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３月９日『春闘中央行動』同日、自治労連四国ブロックは『総務省要請』を実
施。組合側から、①地域手当は職務給原則に反する、②2015人勧準拠では官民格
差が解消されない、③標準評価者の勤勉手当支給率を下げるのは制度目的＝職員
のモチベーション向上に反する、④非正規の再度の任用時に職務内容や責任度合
よる賃金報酬変更が行われないのは適正か、⑤産休取得を理由に再度の任用を行
わないのは適正か、⑥行政の継続性や組織の新陳代謝・年齢構成不均衡是正等のための新規採用が必要ではないか―
など「職場の声」や単組交渉での「組合主張」を示し、総務省の「見解・考え方」を求めました。
《地域手当》では、国との均衡を言う総務省に対し「四国の自治体はほとんどラス100以下だ。国との均衡だけでは
水準低下・格差拡大にしかならない」と追及。《人事評価制度》では、「職員への十分な周知と理解をふまえ進める
ことが重要」とする総務省に、「標準の評価を受けて勤勉手当が下がるのでは『職員の納得性』も『制度の信頼感』
も下がることになる」と職場の声を伝えました。《職員採用》では、総務省は「地域の実状にそった自治体の判断」
としながら、組合側が示した「行政の継続性や組織の新陳代謝・年齢構成不均衡是正、新たな行政ニーズや地方創生
への対応等による新規採用の必要性」は否定しませんでした。《非正規職員の処遇》では、総務省は「自治体の判断」
としつつ「『H26.7総務省通知』をふまえた適切な運用が図られるよう助言する」としました。
３月 日《２０１６春
闘・全国統一行動》で、
松山地域では、早朝始業
時に『ＪＭＩＴＵ通信産
業本部ストライキ』支援

３月 日、春闘勝利を
めざす『ブロック集会』
が県内３カ所（写真上か
ら新居浜・松山・内子）

行動（写真上／ＮＴＴ支
店前）、昼休み『愛媛食
健連ＴＰＰ協定反対宣伝
行動』（写真中／坊っちゃ
ん広場）、夕方『春闘決

で開かれ、合計約２００
人 が 参 加 。各 集 会 と も
「すべての労働者の賃上
げを！住み続けられる地
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域の実現めざそう！」と
集会宣言を確認し、市内
町内をデモ行進して住民
にアピールしました。

起集会＆デモ』（写真下
／松山市駅前→大街道）
が実施され、民間労組・
公務労組・住民団体が共
同で行動しました。
松山市職労は２月から
『みんなの安心共済実感
キャンペーン』にとりく
んでいます。執行委員会
や共済キャンペーンの説
明会で「『組合員みんな
の安心・支えあい』のと
りくみです。みなさん全
員の協力を」と訴え、組
合役員が各職場で加入を
呼びかけ。「共済加入申
込書」が職場役員などか
ら届き、３月末日には既
加入者＋新規加入者（健
康告知該当含む）で現業
分会組合員の ％を超え
健康告知該当者も加入で
きることになりました。
「組合員一人ひとりに職
場で共済加入を訴えた」
「助けあいの協力をよび
かけ、全員と対話する組
合らしい活動だった」な
どの意見と「話してない
組合員をなくそう」「こ
の機会に組合に入って共
済も入ろうと声をかけよ
う」と『チラシ』を職場
で配布し、共済キャンペー
ンをきっかけに組合加入
を広げるとりくみへとつ
ながっています。
85

日

程

【４月】
10 保育部会幹事会
16 県本部拡大執行委員会
中予総支部代表者会議
16 青年部幹事会・愛媛労連
青年部新入組合員歓迎会
21 東予総支部会議（新居浜）
23 伊方原発再稼働を許さな
い全国集会（松山堀之内）
【５月】
１ メーデー集会（各地域）
３ 愛媛憲法集会（松山）
８ 国民平和大行進
（高知県→愛南町）
11 県自治体問題研究所総会
13 自治労連中央委員会
（福島～14）
14 県本部野球大会（今治）
17 県本部拡大執行委員会
18 元周病職員裁判（高松）
19 医療要求中央行動（東京）
20 夏季要求中央行動（東京）
21 四国保育合同研究集会
（高知～22）
22 国民平和大行進
（四国中央市→香川県）

新居浜市職労は３月
日、恒例の「婦人部いち
ご狩り」を西条市で開催
し、家族ぐるみで 人が
参加しました。最初に集
合写真を撮って、完熟し
ているいちごの見分け方
を教えてもらい「いちご
狩り」スタート。大人も

西予市職労女性部は２
月 日、城川自然牧場の
奥村工場長を講師に「ウ
インナー作り教室」を開
催し 人（うち子ども

肉に独自にブレンドした
調味料を加え、温度を上
げないよう氷を混ぜ、白っ
ぽくなるまでさらに混ぜ
あわせました。主な作業
は子どもたちが行い、大
人は見守ります。難しい

