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■各自治体で2015年度末までに『地方創生総合戦略』が策定され、今年度より事業推進の
段階に入っています。県内市町では「人口減少対策・移住定住促進」が急がれています。
全国首長アンケート（2015.3）では、「人口減少対策」のため自治体が強化する施策の第
１位が「雇用確保」、第２位が「子育て環境の充実」となっています。一方、地方創生に
関し「地域活性化の事業をすすめる人材が不足している」と地方自治体の約80％が回答し、
「現場の第一線で中核的に活躍する人材が不足している」と約75％が回答していると報じ
ています（3/16 愛媛新聞）。

１）H29年度職員採用に向けて、「行政サービスの維持や将来へ
の継承」「安定した雇用の創出」をめざし、人員不足により過
重労働となっている職場実状をふまえ、「計画的で安定的な正
規職員採用・人材確保」をすすめること。
２）とりわけ、①採用辞退も生まれている専門職員（土木・建築・
保健師など）、②子育て環境充実のための保育士、③いつまで
も暮せる地域のための医療介護職員、④住民サービスを支える
現業職員の採用など、これまで以上に対策（初級採用や年齢制
限緩和など）をすすめること。
３）育児休業取得者の代替職員として正規職員採用を行うこと。
育児休業取得者を定数外とし、取得者所属課に正規職員を配置
すること。

第 ４７２ 号

■４月20日午前、西条市役所で県市長会長（青野勝／西条市長）に「市職評議会要請書」
を提出（写真）。県本部・後藤委員長と西条市職労・八木委員長・渡辺書記長が要請し、
梶本事務局長が対応。午後は、県自治会館で県町村会長（上村俊之／上島町長）に「町
村職評議会要請書」を提出し、渡部事務局長に要請しました。
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【５月】
８ 国民平和大行進
（高知県→愛南町）
14 自治労連書記全国学習交
流集会（埼玉～15）
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）
25 東予総支部会議（西条）
25 南予総支部会議（西予）
28 女性部幹事会
28 現業評幹事会
【６月】
１ 周病闘争支援共闘（東予）
５ 医療介護評総会（内子）
えひめ母親大会（東温）
働くものの学習交流集会
11 青年部大会（松山）
11 四国ブロック青年部ドキ
ジャム（松山～12）
11 自治労連現業全国学習交
流集会（山口～12）

西条市職労は４月 日
「組合説明会＆新採歓迎
会」を実施。説明会には
新採職員 人が参加し、
最初に『県本部青年部作
成ＤＶＤ』を上映。県本
部・山内青年部長から
『６／ ～ ドキジャム』
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（四国ブロック青年交流
企画）参加のよびかけが
あり、続いて『組合に関
するＱ＆Ａ』を、四役と
書記局による掛け合い形
式で説明。その後、新採
歓迎会を開催し、新採
人と執行部・青年部ほか

市立宇和島病院労
組は４月 日、新入
組合員の歓迎会と組
合員の交流会を兼ね
て「西条アサヒビー
ル園ツアー」を実施
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総勢 人が参加。新採職
員の個性あふれる自己紹
介や青年部主催『ビンゴ
大会』で参加者全員が一
体となって盛り上がりま
した。新採全員加入をめ
ざし、今後も職場で声を
かけていきます。

し、新採組合員も含めて
大人 人・子ども６人の
人が参加。大型バスと
中型バスの２台で宇和島
を出発。西条到着後、ま
ずビール工場を見学。で
き立てのビールを試飲し
昼食はジンギスカン食べ
放題をお腹いっぱい楽し
みました。みんなで話を
しながら「和気あいあい
と楽しい雰囲気」で、新
採の方も先輩とたくさん
話をしていました。お腹
と心が満たされた『とて
も良いツアー』になりま
した。
48
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新居浜水道労組は４月
日、恒例の「異動者歓

