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９月４日、愛媛労連第
回定期大会がｗｅｂ併
用で開催され、 人が参
加。議長に西条市職労の
山内代議員が選出され、
運動方針では「組織拡大

の強化」「職場を基礎に 入幸福度を上げるための
した日常活動の活性化」 市職労の活動」、県本部・
「生活できる賃金、実質 石井代議員「組織拡大を
賃金の底上げ実現」「憲 念頭に、一体となってと
法９条改憲阻止、核兵器 りくむ共済加入」の３人
廃絶など平和守る」「労 が発言。コロナ禍が長引
働者の権利と生活、地域 くなかで、医療現場での
をまもり、政治の民主的 過酷な実態や困難な中で
転換を求める」などのと も工夫し、粘り強い活動
りくみを提起。討論では、 をすすめることで、組織
自治労連から今治市職・ 拡大や賃上げなどで成果
佐々木代議員「今治市労 を勝ち取っているなどの
連での学習、職場懇談会、 教訓的とりくみの発言が
残業実態調査、アンケー ありました。経過報告と
トなど日常活動からの要 運動方針、決算予算、新
求改善と組織拡大のとり 役員が承認され、団結ガ
くみ」、伊予市職労・久 ンバロウで今年度も奮起
保代議員「新採全員加入 し運動にとりくむ決意を
を達成した教訓、組合加 固め合いました。
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を勝ち取ることができた」
「四国ブロックで青プロ
プレ企画を準備中。学習
企画とあわせ、ｅスポー
ツやリアル脱出ゲームな
どｗｅｂ上でも交流でき
るよう工夫を凝らしてい
る。プレ企画自体も当初
の開催時期を変更せざる
をえない状況だがコロナ
に負けない素晴らしい企
画にしたい」と単組要求
活動で初任給改善に結び
付いた経過や青年企画を
すすめるなかでの工夫や
苦労を交えた開催決意が
語られました。大会では、
議案すべてが賛成多数で
可決されました。
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65

程
日
し見直しの再考を検討し
てほしい」と組織共済の
改定が及ぼす単組活動の
影響について発言があり
ました。２日目には内子
町職・力石代議員（写真
右）から「県下で最も低
い初任給の改善に向け当
局と交渉を重ねた。町財
政が厳しい中、客観的な
データや単組学習を重ね
て交渉力を高め、初任給
改善と在職者調整の実施

８月 日、愛媛地方最
低賃金審議会の本審が行
われ、今年度の愛媛の最
低賃金７９３円を 円引
き上げ、 月１日より８
２１円とすることを決め
ました。
７月 日の第３回本審
では、愛媛労連の今井議
長と自治労連県本部の堀
川書記次長が今年の改定

について意見陳述を行い、 げも影響してくる。地域
「コロナ禍でエッセンシャ 間格差が人口流出を助長
ルワーカーが懸命に働い しており、格差是正へ全
ているが、その非正規労 国一律最賃制が必要。コ
働者率の高さから最低賃 ロナ禍だからこそ最低賃
金が『自分にも関係ある 金の引き上げを」などと
賃金』へと変化しており、 訴えました。今年の＋
現在の最低賃金額は生計 円の決定でも、憲法 条
費の観点から見ても低い。 「健康で文化的な生活」
会計年度任用職員の時給 を保障する時給１５００
換算では最低賃金引き上 円にはほど遠く、コロナ
禍での多くの非正規労働
者の要求に応え、地域間
格差を解消させるには、
早期に全国一律制と最賃
１５００円の実現が求め
られます。
10

８月 ～ 日の２日間、 愛媛からの発言では大
自治労連第 回定期大会 会初日に新居浜市職労・
がフルリモートにより開 越智代議員（写真左）が
催され、全国から代議員 「市互助会の再共済とし
２９５人含む４４２人が て自治労連の組織共済が
参加。愛媛からは代議員・ 職場に定着している。給
傍聴あわせ９単組 人が 付活動を通じて組合員に
参加しました。
寄り添い対話するなかで
単組要求活動にも寄与し
ている。今回の提案は若
い組合員を中心に影響が
出ることが予測されるこ
とから、現場実状を考慮

