道後温泉以外
にも、愛媛は温泉が多い

題では、延期されている
「青年部交流企画＝青プ

13

や耳鳴り、接続不良で音
声が途切れるなどちょっ

出題者 堀川孝行

チゴがたくさん収穫でき
ました。毎年鳥対策と手

⑥ＣＯ２など○○○○効果ガスの削減を

などをあげ、これまでの
担当事例を紹介。「 年

⑤ひとりの。ＪＲ四国などで○○○○列車

国ブロックセミナー え
ひめ」がえひめ共済会館

③○○ノ、○○ニック、プロ○○ト

です。新居浜にある「天
空の湯」もすごくお勧め

②ボクシングの勝ち。ＫＯ

と怖くなることが続き、
止めてしまいました。

①アイドル。♪センチメンタル・ジャーニー

入れが大変です。
（今治・木村）

in

12

26

労死弁護団全国連絡会議
代表幹事の松丸正弁護士
が「過労死問題の現状と

85

22

【タテのカギ】
近くの運動は遺族中心に
支援が広がった。労働組

⑨勝負事の前にゲン担ぎおかずといえば…

（ｗｅｂ併用）で開催さ
れ、 人以上が参加。過

も増えた」などの意見や
職場の状況、改善のため

⑧生きている馬。「○○○○の目を抜く」

おたより
ありがとう

⑦中国料理の点心の一つ。○○○○豆腐

なので、興味がある方は
ぜひお越しください。
（新居浜・大坪）

と、現場でクラスを持っ
て保育する経験が少なく

ながる意見なのでありが
たい。意見に対する対応

④ロシア連邦の首都

（宇和島・青木）
■子どもも中学生となり、
趣味のバイク旅に出易く ■庭のラベンダーが満開
なりました。大型ではよ になったので、ネットで

ト配布を確認しました。
参加者から「保育職場で

書面決議による定期総会
を開催。事前に配布した

は今年度の要求課題のテー
マとして取り上げること

①少数。○○○○○○⇔マジョリティー

合が運動をさらに前進さ
せることが求められる」
と話しました。

の要求も出されました。

議決書の集約作業に５人
が参加しました。議案と

にしよう」など新役員体
制での意思統一も図るこ
とができました。また会

計など引き継ぎも行いま
した。

なる」「職場のパソコン

とし、運動方針・経過報
告の作成を分担。協議事

10

は人員不足が慢性化。新

in

問が寄せられていて、執
行委員からは「要求につ

30

次期役員案は全会一致の
「賛成」を確認。確認作
業を進める中で数件の質

【ヨコのカギ】

みと女性たちの運動」で
始まり、１９８０年から
の開催内容を社会情勢と
ともに振り返り（ 年・

定期大会を開催。６月
に全組合員へ大会資料を

う！」をテーマに開かれ
全国１９３人、愛媛から

年は松山市開催）。記
念講演は、種部恭子さん

配信（配布）し、 日ま 新しい生活様式の実践に
でを意見集約期間として、 より新型コロナウイルス
各職場から選出された代 から自身と市民を守り、
員長（写真左）と上甲書
記長（同右）のツートッ

７月３日「第 回自治

議員が表決。「 年度も、 ポストコロナに相応しい
『要求活動』『職場づく 社会を展望しましょう」

丸となって災害からの復
旧、復興に全力を尽くし、

82

けた暴力や妊娠、自殺増
加など、深刻な問題を具
体的に読み解きました。

06

４単組４人が参加。午前
中は動画見学分科会、午
後は「自治はた 年の歩

19

プは、団結して組織力で
要求前進・職場改善をめ
ざします！

25

の運動方針など、全ての
議案が承認・可決されま
した。再任された柿原委

21

ココロユニオン（内子
社協労組）は６月 日、

40

27

41

40

21

24

15

10

20
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