５月 日東予地域と南
予地域、 日中予地域で
「夏季統一要求書」を県
本部・単組連名で提出
（写真左から、四国中央
市・新居浜市・新居浜市
水道局・久万高原町・市
立宇和島病院）しました。
南予地域では、職員採用
について「薬剤師・検査
技師への応募がない」大
洲病院、「専門職は募集
しても応募がない」西予
市、「合併に伴う採用抑
制の影響で 代の職員が
少なく中途採用で穴埋め
を検討している」宇和島
市など、人材不足の懸念
を話す自治体が多くあり
ました。非正規の処遇で
は、４月に「有給の病気
休暇」を新設した大洲市
に続き、宇和島市でも４
月から有給の「療養休暇」
「配偶者出産休暇」「子
の看護休暇」「短期介護
休暇」が新設され、通知
文書「非正規職員の休暇
制度拡充について」で職
場に周知されました。

自治労連本部は６
月６日「政府要請」
を行い、愛媛から２
人が参加。総務省と

５月 日『安全・
安心の医療・介護の
実現と夜勤改善・大
幅増員を求める国会
請願署名』提出行動
に全国２７０人（愛
媛３人・写真上）が
参加。署名は愛媛で
１万筆を超過。議員
会館前で「白衣の集
会」後、医労連と共

同で愛媛出身の国会議員
に署名を持っていきまし
た。５月 日「夏季要求
実現中央行動」に全国７
００人（愛媛７人・写真
下）が参加。総務省前、
人事院前行動の後、日比
谷公園から国会請願デモ
を実施。愛媛参加者も
度近い暑さの中でアピー
ルしました。
20

内閣府の地方創生推進室・
地方分権推進室に「地方・
現場の実状」を伝えまし
た。伊予市職労の桂城委
員長は「地方の疲弊は国
の想像以上、マンパワー
不足は深刻、自助努力は
限界」「愛媛では職員募
集に人が集まらない、採
用内定後の辞退が多いな
ど、人材確保が困難。こ
の状況をしっかり認識し
政府が手立てすべきだ」
など発言しました。

21

０ ０ ０ ０ ０

０

松山

０ ０ ５ ４ ×

９

今年 回目となる『国
民平和大行進』は「核兵
器も戦争もない世界を実
現しよう」と５／８～
の 日間、愛媛県と全
市町を訪問要請、各市町
で行進しアピールしまし
た。全県のべ約７００人
が参加。『被爆者の訴え
る新署名』に愛南町長、
松野町長・議長、鬼北町
長、宇和島市長・議長、
八幡浜市議長、内子副町
長、東温市長・副市長・
議長、砥部町長、上島町
議長などの賛同がありま
した。今後、６／ ～
四国大会（徳島）、８／
４～９世界大会（広島・
長崎）へと続きます。

西予

１

新居浜 ０ ０ ０ ０ ０ １ ０

20 22

19

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０

今治

15

59

５月 日、５月 日と今治市波方
球場で「県本部野球大会」を開催し、
今治・新居浜・西予・松山チームで
県本部代表をかけて試合が行われま
した。 日に１回戦、新居浜対今治、
西予対松山が行われ、 日決勝戦で
は新居浜と松山が対戦しました。松
山チームが愛媛県代表として、高知・
室戸チームと四国代表の座を争いま
す。
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【６月】
18 県本部拡大執行委員会
中予総支部代表者会議
公企評単組代表者会議
18 原水爆禁止四国大会
（徳島～19）
23 東予総支部代表者会議
24 宇和島病院労組定期大会
みどり苑労組定期大会
25 四国ブロック現業評夏季
学習交流集会（高知）
26 保育部会幹事会
【７月】
８ 周桑病院労組定期大会
９ 女性部幹事会
15 伊予市職労定期大会
27 人勧直前中央行動（東京）

