※10月の『統一要求提出』（写真左から）新居浜市職労・久万高原町職・市立宇和島病院労組・新居浜市社会福祉協議会労組
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宇部市職労（山口）
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『記念講演』では、村
田武先生（愛媛大学アカ
デミックアドバイザー）
が「農林水産業をはじめ
地域産業の活性化と定住
促進―ＴＰＰの行方」を
テーマに講演。これから
「『食とエネルギーの産
直時代』が到来する」と
し「食料問題のとりくみ
を地域経済の活性化とエ
ネルギー問題＝原発に依
存しない地域社会と結び
つける」「農林漁業を地
域産業の基礎とし地域で
雇用をつくる」、さらに
農協などと共同出資で
『電力事業協同組合』の
設立、商工会や自治体と
の連携を働きかけ、着手
中の県内事例「伊予市の
電気自動車シェアリング」
「西予市のバイオガス発
電」「鬼北町の防災対策
マイクロ水力実験」など
を紹介し、地方自治体の
『エネルギー政策』の発
想転換をよびかけました。
◎今年の開催地・西予市
職労は「おもてなしの集
会にしよう」と 人以上
の参加と集会の準備・運
営に大奮闘しました。

月６日、西予市『県 活動事例を紹介。「山の
歴史文化博物館』での ちからは人のたから。山
「第 回地方自治研究愛 あいの古里が持つちから
媛県集会（県自治研）」 を伸ばし育てていくこと
に１５３人が参加。午前 が、街に住む人々の生活
中《６つの分科会》①ま にとっても必ず良いもの
ちづくり・地域活性化・ をもたらす」などのグルー
地方財政、②社会保障・ プ理念が印象的でした。
医療介護・公衆衛生、③
地域の安全安心を守る現
業職場、④「いのちの水」、
⑤保育、⑥青年講座「生
活賃金シミュレーション」
で職場・地域状況を交流。
午後は《全体会》。管
家一夫・西予市長メッセー
ジが紹介されました。

（中）②社会保障分科会

程
日
月 日『憲法・いの 集会の後は、ブロックご
ち・社会保障まもる国民 とに宣伝カーの後に続き
集会』（東京）に愛媛７ 『シュプレヒコール』で
人（全体３千人超）が参 訴えながら『白衣』で銀
加。集会のリレートーク 座の街をパレードしまし
では医師・患者団体など た。愛媛参加者の内５人
５人の発言があり、保団 は初めての参加で、銀座
連の武村副会長は、貧困 の車道を大勢の警察官が
の広がりは患者の医療抑 交通整理しながらの行進
制につながっているとし にビックリしていました。
て、患者とともに医療費 秋なのに 度近い晴天の
負担増にストップをかけ なか、アツい集会になり
る運動をよびかけました。 ました。
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『地元報告』として和
気数男さん（百姓百品グ
ループ代表取締役）が地
元西予市で「主体的に考
え、自ら発信できる農業
めざす」「産直を通じた
都市との交流による村お
こし」「障がいのあるメ
ンバーの就労の場をつく
り自立と生活を支える」

（上）⑥青年講座

【11月】
15 市町村共済議員選挙投票
県民大運動・県予算交渉
17 県本部拡大執行委員会・
県市町振興課重点要求要請
非正規公共評幹事会
18 今治水道労組定期大会
19 田福千秋さんを偲ぶ会
23 女性部幹事会
23 自治労連全国野球大会
（大津～26）
23 地域医療を守る全国集会
（東京）
25 南予総支部代表者会議
26 青年部幹事会
はたらく女性の中央集会
（高知～27）
28 松山市職労定期大会
【12月】
３ 自治労連四国ブロック定
期総会・労安学習会（高知）
７ 東予総支部代表者会議
10 医療介護評幹事会
14 県本部拡大執行委員会
17 現業評定期大会
労安職業病対策委員会
27 学校給食県教委員会要請

月 ～ 日広島県 らももっと楽しいバレー
「第 回自治労連全国ス ボールをめざします！
ポーツ大会《女子バレー 【杉中博子部長】コート
ボール》」で西条市職労 もベンチも、みんなが心
チームが『準優勝』。 ・ をひとつにして臨んだ晴
年『２年連続３位』の れの舞台で、チーム過去
壁を破り全国２位でした。 最高の『銀メダル』を獲
【渡邊純也監督】この 得できたことに感激する
結果は、技術、気持ち、 とともに、今まで練習を
チームワーク、幸運、 ともにした地元チームの
すべての歯車がかみ合 みなさんや温かく送り出
い、選手全員がバレー してくださった職場のみ
ボールを楽しんだ証で なさんに感謝の気持ちで
す。何ごとも全力でと いっぱいです。ありがと
りくみ、どこより明る うございました。県内の
く楽しいこのチームに ライバルとも切磋琢磨し
は、もう一つ上の色が ながら、来年は頂点をめ
お似合いです。これか ざします！
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古河市職労（茨城）