34

【９月】
18 県本部拡大執行委員会
県本部労働学校
青年部幹事会
19 県医労連定期大会（松山）
21 県人事委員会要請
25 全労連青年部定期大会
（web～26）
29 公務労組連絡会定期総会
（東京・web併用）
【10月】
１ 自治労連全国代表者会議
（web）
９ 県本部拡大執行委員会
県本部労働学校
15 自治労連共済実務研修会
（他16・30、web）
22 南予総支部代表者会議
27 今治市職定期大会
県市長会長要請（伊予市）
県本部市職評定期総会
28 県町村会長要請
（自治会館）
県本部町村評定期総会
30 女性部幹事会
【11月】
７ 県自治研集会（西条）

挙で伊予市職労の神山大
樹さん（写真）を新青年
部長に選出。神山さんは
「コロナ禍で危
機的な状況もあ
るが、これをチャ
ンスととらえ、
前年踏襲型でな
い交流など活動
していきたい。
この逆境を全国
の青年部の仲間
とともに乗り越
えよう」とあい
さつし、大会を
終えました。
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第 ５３６ 号
自治労連青年部は８月 える具体的な方針強化を
日、第 回定期大会を 求めました。議案は全会
一致で採択され、役員選
開催し全国から代議員
人と執行部・来賓が参加。
愛媛は３単組３人が参加。
運動方針では、青年部活
動の活性化、青年部活動
が見えるとりくみを行い
仲間を増やすことを基調
に「青プロ」を成功させ
る、青年の生活と権利・
憲法・平和守る、組織強
化拡大にとりくむ方針を
提案。討論では愛媛から
力石・県青年部幹事が
「青年部の活動報告」と
ともにコロナ禍を乗り越
15
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期大会や本部大会の報告
と 人事院勧告について

状況を伝えられて良かっ
た」などの感想もありま
した。その後、県本部定

は貴重な機会で、職場の

研集会での医療分科会の
医療介護評は８月 日、 テーマに関して意見を求

ンの併用開催で準備を進
めることとしました。
月７日開催予定の県自治

とから実開催とオンライ

育担当課要請」を報告。
要請行動参加者から「ど
の自治体も保育士確保

研㏌西条』の保育分科会」
について協議を行いまし
た。「県子育て支援課要

組７人が参加。はじめに、 学習。続いて「県子育て
８月３～５日「自治体保 支援課要請」「『県自治

来６月開催予定の医療介
護評定期総会の開催時期

開催会場が閉鎖となった
ことから急遽オンライン
開催とし８人が参加。本

幹事会を開催。県内の感
染警戒レベル引き上げで

や問題点など意見が多岐
にわたったことから、課

といえば電子カルテの問
題が思い浮かぶ」とのア
イデアが出され、改善点

めたところ「自治研のテー
マでもある『デジタル化』

県本部保育部会は８月
日、幹事会を行い６単

（正規も非正規）に苦慮。 請」は来年２月に行うこ
応募が少なく、一般試験 ととし、年内に県自治研

題を整理し、自治研での
分科会テーマとすること
を確認しました。

とは別に経験者枠で募集
するなど工夫している」
「担当課と懇談できるの

どの資料づくりについて、

方を話し合い、「役にと
らわれずカジュアルな交
流の場に」「他市町・他

執行委員会を開催し８人
が参加。活動報告に続い

ココロユニオン（内子
社協労組）は８月 日、

新型コロナ感染状況次第
で見直し・延期はあるも

県本部女性部は８月
日幹事会を開催し７単組
県の情報を得たい」「男
性中心社会への不満・悩

て、 人事院勧告の内容、 アイデアなどを組合員と
公務員の賃金決定と社協 意見交換することを確認。
職員賃金との関係などを 上田委員長から「自分た

のの資料は早期に完成さ
せることを確認。その他、
ｗｅｂ活用での組合員同

８人が参加。今年の人勧
や本部女性部大会報告・
みは女性だけの場ならう
ちあけやすい」などさま
ざまな意見が出ました。

学習。今後の活動では、
月下旬予定の職場「賃
金学習会」実施に向け、
昇給モデルや休暇一覧な

④つぶの入った。○○○○マスタード
ついた鍋

○○○○状態

①世界を代表する喜劇俳優。

②（英語）外食などで接客を担当する従業員

チャールズ・○○○○○○

③Twitterなどで。今「○○」過去「わず」

⑤あしたのジョーのライバル。○○○○徹

出題者 堀川孝行

⑥郵便。一般・現金・簡易○○○○の３種類

■５３４号のパズルの答
えは「カイキニッショク」
（皆既日食）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】 月 日【発
表】５３８号（ 月号）

