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今治市職は７月

日

「給食部会集会」を開催
し 人が参加。この１年
で「通勤手当支給」「非
正規職員の病気休暇新設」
「アルバイト職員・調理
員への夏季休暇付与」が
勝ち取れたことを報告。
次に後藤県本部委員長を
講師に「私たちの運動で
『風向き』が大きく変わっ
ている。チャンスに一緒
に声をあげる仲間づくり
を」など学習。意見交換

では「他市・他県との学
習交流会は刺激になる。
ぜひ参加を」「人員不足
で現場は殺伐とし余裕が
ない」「職場にクーラー
が整備され、働く環境は
良い感じ」などの意見が
あり、最後に部会長が
「今日出された声をまと
め『給食部会要求書』提
出し、８月に給食課と話
しあう。各調理場からも
参加し、現場の実状を伝
えてほしい。みんなで組
合加入をよびかけよう」
と提起しました。

宇和島病院労組は７月 日「牛鬼祭
り浴衣着付け」を病院組合事務所で行
い、 人が参加。今年は先生に加え、
元組合役員の２人に手伝っていただき
ました。『鮮やかな浴衣』と『手づく
りの髪飾り』はそれぞれ個性豊かで、
みなさん 着付けが終わ ると、笑 顔で
『宇和島音頭』に参加しました。『牛
鬼祭り』も天候に恵まれ、宇和島市が
活気づいた３日間になりました。

７月 日、人勧直前・
中央行動が実施され、◎
公務員賃金改善、◎最低
賃金千円以上への引き上
げ、◎労働法制改革・戦
争法廃止などを掲げ、暑
い東京で行動。全国から
１７００人（愛媛８単組
人）が参加。総務省前
の自治労連行動で「公務
員給与の『地域間格差拡
大』を許さず、正規も非
正規も生活できる賃上げ

13

を」とアピール。内閣人
事局前行動では『雇用と
年金の確実な接続を求め
る署名』を提出。人事院
包囲行動では「公務員賃
金改善、配偶者手当改悪
阻止、給与制度の総合的
見直し中止」を訴え。日
比谷野外音楽堂での「決
起集会」の後、「銀座ア
ピール行進」を行いまし
た。今回愛媛参加者 人
中６人が中央行動に初参
加。「全国の熱い仲間と
ともに組合員の声を届け
ることができました。

23

程
日

県本部は７月 日「第 新居浜水道、「ラスが低 「２月に未加入者アンケー 者と保育士に負担がかかっ
回定期大会」を松山で い要因解明と改善を粘り ト実施し組合加入があっ ている。県要請や市町担
開催し、 単組から代議 強く要求していく」西条、 た。組合をいろんな方法 当課へ要請を続ける」保
員・執行委員、来賓・争 「職場アンケート実施し でアピールする」今治、 育部会、「中小零細水道
議団など 人が参加。① 病院のハラスメント対策 「職場対話で共済キャン 職場と単組をつなぐ『愛
活動経過、②運動方針案 を要求している」大洲病、 ペーンに ％以上の加入 媛モデル』を大切にする」
《この１年間の８つの特 「安全衛生委員会の活動 協力があった」内子、 公企評、「職場・単組か
徴》《組合運動の３つの 強化し職場改善すすめる」 「昨年 人が共済継続加 ら全県・全国につながっ
原点》《向こう１年間の 久万高原、「交渉結果は 入し、今年の新採ほぼ全 ていく。つながって助け
７つの基調》など、③決 毎回朝ビラで全職員に知 員がプレゼント加入。共 あえる組織にしたい」青
算・財政方針案・予算案、 らせ、職場の関心が高まっ 済が笑顔あふれる職場づ 年部、「西予市広報で
すべての報告・議案が承 ている」今治水道、「宇 くりの一助になっている」 『自治労連の看護師アン
認・採択され、新執行部 和島市の保育所民間委託 西予、「昨年１月支部結 ケート』が紹介された。
を選出。参加全単組と全 方針に対し、内子町に学 成し、非正規要求が前進 人員確保・労働条件改善
部評、市町村共済議員・ んで要求し交渉する」津 している。嘱託職員の退 めざす」医療介護評、
周病裁判原告から発言が 島、「標準評価で一時金 職手当を要求していく。 「８月 日全県集会で要
ありました。
が下がるのはオカシイの 自分が組合に入ったのは、 求と仲間づくりを交流す
声を広げる」四国中央な 若い人が働き続けられる る」非正規公共評、「住
ど。
職場にしたいと思ったか 民サービス支える現業職
ら。大洲市民と職場の仲 場を守りたい。３月９日
間が大好きだ。誠実に前 現業署名の総務省提出に
向きに一歩一歩すすんで 愛媛からも参加」現業評、
いきたい」県一般大洲な 「８月 日高松高裁で判
ど。
決。誇りを取り戻したい
気持ちで最後までたたか
いたい」周病裁判原告、
「 月の改選で東予・中
予・南予から自治労連議
員を。共済会館は改修を
行う」市町村共済議員な
ど。
28

