45

２月６日、県本部は２ 四国中央、「共済の助け
０１６中央委員会を開催 あいが広がり、組合活動
し、 単組 人が参加。 が明るくなった」西予、
◎ 秋季年末の経過と教 「交渉結果を朝ビラで知
訓、◎春闘～夏季闘争の らせ、職場の声が大きく
要求活動・組織強化拡大 なった。アンケートは組
の方針などを討論し確認。 合員の２・５倍集まった」
討論では 単組・３部評・ 今治、「つぶやき箱やしゃ
共済議員団が発言。「組 べり場で声が寄せられて
合に入ってよかったと思 いる」宇和島病、「 月
える活動をすすめる」伊 全組合員アンケート実施
予、「ひと回り大きな青 し、１月団体交渉で職員 したい」新水、「２月に
年部を」青年部、「安心 採用が実現」新社協、 保育担当課訪問。事前ア
して働けるようあきらめ 「人事評価の一時金反映、 ンケートが全 市町から
ずたたかう」西条、「共 立ち止まり見直そうの声 返信された」保育部会な
済説明会で６人が組合加 を広げている」新居浜、 ど、◎活動成果と教訓、
入」津吉病、「ハラスメ 「新採加入を若いチカラ ◎要求前進と組織拡大へ
ント対策・ストレスチェッ で」内子、「技術職の応 の前向きな思いと決意が
クの当局提案があった」 募がなく魅力ある職場に 語られました。
20

間」だけでなく、事業主
の「安全配慮義務」「快
適な職場環境提供義務」
が問われると強調。解決
へ「職場システム・労災
制度・紛争解決制度の区
別と活用方法」など説明。
講義を受け、具体的事案
の参加者質問もあり、実
践的アドバイスが行われ
ました。

１月 日、県本部婦人
部「第 回定期大会」に
全県から９単組ほか 人
が参加。執行部報告・提
案を受けて、保育部会・
保健師部会・ステップセ
ミナーやＮＰＴ行動など
を報告。各単組からも楽
しい活動の報告がありま
し た 。今 年 の 活 動 で は
「女性活躍推進法」にも
とづく市町での特定事業
主行動計画づくりに私た
ちも積極的に関わること
や「憲法カフェ」などを

１月 日、県本部青年
部は四国中央市『アリー
ナ土居』で「第３回フッ
トサル大会」を開催し、
４単組 人が参加。３チー
ムにわかれ各チーム６試
合を行い、その後体力に
自信のある選抜選手で

38

程
日
11

報の保護・管理、不利益
な取り扱い禁止が定めら
れている」「結果を職場
分析・環境改善につなげ
る事業者責任と組合要求
が大切」などを強調。高
尾県本部副委員長は、県
内事例から見る「職場の
ハラスメント対策の視点
と組合の役割」を解説。
ハラスメントは「当事者

20

20

２月６日午前中、「職
場のハラスメント対策・
ストレスチェック準備」
の《労安活動学習会》に
単組 人が参加。竹下
愛媛労連事務局長は「ス
トレスチェック制度の準
備・実施・運用のポイン
ト」を解説。「メンタル
ヘルス不調の未然防止が
目的」「事業者に個人情

49 17
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【２月】
20 青年部反核へんろ（今治）
20 医療介護評幹事会（内子）
20 自治体保育労働者全国交
流集会（岡山～21）
25 東予総支部代表者会議
27 現業評幹事会
27 社会福祉評評幹事会
27 自治体公立病院労組全国
交流集会（豊橋～28）
【３月】
３ 全国一斉労働相談日
９ 春闘中央行動･四国ブロッ
ク総務省要請（東京）
９ 元周病職員裁判（高松）
11 震災復興・原発再稼働反
対行動（各地域）
12 県本部拡大執行委員会
12 愛媛労連女性部春闘集会
13 東予ブロック春闘集会
（10:00～新居浜）
13 中予ブロック春闘集会
（10:00～松山）
13 南予ブロック春闘集会
（10:00～内子）
23 南予総支部代表者会議
27 社会保障拡充集会（愛大）

県本部中央委員会では、顧問弁護士の中尾英二先生（写真/愛媛法律事務所）から「安保法制における住
民や自治体の『協力』と今後の課題」についてレクチャーを受けました。昨年９月成立した「安保法制＝
戦争法」の４月施行、安倍首相の『憲法9条を変える』『緊急事態条項を定める』がすすむと、今後、●自
治体首長に必要な措置を取らせることができるようになり、●地方自治体と職員の空港・港湾等の管理協
力、●地域や住民生活への影響などについて解説がありました。
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確認。最後に「婦人部」
から「女性部」への名称
改定が承認されました。
大会に続いて、田頭書
記長による「女性の身体
について正しく知ってい
きいきと働き続けましょ
う」と題する学習会を実
施。一生を通じ社会的に
母性を保護され、健康に
働き生活するために、自
分の身体のしくみを知り、
法律・制度を知る大切さ
を実体験を交えた話が大
変好評でした。

分間、フットサル本番さ
ながらの試合を内子チー
ムが制しました。人数は
若干少なかったものの、
参加した選手同士で最後
まで一生懸命熱い試合を
繰り広げ、フットサルを
仲間と楽しみました。