仙波 寛昌(新居浜社協)
山内真由美（西
条）
池田 圭美（今
治）
篠原 紀代（伊
予）
宇佐美知恵（西
条）
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人勧の内容を学習。要
求活動では、秋年末に向

今治市職は８月 日、
執行委員会を開催し７人
が参加。活動報告の後、

会・役員選挙に向けての
準備について相談。組織

ついての課題など、職場
状況を出しあいました。
その他、 月 日定期大

度の見直し」「会計年度
任用職員の待遇改善」に

なっている「勤務時間の
適正把握」「人事考課制

（西予・山里）
■長いようで短い夏休み

いております。早い終息
を祈るばかりです。

で、私の影響で（？）図
書館が大好きな娘も「小
学生最後の夏が～」と嘆

プールも使用中止、図書
館も借りるのと返却のみ

息子は中２の弟が大きく
なっていてびっくり。夏

描く大学生活とは程遠く
（西条・山内）
かわいそうでもあります。 ■今年初めてスイカを植

（伊予・篠原）
■４月に大学に行った息
子が夏休みに帰省。思い

ども達と成長できる夏に
なりますように…。

ては嬉しいけど…３人同
ありがとう
時に勉強を教えるのは難
■ついに「まん防」発令。 しく葛藤の毎日です。子

す。今は目を痛めない日
食グラスとかが売られて
いるようですね。

■子どもの頃、下敷きで
太陽を見た記憶がありま

…。早く日常生活が戻っ
てきてほしいですね。
（西条・宇佐美）

で家で一番小さくなり嬉
しいような寂しいような

け、職場懇談会を開催し、 拡大では、未加入者への
人勧学習と合わせて職場 加入呼びかけや残業訪問

開催し３単組３人が参加。 当面日程での中予総支部
定期総会では、経過とし 対応について相談・確認

中予総支部は８月７日、 して自治労連定期大会や
定期総会をｗｅｂ併用で 中央行動などでの分担、

しました。最後に近藤総
支部長（東温市職）など

21

27

を定例化することを確認 に突入、子どもを鼓舞し
し、継続して拡大にとり て宿題を見る毎日。兄に
くむことを確認しました。 看過されたのか、弟２人

休み中に背を抜かれるの す。暑い日の水分補給に
では…と心配してました。 ピッタリです。
ちなみに私は１６５ｃｍ
（今治・池田）

えてみました。上手く育
ち、おいしく頂いていま

て市長会・町村会要請や
共済職員議員団に中予か

も鉛筆を持ち平仮名の勉
強を始めました。母とし

【タテのカギ】

の生の声を集め、秋年末
要求書へ反映させること
を確認。また継続課題と

⑨多くの人や物がすきまなく入っている。

の次期役員を確認し、短
時間ながらの総会を開催、 を随時開催することも確
必要に応じて中予総支部 認しました。

⑧○○○○⇔座礼

ら２人が当選（立候補３
人）したこと、会計決算
などを報告。活動方針と

⑦その時その時。くもり○○○○雨

マス目を埋め、二重枠の８文字で、
ある愛媛県立施設にして下さい。

①中華料理で使われる半球形の取っ手の

おたより

【ヨコのカギ】
10

後必要な時に使える」と
話がありました。

ちの労働条件を知ること
が大事。知っておくと今

士の交流を相談、執行委
員が各職場でｗｅｂ交流

秋季年末のとりくみ、
「千羽鶴を海外へ送るつ
どい」など平和のとりく

当面、単組から１人幹事
を出し、年数回の交流・

課題となっている次年度
からの女性部活動のあり

などの報告がありました。

を検討し、 月 日とす
ることを確認、その上で
感染状況が見通せないこ

11

などで、保育士の声を集
め県への要請書をまとめ
ることを確認しました。

15

みの報告に続いて単組の
活動や職場の状況につい

23

情報交換の場を持つ部会
にする案のもと次回へ話

10

て、自然災害多発、避難
所開設、ワクチン接種業

25

26

11 27

21

し合いを継続します。

21
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務、婦人部年代別懇談会

10

10
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