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松山
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０

２

２
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５
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エミ子さんから広島での
被爆体験を聞き「教会で
清掃中に強い閃光と爆風
で飛ばされ、梁や桁が足
元すれすれに落ちてきた。
その後、広島入りした弟
妹も自分も発ガンし、子
どもや孫への被爆の影響
をずっと心配し続けた。
原爆の怖さを１人でも多
くの若い人に語り伝えた
い」と話されました。

78

９月３日、内子町で 「四国ブロッ ク
野 球大 会 」を 実施 し、 愛 媛代 表・ 松 山
市 職労 チ ーム と高 知代 表 ・室 戸市 職 労
チームが対戦しました。
１回 裏 松山 はレ フト 前 ヒッ トか ら ３
番 が巧 み にラ イト 前へ 運 び、 ４番 の 犠
牲フライで先制。５回表室戸はランナー
を エラ ー で進 めて タイ ム リー 。松 山 は
そ の裏 満 塁と し、 押し 出 し死 球・ 四 球
で 加点 。 室戸 が６ 回表 １ 点返 すも 、 そ
の 裏松 山 がダ メ押 し。 最 後は 松山 の リ
リ ーフ が 抑え 、自 治労 連 全国 野球 大 会
（ 月 ～ 日滋賀県大 津市 ）出場 を
決めました。

27

８月 ～ 日、岡山県 げ・格差是正・非正規改
で「自治労連全国大会」 善をめざす制度的賃金闘
が開催されました。 ～ 争（最低賃金・公契約改
定期大会では、①憲法・ 善・公務員賃金引き上げ）
地方自治を守りいかす地 の推進、④要求実現のチ
域と自治体づくりの運動、 カラを大きくする『仲間
②不払残業根絶や健康管 づくり』組織強化拡大・
理を職場から求める予算 共済加入の前進などが提
人員闘争は住民のいのち 起され、全国の苦労や工
と暮らしを守るたたかい、 夫、経験や実践を 人が
③すべての労働者の賃上 発言しました。

１

15

23

リングし精査していく。
③「保育士不足」ではＨ
年から保育士・保育所
支援センター開設し 人
がマッチング。県議会で
復職支援などの予算を確
保したなど。参加者から、
◎『残業調べ』中間報告、
◎非正規保育士の改善要
望、◎正規募集でも集ま
らない保育士の疲弊状況
など、職場の声を伝え、
継続した懇談開催も約束
しました。

１

８月 日「県子育て支
援課懇談会」に７単組
人が参加。次の見解が示
されました。①「子ども・
子育て支援制度」の県内
状況では、事務負担増は
把握している。②「保育
士の処遇改善」は県単独
の施策は困難。書類の簡
素化を市町担当課にヒア

０

８月９日、 回目の
「平和の使者『千羽鶴』
を海外へ送るつどい」が
松山市で行われ、 人が
参加。「平和行進参加団
体」から集まった約 万
羽の折り鶴を箱詰めし、
フィンランドとスウェー
デンの３団体へ送り、計
カ国 団体へ４１３万
８ 千 羽を 送 り ま し た 。
「つどい」では、新土居

０

16

21

25

75

進した経験を報告。非正
規保育士率 ％の西条市
の現状、正規採用増や非
正規改善を求める秋の要
求活動への意見交換では
「若い世代が市の保育士
になりたいと思う職場に
したい」などの意見、パー
ト職員が見つからない実
状などの発言がありまし
た。

０

81

23

０

10

程
日
11

今治市職保育部会は８ ③非正規の待遇改善、④
月 日「要求書」にもと 書類の簡素化と時間外勤
づく「保育課長との懇談 務、⑤再任用・再雇用制
会」を実施し 人が参加。 度などを要求し意見交換。
はじめに保育課長が「日々 保育課長から「こういう
保育現場の最前線で頑張っ 場をもっと持ちたい」と
てくれている保育士さん 表明がありました。
に感謝している」とあい
さつ。その後、①民営化・
廃園問題、②人員確保や
正規保育士の採用枠拡大、
西条市職労は８月 日
「保育部全体集会＆学習
会」を開催し保育士 人
（うち非正規 人）が参
加。保育部役員が夏季交
渉などを報告。県本部講
師による学習後、今治市
職の石井さんから自身の
市臨時保育士６年の経験
と組合に加入し『当事者
の声』を直接伝え要求前