26

80

95

「女性が働き続けられ
る職場めざし来年結成
年。平和・反核・憲法守
る運動を地道に続ける」
女性部、「新制度で保護

10

75

「 年ぶりに正規調理
員５人採用」伊予、「人
員確保し安全安心の介護
「２月３月共済キャン
をめざす」津島吉田病、 ペーンで現業分会 ％以
「最も切実なのは人員不 上が協力加入。その効果
足。育休者の正規補充を で４月に異動者 人が組
重点に」新居浜、「公務 合加入し組織拡大も前進」
に評価制度がなじむのか、 松山、「非正規組合員が
職場に問題提起する」東 職場で声をかけて今週２
温、「人員確保と待遇改 人組合加入。要求前進が
善しなければ、安全な水 伝わり職場に加入の雰囲
の供給ができなくなる」 気がある」宇和島病、

27

【８月】
12 新居浜社協労組定期大会
12 保育部会幹事会・県要請
17 県本部拡大執行委員会・
「2016人勧学習」
17 公企評代表者会議
20 自治労連全国大会
（岡山～23）
25 愛媛食健連総会（松山）
26 元周病職員裁判判決
（高松高裁）
27 現業評幹事会
医療介護評幹事会（西予）
28 県自治体一般定期大会・
非正規公共交流集会（伊予）
29 県自治体問題研究所例会
【９月】
３ 愛媛労連定期大会（松山）
３ 四国ブロック野球大会
３ 自治体にはたらく女性の
全国交流集会（京都～４）
17 県本部拡大執行委員会・
「人勧・給与制度学習」
17 中予総支部定期総会
24 東予総支部定期総会
（四国中央）
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朝日保育園職員労働組
合は７月１日「定期大会」
こでただ「多い」だけで
なく、どう多いのか、ど

な対策案を出してほしい」
と回答がありました。そ

る機会に」などあいさつ。 締め、会場から大きな拍
経過では、新採全員の組 手。大会終了後の懇親会
合加入や『共済実感キャ の最後に全員で『一本締

するときに『憲法がどう
あるべきか』改めて考え

委 員長 が 参院 選 に触 れ
「町職員として住民に接

内子 町職は７月 日
「定期大会」を開催し
人が参加。はじめに井口

加。渡部新委員長が「よ
り はっ き りと し た形 で

西条市職労は７月 日
「定期大会」を開催し、
代議員など１２０人が参

ある『自治労連』がこの
まま続くことを望む」と

め』を行いました。

部会、保育部会から発言
がありました。すべての
報告・議案が承認・採択
され、『団結ガンバロウ』
で大会を閉会し、『大福
引き大会』を実施しまし
た。
求していく。◎地方公務
員の要求実現こそ、地域