〔予選リーグ〕
西条市職労 21-17
21-16
西条市職労 21-12
21-15
〔準決勝〕
西条市職労 21- 9
21-19
〔決 勝〕
西条市職労 12-21
8-21
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■８月の人事院勧告（8/8国勧告）、10月の愛媛県人事委員会勧告（10/6県勧告）を受け、各市町
の12月議会で「職員給与改定」が予定されています。「地域手当」も「本省手当」もない県内
市町では「官民較差を給料表で解消する給与改定」が必要です。『公務員の給与勧告制度』は、
労働基本権の代償措置として、公務員の給与水準を民間企業従事者の給与水準と均衡させるこ
とが基本（人事院ＨＰより）です。
■国も愛媛県も「官民較差を解消する給与改定」が実施される見通しです。『国（人勧）準拠』
とは、「単に国の給料表を使うこと」ではなく「官民較差を解消すること」です。
■自治労連県本部と各単組は、10月中旬に『統一要求書』を提出し、その後『単組要求書』提出、
単組の『労使協議・団体交渉』がすすめられています。「官民較差を解消する給与改定」とあ
わせ、◎人員増、◎超勤縮減、◎職場環境改善などで『職員が健康で協力しあって、住民のた
め、しっかり仕事ができる職場』をめざします。

第 ４７８ 号

じめに村瀬委員長が『組
合の必要性・大切さ』を
改めて訴え、「市民サー
を守るために余裕ある人
員配置が必要」、給食部

保育部会は「保育士不足
が深刻。保育中に地震や
災害が起きた時、子ども

と提起。討論では青年部・
女性部など６人が発言。

あわせて、夜勤日額を２
４０円（７８９０円→８
１３０円に）改善した」

「 月 日から愛媛最低
賃金の改定時給＋ 円に

処遇改善について愛媛県
人事課と「団体交渉」を
実施。給与改善について

月 日「秋季要求書」に
もとづき、県嘱託職員の

金に連動ではなく一般職

は 持っ て いる 。 政府 の
『非正規の賃金水準を正

に、人事課は「『賃金水
準が最低賃金ギリギリで
いいのか』という考え方

れば支給したい」と回答。
参加した組合員は「さっ
そく該当する組合員に伝

償』という考え方なので、
実費負担分の申請がされ

では「一般職と違い、嘱
託職員は『通勤費用の弁

⑨他人に同調する、付和○○○○

①相手も自分も同じ。苦しいのは○○○○

②防火設備の一種。法令上「防火戸」が正式

○○だ

③ハワイ料理。白飯にハンバーグと目玉焼き。

○○モコ

⑤物事の見方・考え方。○○○○の相違

⑥多数の人や物が一度に押し寄せる。

内子町職は 月 日、
青年部レクリエーション

合展開となり、一生懸命
やり過ぎてヘロヘロにな
りながらも、ボールを追

最終結果は「各チーム１
点差」という白熱した試

まは値上がりするし、台
風が次々発生し野菜が高

ももう残りわずかですね。 いますが、楽しまさせて
（新居浜・鎌田） もらっています。
■最近海水温上昇でさん
（四国中央・大西）

（新居浜・向井）
■秋祭りが終われば今年

■次男の少年野球のサポー
トで忙しい毎日を送って
企画として『キンボール
大会』を開催しました。
昨年初めて開催したキン

いかけました。また参加
者のうち 人が女性だっ

ら、仕事上の憂さを一時

く道のコケ落としに精を
出しました。看護研究や

■先日、団地内の清掃作
業で、団地から公道に続

ボールですが、相手チー
ムが上方向に打った大き

たこともあり、昨年より
も『華』のある大会とな

騰し家計は大○○です。
（西予・田中）

なボールを指名されたチー
ムが落とさずに拾うだけ

楽しみに待っているお婆
ちゃんでした。
（西予・竹森）

とができるよう祈ってい
ます。初孫の動画送信を

生まれます。母子共に元
気で無事誕生を迎えるこ

【タテのカギ】

■４７６号のパズルの答
えは「コウシュウデンワ」
（公衆電話）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）