19

程
日
30

18

４

新居浜 １ ０ ０ ２ １ ０ ０

３

０ ２ ０ １ ０ ０ ×

松山

14

14
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毎年８月の『人事院勧告』は、私たち公務員全体（正規職員も非正規職員も）の賃金給
与や休暇権利に大きく影響します。一昨年（2014年）の『勧告』は「本俸＋平均1,090円・
一時金＋0.15月」、昨年（2015年）の『勧告』は「本俸＋平均1,469円・一時金＋0.10月」
でした。本俸・一時金ともに２年連続で改善されたのは24年ぶりとなりました。人事院は、
今年も８月上旬予定の『給与改定勧告』に向け、民間給与の実態調査（5/1～6/17）を行っ
ています。「民間水準に準拠する公務員給与が、本俸・一時金とも３年連続で引き上げ勧
告となるかが焦点」（5/1愛媛新聞）といわれています。

今年の『人事院勧告』での公務員給与改善を求め、6月～7月上旬、 全 国で『 人 事 院総 裁 あ て
要求署名』に取り組んでいます。全国の自治体職員と家族の願いを『署 名 』 に 集め 、 ７ 月 下旬
に人事院に提出し、人事院や政府と交渉を行います。職員のみなさん（ 一 般 職 も管 理 職 も 、正
規も非正規も）、家族を含めて『署名』へのご協力をお願いします。