マス目を埋め、二重枠の９文字で、
最近は新規より修繕・補修が多くなり
課題に…にして下さい。

臨時に発行するもの

然として対峙することな
どが強調され、大会では
すべての報告・議案が承

る労働環境を求め、それ
を蔑ろにする動きには毅

をはかる。◎「すべては
住民、未来の子どもたち
のために」職責を果たせ

が多くて本当に大変だ！
（大洲病院・吉川）

■今年の梅雨の影響で、
土砂崩れがあってかなり
困った。今年も異常気象

うことも多いですね。
（西予・西崎）

■蝉の声を聞くと夏なん
だナーと…季節の変わり
目は虫たちに教えてもら

⑧（野球）相手側の失策。エラー

認・採択され、渡部新委
員長の『団結ガンバロウ』

⑦（英語）王冠

■毎年夏野菜を小さな畑
で家庭菜園。今年はキュ

おたより
ありがとう

関東○○○○○○地方

で閉会。その後『お楽し
み抽選会』で盛り上がり

経済の原動力になると信
じ、組織拡大・団結強化

④新聞などで重大な事件が起きたときに

【タテのカギ】

①日本語を五十音順に並べ、表記・語義・

②学び始めたばかりの初心者、初めて学ぶ者

用例などを日本語で説明した書物

③○○ロジー、○○ノミー、○○ひいき

⑤思うようにならず、いらいらすること

ることに。その結果…ウ

いろいろガタがきていた
のでより詳しい検査をす

■年に一度の人間ドック
を受診しました。今年は

を冷やして食べるのが日
課です。
（西予・井上）

■毎日暑いですね。知人
にもらった大量のトマト

んで、熱中症を予防して
います。何たって暑い。
（西条・川名）

（西予・菅家）
■塩飴をなめて、麦茶の

マトも枯れちゃった。暑
さと雨にやられたー。

⑨薬として用いること。○○○○石鹸

達成などを報告し、運動

を開催し、組合員 人が
参加。６月に園長あてに
の程度時間がかかってい
るのか把握するために、

話もあり、近日学習会を

ンペーン』で加入率 ％

新居浜市職労は７月
執行部の経過報告・決算
日「定期大会」を開催し、 報告、方針提案・予算提

『組合の存在意義』を伝
えていきたい」とあいさ
つ。経過報告・方針提案

①山梨・長野・新潟の総称。

ウリも早くもおざり、ト

■４７３号のパズルの答
えは「ジュウハッサイ」
（ 歳）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）

18

【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】９月 日【発
表】４７７号（ 月号）

鴨川
弘（今 治）
西原のり子（新居浜）
川名 良子（西 条）
小林 弘樹（津島吉田）
宮城 恵子（西 条）

12

方針案が承認されました。
大会議長をした福見元町

提出した「要求書回答」
や「勤務状況」などにつ
組合員全員で「自分の残
業調べ」をすることにし
ました。「組合の役割が
開く予定です。

疲労増加と中途退職者が
いることなどを報告。方

代議員・執行部など 人
が 参加 。 高橋 委 員長 が

では、◎Ｈ 年度退職者
人に対し、Ｈ 年度

42

⑥日本の紙幣は日本○○○○券

職委 員 長が 「入 職 時の
『宣誓書』を思い出して、
そこには『日本国憲法を

いて、意見を交わし話し
あいました。毎回問題に
なる「書類の多さ」につ
よく分からない」という

遵守し』と書かれていた
はず。政党支持の自由の

いて、園側から「具体的

周桑病院労組は７月８
針では「組合活動や懇親
旅行」などに参加できな

「職場は人員不足で大変
ですが、黙っていては何
も解決しない。みんなで

しないと『いい仕事・市
民に喜ばれる仕事』がで
きない」と連帯あいさつ。

日「定期大会」を開催し
人が参加。豊田委員長
い組合員への配慮なども
提案し、全会一致で確認。
豊田委員長ら新役員が１

理７年目で「経営安定」
が聞こえる一方で「夜勤
体制見直し」による職員

が「今年は新採職員４人
が組合加入した。小さな
組合だけど職場に組合は

声を上げよう」とあいさ
つ。来賓の大野水道労組

をスローガンに「定期大 に全県・全国の仲間と交
会」を開催し 人が参加。 流し『組合力』を高めよ

伊予市職労は７月 日
『守ろう、くらしと職場
環境。アモーレ組合！』

う」など提案。討論を経
て、岡井書記長が「職場
の声をさらに組合にあげ

人の新規採用を実現。◎
学校給食の現状を訴え、

【ヨコのカギ】
ました。

（西予・竹森）

より泣きそうです。幸せ
になってね。

ます。想像するだけで涙
ぐんでしまい、当日は娘

にもなってしまいました。
（四国中央・山岡）
■７月末に長女が結婚し

クが重くなって…という
言い訳をするような人間

■夏フェスのシーズンで
すが思うように参加でき
ず。年をとりフットワー

クでした（笑）
（今治・白石）

エストの数値が４センチ
もアップしていたのがショッ

10 27

案を受けて、青年部、技
術職員、婦人部、調理員

必要です。組合旅行や交 年間の決意を述べ、大会
流会も計画しているので、 終 了 後は 参加 者 全員 が

委員長も「職場が大変だ
からこそ、組合を大切に

桂城委員長が「今年４月
の現業正規５人採用は大
きな成果。さらに人員を

て」とまとめ、全議案を
承認 。 久保 新 委員 長 が
してください」とあいさ
つし『団結がんばろう』

市民の賛同も得ながら要

27

10

58
26

「懇親会」で交流しまし
た。

多くの意見を寄せてほし
い」とあいさつ。指定管

増やすなど、要求を実現
し、組合を大きくしよう」

「委員長として自分に足
りないことが多いと改め

で閉会しました。

点」「縦と横のつながり
強化、互いの顔が見え協
力できる組織」「積極的

とあいさつし、経過を報
告。運動方針案では「要

て気づいた。チカラを貸

26

堀川孝行

出題者
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求・交渉は組合活動の原
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