75

23

11

31
40

31

室戸

12

【９月】
17 県本部拡大執行委員会・
「人勧・給与制度学習」
17 労安職業病対策委員会
17 いのちと健康を守る中四
国セミナー（高知～18）
19 県本部バレーボール大会
（四国中央）
22 女性部幹事会
24 東予総支部定期総会
（四国中央）
28 市職評定期総会・県市長
会長要請（西条）
30 南予総支部代表者会議
（西予）
【10月】
１ 地方自治研究全国集会
（つくば市～２）
１ 自治体退職者会総会
（松山）
３ 町村評定期総会・県町村
会長要請（松山）
８ 青年部幹事会
15 津島吉田病院労組大会
16 医療介護評幹事会（内子）
20 いのちと地域を守る全国
集会（東京）

10

第 ４７６ 号
８月８日、人事院は国会と内閣に対し、官民較差0.17％・708円にもと
づく国家公務員の本俸（月例給）引上げ、一時金（ボーナス）支給月数
改善などの「勧告」を行いました。2014年度（較差0.27％・1,090円）、
2015年度（較差0.36％・1,469円）に続き、《本俸・一時金とも３年連続
引上げ勧告》は1991年以来「25年ぶり＝人勧史上３度目」です。
一方、昨年は「官民較差の８割」を「地域手当の改善」に充てたのに
続き、今年は「官民較差の３割」を「本省手当（本府省業務調整手当）
の改善」に充て、地域手当も本省手当もない地方と都市部で、さらに格
差が拡大します。
また、配偶者に係る扶養手当額（13,000円）を他の扶養家族にかかる
手当額（6,500円）と同額まで減額し、それにより生じる原資を用いて子
に係る扶養手当額を引上げ（10,000円）、2020（Ｈ32）年度までに段階
的に実施することを勧告しました。

９月１５日
２０１６年
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（１） 第４７６号

年初めて「 歳以上組合
員限定の懇親会」を実施
などの感想も。住民サー
ビスの第一線の責任と中
間管理職責を担う世代の

松山駅から近くて良い」
「メニューが多く満足」

を酌み交わし、大いに盛
り上がりました。「ＪＲ

伊予市職労は７月 日、 としました。コンロを囲
松山市内のビアガーデン み、ビールなどドリンク

ぴり解消できました。

世代が集まった交流会で
「日頃のストレス」をちょっ

ました。大人も子どもも

規模開催ではありました
が、初めての試みとして
『手持ち花火』を実施し

催し、親子連れで 人が
参加しました。今年は小

恒例の「夏祭り」を『マ
リンパーク新居浜』で開

新居浜市職労は８月
日、青年部主催で夏休み

で「懇親・情報交換会」
を実施し 人が参加。昨

したところ「またやって
ほしい」との声が多かっ
たことから、今年は枠を
『課題・悩み』を持つ同

域医療の充実をめざす」
などの次年度方針を提案

８月 日、『リージェン
トホテルビアガーデン』

市立宇和島病院労組は

闘で病院が存続している
ことに感謝する。建物耐
発生時の公助には限界が
ある。自分の命は自分で
守ろう」と日頃の備えの

続いたら『南海地震』発
生と思っていい。大災害

り、自己紹介をしたり、

人が参加しました。青年
部副部長の乾杯にはじま

「現場特有の悩みがある。
声を集めて少しでもいい
職場にしたい」、介護事

師の『ミニ学習会』を開
催。「労働組合ってなあ
に？」をテーマに、なぜ

保育の職場から 人が参
加。まず、和気委員長講

西予市職労は８月 日
「青年部交流会」を開催
し、行政職はじめ介護や

年雇用をやめさせ、継続
できるようになった。市

楽しく語り合いながら、
花火や食事を楽しんでい
ました。

多くの方が普段は話す機
会のない他の部署の方と
も楽しく会話できました。
川口執行委員長から、新
採１人ひとりに『組合加
入記念品』の贈呈もあり
ました。おいしいお料理
とお酒に会話も弾み、楽
しく交流できました。
ト』についても説明。井
上書記長は「組合は単な
る任意団体でなく法律で