かイメージづくりに工場 腸づめ作業のあと、ボイ
持参のウインナーを試食。 ルをしてできあがりまし
スーパーで売られている た。年度末にさしかかり、

人）が参加しました。ま
ず、どんな味に仕上がる
ビスもあり、疲れたら美
味しいイノシシ汁でひと
休み。持ち帰り用のパッ
ものとは違った風味で、
みんなが「おいしい」の

肉植物の寄せ植え』では、
７種類程の小さな苗を土
の入ったリメイク缶に割

の一杯のコーヒーに日頃
のストレスを発散。『多

親睦を深め、親子で食の

慌ただしいなかでの開催
でしたが、組合員同志の

クにいちごを詰めてお土
産に！みんな大満足のい
声。その後、県内産の豚

開催し 人が参加しまし
た。気軽に参加してもら
うため『自家焙煎珈琲と

伊予市職労は３月 日
「保育部実技研修会」を

ちご狩りでした。

内 子町 職は ３ 月６ 日
「職員組合親睦旅行」に
人が参加。旅先の高知
で『カツオのわら焼き体
験』『龍馬記念館』『大
正町市場』を訪問し、車

り箸で植えました。かわ
いい出来栄えに「どこに
飾ろう」の声も。参加者
は「よかった」「楽しかっ
た」と大満足でした。受
付で『子ども子育て支援
法一部改定案の審議に対

大切さ、作ることの楽し
さを感じる研修となりま
した。

動報告や今後の活動につ
いて報告。その後「フラ

会」を開催し 人が参加
しました。兵頭先生より
今年の「保育部会」の活

助成あり）を食べながら、 たなぁ」と思うことだら
楽しくおしゃべりをして けでした（笑）。健康の

も「男性が上手だ」と先
生がほめていました。最
後にみんなで弁当（共済

んどの方が初体験でした
がとても上手で、なかで

（大洲病院・吉川）
■無事に本厄を終えまし
たが、「たしかに厄年だっ

導を通して自分の勉強に
もなるのでいいですね。

ありがたさが身に沁みま
す。

ストレス発散。短い時間
でしたが「自治労連共済」

①柱や壁などにかけておく大形の時計

②大勢が一緒になって一つのものに向かう。

○○○○○○かかる

⑤（英語）鎖

柔道三○○

そういえば 月もあっと

■１月から３月の体感速
度が半端じゃないです。

【タテのカギ】

マス目を埋め、二重枠の９文字で、
全ての人に 桁…にして下さい。

⑨採光や換気のために屋根に設けた窓

■久しぶりに学生の指導
者になり、緊張しました
が無事終わりました。指

○○○○峰
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⑧カラコルム山脈にある世界第２の高峰。

ワーアレンジ」の先生に
教わりながらお花を籠に

するＦＡＸ要請』をよび
かけ 筆集まりました。

⑦作物の苗を育てるための圃場（ほじょう)

おたより
ありがとう

④外国人が日本に来る。各国首脳が○○○○

（今治・白石）

京子（周桑病院）
聡（今 治）
弘樹（宇和島）
千晶（西 予）
匡希（大洲病院）

■４６９号のパズルの答
えは「ハナヨリダンゴ」
（花より団子）でした。
正解は６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）

大西
白石
小林
竹森
吉川

【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】４７３号（６月号）

いう間だったような。
（四国中央・山岡）
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中ではクイズなどで交流。 ケーキ』か『多肉植物の
参加者それぞれの意外な 寄せ植え』の体験コーナー

では、オルゴールと水平
線に沈む夕陽を見ながら

一面なども知り、親睦を を設け、金井保育部長は
深め充実した１日でした。 じめ役員の誘導でスムー
ズに進行。『喫茶コーナー』
どもの見方の話にハッと
させられた」「日々の業
務に追われ、保育の魅力
が感じられなくなってい
たなぁ～と反省」「保育
は子守ではない！プロと
いう意識をもう一度強く

①いかにも得意げ、自慢げ、誇らしげなさま

の説明もしました。

宇和島市職津島支部は
３月 日「保育学習交流

【ヨコのカギ】

さしていきました。ほと

10

⑥ボクシングで選手の介添や指示にあたる人

堀川孝行

出題者

13

16

子どもも『あま～い！い
ちご』に夢中に。あたた
かい『イノシシ汁』のサー

西条市職労は３月７日
「保育部研修会」を開催
し、市内の公立・私立保

持ちたいと思った」「子
どもたちが楽しいと思え
る保育をしたい」「子ど
ものことをしっかり見る
ことが子どもの成長に関
わると感じた」「自分の
保育を見つめ直すいいキッ
カケになった」などなど、
前向きな感想がたくさん
寄せられました。

10

育園・幼稚園から１４５
人が参加しました。講師
の大豆生田啓友さん（お
おまめうだひろとも・玉
川大学教授）の『いま、
求められる保育の質』の
話を聞きました。参加者
から「話を聞いて心がわ
くわくした。子どもたち
に会うのが楽しみ」「子

11

③囲碁将棋・柔道剣道などで技量を表す。
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