正浩（四国中央）
崇志（松 山）
弘志（新居浜）
和美（西 予）
恵美（宇和島）

【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】４８０号（１月号）

大西
中村
向井
壽川
西村
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マス目を埋め、二重枠の８文字で、
１９８０年代を代表する
男性アイドルにして下さい。

おたより
ありがとう

⑧キリスト教で神をたたえる歌

員の処遇を前進させるこ

規の８割に』との方向性
もあり検討したい」との
考えを示しました。また

えたい」と笑顔で応えま
した。

に連動した賃金制度に改
めるべき」との組合主張

「災害時の通勤経路変更
による通勤費実費弁償」

⑦博多ラーメンは主に○○○○スープ

年連続での開催となりま ■ 月で採用半年を迎え
した。今回は昨年よりも ました。初心を忘れずが
多い 人が参加しました。 んばります。

評だったこともあり、２

④受験などで合格へ神仏に願いをかけること

とができた。こうした要
求前進からオレンジ荘で
は結成時８人の組合員が
人に増えた」などの経
過を報告。向こう１年の
活動方針でも『組織拡大
を最重点課題』とするこ

津島吉田病院局労働組
合は 月 日「定期大会」
を開催し 人が参加。最
初に若藤委員長が「昨年

となどを全会一致で採択
し、次年度役員を選出し

「家ではほとんど飲まな
いけど今日は飲みます！」
とビールがすすむ人も。
お楽しみとして、全員に
の大会は 人参加で、今
年は少し少ないですが、

西予市職労は 月 日
「女性部交流会」を開催

当たるビンゴゲームでも
盛り上がりました。日頃、

ました。大会後の『交流
会』で予定時間いっぱい
まで楽しく懇親を深めま

し 人（うち新採５人）
が参加。今年春に 人の
仲 間 が増 え たこ とと 、
「他の職場の人となかな
勤務を調整しながら 人
の参加に感謝します」と
あいさつ。石村書記次長

ビスを守るためにも組合
が必要。みんなでチカラ
会は「現場で非正規調理
員は基幹的役割を果たし
『安全でおいしい給食』

と回答がありました。賃
金の考え方では「最低賃

職場の組合員さんと一緒
に加入を広げていきたい」

仕事と家庭の両立で何か
と気を張っている女性が
「肩のチカラを抜いて、

日

か交流の機会がない」と
いう意見から今回の「女
子会」を企画。女性だけ

月

した。

19

が「この１年で非正規職

りくむ。未加入者アンケー
トの結果や意見を踏まえ
県自治体一般労組は

10

なので気を遣うことなく、 ホッとできる交流会」と
いつも以上に会話が弾み、 なりました。

今治市職は

をあわせて組織拡大し、
安心して働ける職場や条
件に、正規職員の人員増

の提供に日々努力してい
ます。今後も組合員を拡

「定期大会」を開催し組
合員など 人が参加。は

と非正規の待遇改善を両
輪に要求交渉しよう」と

大し、働きやすい職場を
めざし要求していきたい」

行ってまいりました。美
味しい『そらもり御膳』
に舌鼓を打ち、『東道後

あいさつ。活動経過など
報告、運動方針の提案で

市立宇和島病院労組は
月 日、行楽の秋恒例
の 「 女性 部 そら とも り

温泉』でまったりし、日
頃の疲れをふっとばし、

と発言しました。

『癒され』ツアー」を実
施し、大人９人子ども２

「また明日からもがんばっ
ていこう」と思える楽し

「組織拡大を最重点にと

人が参加。例年より若干
少ない参加でしたが、み

①1857年に画家ミレーが描いた油彩作品

■秋には、長女に初孫が

予約が○○○○
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りました。

（上島町）

（四国中央・山岡）
■毎回楽しみにしてます。

しょうか。いや、ベスト
ファーザー賞受賞ですね。

リアした気がしました。
最終ミッションは娘の結
婚式のバージンロードで

しました。父親としての
ミッション？をひとつク

（西予・山里）
■小学４年生の息子と軟
式球でキャッチボールを

ない筋肉が悲鳴をあげて
いますが…（笑）

忘れ、良い気分転換が図
れました。普段使ってい
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堀川孝行

出題者
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という簡単なルールが好
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いツアーになりました。
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【ヨコのカギ】
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んな意気揚々とツアーで
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