⑦正式の記録以外の伝記。本伝に載って

いない逸話など

ながるとわかった」と発
言。メインの『交流会』
は青年パワー全開。懇親

■残暑厳しい８月 日午
前２時、右足に激痛が！

■今年の台風の動きは予
想ができませんね。
（津島吉田・小林）

人生２回目ムカデに噛ま
れました。こんなに痛かっ

たかな～ ^^;
（西予・西崎）
■大切な子どもたちを預

予市の組合は統合できな
いの？」などなど、日頃
言い出しにくい「モヤモ
ヤする話題」でも盛り上
がりました。『交流会』

かっているので、日常の
いろんな場面を想定して

テキーラなどが有名

①人の生き血を吸うという魔物。バンパイア

②プロレス技の一種。オクトパスホールド

③大豆を炒って挽いた粉は「き○○」

⑤どの月も。月々。 ○○○○一回集まる

⑥「○○○○しょ、どっこいしょ」

の観光客からドイツ語で

（西条・村上）
■先日、サイクリング中

家族、職場の方々の支え
でここまでこれました。

■４７４号のパズルの答
えは「サナダノブシゲ」
（真田信繁）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）

吉川 匡希（大洲病院）
西崎みどり（西 予）
池田 圭美（今 治）
村上 好美（西 条）
山岡 昭彦（四国中央）

【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】 月 日【発
表】４７８号（ 月号）

はんが食べたい様子。言
葉と店と両方の意味で困

（今治・白石）
■数年ぶりに休日の庁舎

（四国中央・山岡）

いや、これ以上はやめて
おきましょう。

りました。欲を言えば業
務として勤務する以上、

早く感じています。８月 の日直当番を経験しまし
下旬に家族９人で北海道 た。多種多様な問い合わ
旅行に出かける予定です。 せがあり非常に勉強にな

します。今年定年退職を
迎えます。年月が経過を

ンピックまち遠しいです。 り最終的に、片言英語と
（今治・池田） ジェスチャー！これしか
■久しぶりにお便りを出 ありませんでした（笑）

■４年に一度のオリンピッ
ク。２０２０年東京オリ

難方法を考えております。 話しかけられ…どうやら
（新居浜・西原） 今（午後３時）から昼ご

【タテのカギ】

26

通知すること。厚生労働省○○○○

はいつもながら深夜まで
およびましたが、みんな

⑨北アメリカ大陸南部にある連邦共和国。

マス目を埋め、二重枠の８文字で、
災害時に備え、 年ぶりに
増設されたものにして下さい。

④愛媛県南西部の市。元伊達氏の城下町

おたより
ありがとう

①この上ない。危険○○○○○○

のなかで「自治労連と自
治労があるのはなぜ？西

保障され、要求活動がひ
いては地域活性化にもつ

【ヨコのカギ】

翌日元気に出勤しました。 地震・津波に対しての避

なかなかカブは抜けません

堀川孝行

29

拡大し「 歳以上対象」

し確認。記念講演では横
山文彦さん（宇和島消防

と並行して建物耐震化を
すすめ、宇和島市内の３
病院２施設が連携して地

院を存続・充実させる住
民の会』の「第 回総会」

で「青年部新入組合員歓
迎会」を開催し、組合員
人、うち新入組合員６

７月 日『市立吉田病

に地域住民ら 人が参加。 署吉田副分署長）が『南
村上病院事務長、赤松市 海地震に備えて』と題し、
議が「『住民の会』の奮 「地震の揺れが１分以上

震化の予算獲得へ検討を
重ねている」来賓あいさ
つ。住民の会の石村事務

大切さを話しました。

業職場から「初めて事業
所が赤字に。職場の将来

組合が必要なのか、組合
の権利や役割など組合運

しが大切です」とあいさ
つ。障がい施設職場から

人が参加。最初に白川 が不安。長時間労働をな
委員長が「この４年間で、 くすことが切実な要求だ」
組合員も増員、非正規５ と職場状況の発言があり

会職員労働組合は８月
日「定期大会」を開催し

ました。執行部の報告・
提案が承認され、石井新

新居浜市社会福祉協議

局長が「常勤医師の確保

19

動の基礎を学習。昨年か
ら チカ ラ を入 れ てい る

民に信頼され頼りにされ
る社協にするためにみん
なの団結、組合員の後押

11 27
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10

26

委員長ほか新執行部を選
出。大会後は懇親会で交

12
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『自治労連共済プレゼン

24

出題者

28
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⑧行政官庁が所管の機関や職員に文書で

27

30

流しました。
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９月１５日
２０１６年
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