すい職場づくりのための
改善を求め、今後も労使

の現状と問題点を訴え、
それぞれの職種が働きや

１月 日、新居浜社協
労組は「団体交渉」を実
施、執行委員８人が各課

訴えました。乾杯後は、
職種に関係なく組合員同
士おおいに語りあい、親

祉サービス提供のために
社協が一丸となろう」と

を報告し「要求実現へ組
合員の団結とよりよい福

あいました。要求書につ
いては、前回交渉の継続
課題 な どを 整 理。 主 に

署名、③春闘の今後のと
りくみなどについて話し
ビス残業・持ち帰り残業
をなくし、子育てしなが
ら働ける環境にして」な

ど園ごとにバラバラなの
を統一してほしい」「サー

が参加し、①春闘要求書、 は人材を集めるためにも
②要求アンケート・保育 必要」「書類の書き方な

催し 人の組合員が参加。 ２月１日、県自治体一
最初に白川執行委員長が 般ココロ分会（内子社協）
「要求提出と団体交渉」 の「執行委員会」に８人

どの声が出されました。
２月中旬に「分会要求書」

刻。募集しても集まらな
い」「魅力ある保育園に
することや労働条件改善

の話しあいを大切にした
組織・人づくりを確認し
あいました。１月 日に
睦を深めました。

「保育園の運営」と「労
働条件」を重点に要求す

は「新年決起集会」を開

を提出し、年度内に交渉
実施の予定です。

立した生活ができないた
め続けるか悩んでいる保

求書」を説明。参加者か
ら「非正規保育士は、自

１月 日、東予総支部
「書記学習会」に９人が
参加。この間の単組交渉

その後、組合運動に深く
かかわる書記さんならで

用の根拠がどこにあるの
か（条文の読み方）」な
どをわかりやすく解説。

「労 働 法制 の体 系 」や
「自治体非正規雇用の任

用の割合」などについて
資料 を もと に説 明 し、

ることを意思統一。職場
からは「保育士不足が深

「保育部会総会」に 人
が参加。最初に講師を招
育士が多くいる」「保育
士の雇用形態がバラバラ
で、不満も多く働きにく

で大きな比重を占めてき
た「非正規の処遇改善や

はの疑問や近隣自治体の
非正規職員の給料比較や
関連要求などを出しあい

の間の保育部会の活動と
交渉で改善された報告、
昨年 月提出の「部会要

いて「リフレッシュ体操」
を実施。リズムにあわせ
た簡単な動きから始め、
い」など保育所の現状や
問題点を意見交換。最後

非正規雇用について学び
たい」と、ベテラン書記
を講師に学習会を開催し

日、今治 市職

腰痛や肩こりに効く動き
や家でもできる簡単な動
に井出保育部長と村瀬執
行委員長が「おかしいこ
とには声をあげ、みんな

「○○もっこす」

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
マンガの題名にもあることわざ
にして下さい。

③熊本県の県民性を表現した言葉

⑤百人一首53番の作者、藤原○○○○母

⑥割り箸を使わず自前の「○○○○」を

使う運動も

■だいぶ寒くなり、冬ら
しくなりました。インフ
ルエンザなど気をつけま

しょう！
（宇和島・梶原）

きにとりくむ体力づくり
をしています。

（新居浜社協・高橋）

■４６７号のパズルの答
えは「ゲンパツサイカド
ウ」（原発再稼動）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】３月 日【発
表】４７１号（４月号）

高橋 玲子 新(居浜社協 )
越智 崇典（今 治）
松下 達則（大洲病院）
水元美恵子（伊 予）
越智 義文（西 条）

11

陽市さんでした。

【訂正】前号１月号パズ
ル当選者の氏名は、大田

した。
（四国中央・山岡）

のクエ鍋をごちそうにな
りました。無宗教ですが、
神に感謝する美味しさで

■高知の老舗割烹で天然

10

１月

きを教えてもらい楽しく
交流。「家庭や保育の合
間に取り入れてみようと

②沖縄にある日本最西端の島

おたより
ありがとう

①愛媛県松山地方に伝わる芸能万歳の一種

話しあえる「書記が集え
る場」をつくる必要性を

【タテのカギ】
感じました。

⑨目つき。目の表情。視線。熱い○○○○

じ書記の立場でしっかり

⑧沈もうとしている太陽。入り日

「自治体職員の非正規雇

ました。場所を変えての
昼食会でも話は続き、同

い、今後組合で改善要求
出すことにしました。後

⑦「日本大学」の略称

ワイナリー』と『三井ア ■この冬一番の寒さが続
ウトレット倉敷』で見学 きますが、毎日 分のト
とお買物を楽しみました。 レーニングで寒さに負け

④勝ち組⇔○○○○

１月 ～ 日、この冬
一番の寒波の中、西条市
職労青年部は「雪山ツアー

ました。講師が「非正規
雇 用の 社 会的 背 景」 や

１月 日、市立大洲病
院労組は「しゃべり場」

半はミニ学習会で『労働
委員会の活用法』を学び、
「組合加入の声かけを上

①商品としての衣服や下着など

ず、気分転換、ストレス
解消、筋力アップで前向

【ヨコのカギ】
大山」を実施し 人が
参加。１日目は、吹雪に

で今治の保育を良くしよ
う」とよびかけました。

を開催し 人が参加。昨
年 月の「団体交渉の結
果」を報告し、「今後の

司から『してはいけない』
と言われたことがあり、

倉敷」に立ち寄り『岡山

も負けずスキー＆スノボ
を満喫。２日目は「岡山・

24

27

30

思います」などの声があ
りました。総会では、こ

重点課題」について参加
者が意見交換。その中で

労働委員会の活用も検討
しては」などの意見が出

23

堀川孝行

出題者

45
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「救急待機時のオンコー
ルの賃金対応」「 条協

10

30

20

25

されました。

in

22
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定」などの現状を出しあ
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