第 ４７３ 号

30

託を許さず、市直営・直
接雇用を守る運動をすす
めていくことなどを確認

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
今度の国政選挙は…からできます
にして下さい。

ましょう」と先輩から歓
迎の言葉、新人一人ひと
りに「臨時３年で今年か

た。「保育現場へようこ
そ、一緒に頑張っていき

を全員で、笑い声いっぱ
い楽しみました。最後に

キを食べながら交流後、
２年目の先生やベテラン
の先生によるリズム遊び

組合書記から『共済キャ
ンペーン』も説明。ケー

けれど、みんなが組合に
加入して大きなチカラに
していきたい」と訴え。

（伊予・家藤）
■職場で知恵を出しあい

必要最低限にしないとダ
メですね。

（西予・山里）
■地震に備えて準備して
たらかなりの大荷物に。

海 を越 え て愛 媛か ら も
「愛」の応「援」を！

リティーが気になる所で
すね。なにはともあれ、
がんばろう熊本・大分

②秀吉が京都に造営した邸宅。1587年落成

○○○○○○御礼申し上げます

⑤江戸時代の歌舞伎などに現れる怪盗。

ガマの妖術を使う

⑥（高知）行動的で気性のさっぱりした女性

の人たちが の手間をか
けてくれているからこそ

が始まりました。緑に染
まった田んぼを見て、食
の安心安全を第一に農家

（大洲・村田）
■いよいよ田植えの時期

たけれど完成した時は充
実感がありました。

①念を入れるさま。いくえにも。

要であること、安全安心

西条市職労は４月 日
「現業評議会定期大会」
を開催し、給食調理員・

し、「いっそう団結して
いこう」と心をひとつに

ら 正規 に なり ま した 」
「仕事を早く覚えたい」

先輩から新人へ花束を贈
呈。その後も近況報告や

【タテのカギ】

う」と開会あいさつ。桂

ながった」と連帯あいさ
つ。大会では「活動経過・
決算報告」「運動方針案・
学校庁務員の合計 人と
市職労役員などが参加。

しました。また、大会後
には 、 四国 労働 金 庫の

ヘッドホン

■マイナンバー…セキュ

⑨一人で音楽を聞く道具、○○○○や

など抱負を語ってもらい
ました。井出保育部長が

とりくんでいきます。

⑧○○○○⇔最小

で住み続けられる地域づ
くりのためにも、民間委

予算案」の全議案が承認
されました。新役員とし
活動経過では、民間委託
の動きのなか『ＰＦＩ学

しく感じました。ハード
な勤務が続いているなか、
組合のモットー『笑顔で

大会までに新規加入が得
られるように、みんなで

⑦野球、楽天チームの公式マスコット

おたより
ありがとう

④「インターネットラジオ」の略

話に花が咲いていました。 がんばりました。難しかっ

今治市職保育部会は５
月 日「新採歓迎会」を
開催し 人が参加しまし

①四国八十八ヵ所40番札所

城執行委員長が「要求が
５人の正規職員採用につ

て、会長に杉之内珠恵さ
ん、副会長に井上央哉さ

習会』開催などを報告し、 『個人型確定拠出年金セ
運動方針として、正規採 ミナー』が行われ、「老
用実現に向けて、経験と 後に向けての備え」につ

伊予市職労現業評議会
は５月 日「定期大会」

つかもう 笑顔になれる
明日を！」をスローガン
ん、幹事長に石丸百合さ
んなどを選任し、『団結
がんばろう』で終了しま
技術の継承と専門性が必

を開催し調理員を中心に
人が参加。「つなげて

に、杉之内会長が「小さ
な声を大きなチカラに変
えて要求し続けていきた
した。

周桑病院労組は４月
日夕方、病院近くの集会

と「要求書案」、昨年総
会で確認されていた「コ
コロ分会規約」を提案。

いて学習しました。

い、一緒にがんばりましょ

がらも、楽しめる活動の

所で「新採歓迎会＆親睦
会」を開催し、新採５人

ます」「この病院に就職
できてよかった」など、

とりくみが報告し、全て
の議案を承認。新役員の

と未加入者含め先輩職員
人＋ 子どもも参加 。
『つ な ぐ』 を テー マ に

西予市職労は５月 日

山本部長が「女性の観点
から学び、女性のエネル
ギーを結集して、明るく

「脳トレ運動」や「ゲー つながる職場づくり』が
ム」で盛り上がりました。 できるよう、７月の定期

職の井口委員長が来賓あ
いさつ。その後、新規組
合加入者が自己紹介。経

全議案が承認されました。
新分会長が「組合活動を

職場の雰囲気が良いこと
が伝わっていることを嬉

執行委員長が激励あいさ
つ。女性部事務局が「エ
ネルギー講座と賃金・労
元気に仲間・職場づくり
を行いたい」と決意を述

「女性部定期大会」を開
催し、 人が参加。和気

働条件学習会」「西条歓
喜庵と鉄道歴史パーク一

新人の方からは「先輩が
親切に仕事を教えてくれ

習会・研修会等への参加
機会の確立、②賃金待遇

過報告で「内子町社会保
障推進協議会」と初めて

前へ、チカラをあわせて
がんばりましょう」とあ

【ヨコのカギ】

「一人のチカラは小さい

おいしいご飯が食べれる
という感謝の気持ちを忘
れないようにしたいです。

（四国中央・笹本）
■今年は現時点で台風が

一つも発生していません。
世界的に異常気象ですね。

（津島吉田・小林）

■４７１号のパズルの答
えは「マイナンバーセイ
ド」（マイナンバー制度）
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）

井上 裕也（西 予）
家藤 妙子（伊 予）
春木 信二（今治水道）
山内真由美（西 条）
村田
学（大 洲）

【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】７月 日【発
表】４７５号（８月号）

の写真でした。訂正して
お詫びいたします。

メーデーの写真に誤りが
ありました。正しくは左

【お詫び】前号５月号・
４７２号の１面の宇和島

10

23

51

10

27

27

べました。西予女性部は
若い世代ががんばってい
ます！

県自治体一般労組ココ
ロ分会（内子社協）は５

改善の実現、③職員交流
のレクリエーション実施

懇談会を持ち保育の現状
を交流したことなどを報

いさつしました。

21

24

堀川孝行

出題者

18

日研修」「手作りウイン
ナー作り教室」など、仕
事と家庭の両立で多忙な

月 日「定期総会」を開
催し 人が参加。内子町

告。活動方針では、①学

31

③○○は易く行うは難し

88

20

34

!

38
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