四国中央市職労は４月
日「保育部会の組合説
明会」を開催し、新規保
育士・保育士未加入者と

したイチゴを摘み取って
はパクリッ☆職場の仲間

今治市職は４月 日、
青年部主催「新入職員歓

ゴ』を行い、その後、先
輩から新入職員へプレゼ

た。参加者同士の自己紹
介も兼ねて『名前でビン

中型のクマ

③○○、ツー、スリー

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
日銀のある政策にして下さい。

②○○○○○○ばあ

スタート。 分の短い時

加。今年は天候不順でイ
チゴの生育も安定せず開

で談笑したり、家族サー
ビスをしたりと楽しい時
間を過ごすことができま

迎会」を行い、新入職員
と市職・水道労組の組合

ントと激励の言葉を送り
ました。最後に、青年部
から「今後もみんなが交

①全身黒色で胸に三日月型の白斑がある

⑤ある地位を占める者の代々。○○○○の

首相

⑥旅の恥は○○○○

しないと入れないんです
か？だったら組合入りま
す」と加入。組合役員・

から昼休みや勤務終了後、 ゼントの話をすると「そ
役員や先輩組合員が職場 れ（共済）って組合加入

■熊本地震を見てて、防
災グッズの準備をしとか

海地震を見据えて「備え
よ常に」！
（西予・山里）

たちも対岸の火事ではい
られません。来るべき南

分しなくてはと、何か月
も前から思っています。
で声をかけ、４月 日ま
で新採職員のほとんどが
組合加入しました。役員

書記や職場先輩が声をか
ければかけただけ、『い

（西予・田中）

■いつも楽しみにしてい
ます。「クロスワード」

でも、いまだに思ってい
るだけです。
（今治・白石）
が新採職員の職場を訪問
する前に職場委員さんに

輩組合員のフォロー」が

金とかボランティアとか、

ないと改めて思いました。 と「おたよりありがとう」
地震が起こったら、義援 が大好きです。

■今年度は職場の引っ越
しが控えているため、早
め早めに不要なものを処

いな…。
（大洲病院・吉川）

自分たちに出来ることは
少しでもしないといけな

【タテのカギ】

けて大変勉強になり、保

紹介ＤＶＤ』も上映。会
話の中で「組合の大切さ」
催時期延期を繰り返し、
また雨予報で不安な当日
を迎えましたが、朝方に

員あわせて 人が参加。
市職と水道労組の合同
実行委員会で「仕事終わ

流できるイベント、仕事
に役立つ学習などを企画

⑨巧みに言い表すことを「○○○○妙」

■熊本・大分地震…被災
した方々へ心よりお見舞
い申し上げたいです。私

⑧スペイン南部の都市。○○○○大聖堂

間でしたが、みなさんの
協力により、多くのごみ
を集めることができまし
た。その後、２カ所の園
に分かれてイチゴ狩り。

も語られました。今回参
加できなかった新採保育
士には、後日資料を届け

りで集まりやすい場所に」
と市役所から近い居酒屋

するので、みんなで参加
してください。みなさん
の組合加入をお願いしま

⑦元気で活気のあるさま。○○○○した表情

おたより
ありがとう

④乗り入れること。車の○○○○禁止

育士として役立てている。
実費で行くのは負担で、
組合に入っていて良かっ
伊予市職労は４月 日
た。みなさんも加入して、 「ボランティア＆レクリ
保育士として役立ててほ エーション」を開催し、

初夏を思わせる暑いハウ
スの中で、思い思いに熟

きました。まずは、翠小
学校付近の清掃活動から

しい」とよびかけました。 組合 員 と家 族 １４ １ 人
県本部青年部作成『組合 （うち子ども 人）が参

員長があいさつし、組合
の活動紹介、参加者の自
己紹介のあと、先輩保育

した。

で開催しました。乾杯の
あと、先輩・後輩入り混
じって仕事や趣味の話な

す」と訴えました。

また、若い組合員が『得
意の手品』を披露し、会
場を盛り上げてくれまし

どで盛り上がりました。

一番効果的でした。「奨
学金返済などで組合費が

利くスーツ

ろんなエピソード』が生
まれています。

負担なので加入できませ
ん」と言っていた新採職
員も、自治労連共済プレ

①いろいろに使うこと。○○○○○○の

連絡し、職場で一緒に新
採職員に話す「職場の先

西予市職労は４月５日

【ヨコのカギ】

30

は雨も上がり無事開催で

先輩保育士・組合役員の
総勢 人が参加。喜井委

17

て職場で加入をよびかけ
ます。

21

士が「全国の仲間と交流
でき、保問研などにも行

あり、一方で「将来大き
な施設更新などで不安」

と表明もありました。組
合には「頑張ってほしい」

迎会」を開催し 人が参 という声もありました。
加。お寿司を食べながら、 組合未加入の方も参加し
①自己紹介、②水道局に 「加入を前向きに検討」
来られた方へ一言、③仕
事の状況、④組合につい
の声が多くあり、最後に
「自治労連共済」の説明
をしました。

ができて、頑張ってこれ
ました」と歓迎の言葉を
贈りました。新採職員か
ら「入庁して３週間、ま
だ慣れず入力ミスなども
ありますが、めげずに頑
張っていきたいです」な
ど発言がありました。会
の最後に、新採さんへ先
輩職員から花束を贈呈し、
新しい仲間を歓迎しまし

28

12

て発言。「若手も増え、
団結して仕事ができる職
場と感じる」との発言が

新居浜市職労は４月
日、毎年恒例の「婦人部
新採歓迎昼食交流会」を
開催。出先からも女性組
合員さんの参加があり、
本庁の女性新採職員含む
人が参加。『あたたか
な雰囲気』の会となりま
した。採用５年目の職場
先輩から「自分も仕事を
始めてツライ時期もあっ

た。

■４７０号のパズルの答
えは「ミンシュシュギ」
（民主主義）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）

山里敬一郎（西 予）
越智 紀幸（今治一般）
小林 弘樹（宇和島）
田中 春美（西 予）
吉川 匡希（大洲病院）

【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】４７４号（７月号）

（西予・井上）

ています。ありがとうご
ざいます。

い職員と一緒に楽しくク
ロスワードさせてもらっ

いきたいと思います。
（津島吉田・小林）
■いつも休憩中に机が近

新しい仲間と共に一致団
結して当院を盛り上げて

でくれません。
（今治水道・春木）
■新年度が始まりました。

ウンチをたくさんしてし
まい、なかなか前に進ん

■義姉の飼っている犬は、
僕がリードをひっぱると
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たけど、組合でつながり
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