超える申告を認めないなど、適正な申告を阻害する措置を講じてはならない。
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15

が心配されましたが、９ した。
単組 人と、招待した歴
午後「記念レセプショ
代三役８人、講師・来賓 ン」では、『 年のあゆ
の計 人が参加。午前 み』上映し、懐かしい写
「定期大会」では越智典 真などで運動の歴史を共
子部長が「 年歴史を振 有。栗原美奈子さん（１
り返り、先輩の努力の積 ９６６～ 部長）が「
み重ねがよくわかった。 年代は結婚退職が当たり
今後につないでいきたい」 前。出産・育児・介護…
とあいさつ。田頭書記長 と女性が働き続けるため
が政府の『働かせ方改革』 の障壁を一つひとつ超え
学習、育休正規配置要求、 る運動の連続だった」、
憲法カフェ実施、署名活 真木喜美恵さん（ ～
動などを強調し活動方針 部長）が「結成 周年の
案を提起。報告・議案を 記念集会、コンサートや
承認、新役員を選出しま 記念文集づくりが懐かし
い思い出」とスピーチ。
山本万喜雄先生（愛大名
誉教授）は『しなやかに、
したたかに―いま人間と
して自治体労働者として』
と題し、個人の尊厳を守
る立場で仕事をしてきた
自治体労働者の存在を語
り、『自民党憲法草案』
の内容も危惧しつつ「た
まにはシルバー川柳で笑っ
て楽天力をつけよう」と
語りました。その後各単
組から報告があり、田頭
新部長が、小さな魚が身
を寄せ合い大海を泳ぐ
『スイミー』の物語に喩
え、「これからも団結し
て前進していこう」とよ
びかけ閉会しました。
50
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60
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１月 ～ 日東京で、 加入にこだわる春闘、◎
自治労連中央委員会が開 要求も組織拡大も自分た
催され、全国から約２０ ちの側にある『壁』を乗
０人（愛媛６人）が参加。 り越え、『一歩』足を踏
提案・討論・まとめで み出そう」など意思統一
「運動の成果で、政府も しました。討論では人員
『働き方改革』『同一労 不足が深刻な職場実態か
働同一賃金』を課題とし、 ら職場要求を重視する発
春闘賃上げや長時間労働 言が目立ち、愛媛は「今
是正の動きが生まれ、◎ 治の非正規改善」「新居
職場の声を集めて要求書 浜清掃の組合加入」など
提出し、要求前進と組合 を発言しました。

１月 日、自治労連公
営企業評議会の「省庁要
請行動」に愛媛公企評の
加藤議長（新居浜水道労
組）が参加。 人の参加
者が総務省、国交省、厚
労省、経産省、農水省、
経産省へ要請し、原発関
連要請では資源エネルギー
庁職員も同席しました。
着々と『水ビジネス』へ
と舵を切ろうとする中央

警鐘を鳴らしました。翌
日総務省・厚労省・日
本看護協会に要請。厚労
省要請で愛媛代表が「労
働時間の管理が自己申告
に依存する実態が蔓延。
不払残業も多く、職員の
不満と離職原因の一因に
なっている。人員確保の
観点から労働時間適正管
理の指導強化を」と発言
し、指導を求めました。

省庁の言動に『水をビジ
ネスにしない』理念にも
とづき公企評参加者が追
及し、追い込まれた各省
庁担当者が回答に窮した
り、顔色を変える場面も
みられました。加藤議長
は、小規模水道事業体が
多数を占める愛媛県や地
方中小零細水道の実状を
内子町や西予市の実例を
あげて訴えました。

30

27

１月 日、自治労連の
「いのちと地域を守る意
思統一集会」（東京）に
愛媛から２人が参加。長
友薫輝先生（三重短期大
学）が『自治体病院の役
割』を講演。「入院から
在宅へのシフトが検討さ
れているが、将来的にコ
ストは跳ね上がり、より
多くの人材が必要となる」
と「政府の医療改革」に

30

82

36

48

程
日
１月 日、女性部「第
回定期大会＆記念レセ
プション」は、寒波で雪

時・非常勤職員について規定を整備し、一般職について給与体系の見直しを行う。

26

13
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【２月】
17 自治労連共済学校
（香川県琴平町～18）
18 医療介護評幹事会
18 自治体保育労働者全国交
流集会（長野～19）
20 愛媛労連春闘要求キャラ
バン行動（全県～3/1）
21 「公契約適正化」学習会
24 宇和島市職定期総会
26 保育部会幹事会
【３月】
１ 東予総支部代表者会議
４ 南予春闘集会（大洲）
５ 中予春闘集会（松山）
６ 春闘四国行動・人事院四
国事務局要請（高松）
８ 春闘中央行動・四国ブロッ
ク総務省要請（東京）
11 県本部拡大執行委員会
11 女性部幹事会
11 「福島原発事故」講演会
12 東予春闘集会（今治）
16 春闘全国統一行動日
17 南予総支部代表者会議
18 現業評幹事会
20 「社会保障制度」学習会

20

第 ４８１ 号
態調査し、補正すること。■自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を
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より労働者が業務に従事する時間は労働時間にあたる。■業務に必要な準備（着替え等）、業務に関連した後始末

『労働時間の考え方』■使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示または黙示の指示に
（清掃等）、指示があればすぐに業務に入る必要がある待機時間（手待時間）、参加が
義務づけられている研修・訓練･学習などの時間。■自主的な研修なども、実際には使
用者の指揮命令下にあれば労働時間として扱う。

『使用者の講ずべき措置』■使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切
に管理する責務を有している。■労働者の労働日ごとの始業・終業時間を確認し記録す

ること。■自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否か実

地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の労率的かつ適正な運営を推進するため、地方公務員の臨

の「組合親睦旅行」を行 画」への参加よびかけも
い、家族含め 人が参加。 あり、楽しいイベントが

水にあらず

○○○○興行

く増える職場でありたい
ものです。

るようですね。少しでも
魅力を感じて一人でも多

（西条・藤田）
■どの自治体も潜在保育
士について頭を痛めてい

ね。手洗い、うがいある
のみです。

■仕事に差し支えるイン
フルエンザ、ノロウイル
スには気をつけたいです

⑧（歌舞伎）一座の役者が総出演する

【タテのカギ】

①割れものを運ぶので○○○○○○注意

②ＮＨＫのアナウンサー、「あさイチ」担当

③めったにない、とても珍しい。○○な存在

⑤積もった雪が落ちてくること

⑥資金不足で○○○○手形を出してしまった

（宇和島・横田）

（今治一般・越智）

名前は出汁満点お雑煮で
す。ぜひ見てください。

す。最近クックパッドに
レシピを投稿しました。

■うちの家族はお雑煮が
大好きです。出汁に焼い
たエソを使ってるからで

れ～！

（新居浜・向井）
■プロ野球の開幕が待ち
遠しいです。カープ頑張

ました。初日の出がきれ
いでした。

■採用後初の元日は職場
である渡海船の上で迎え

⑨１回だけ、１回限り。一回○○○○

■４７９号のパズルの答
えは「オトコハツライヨ」
（男はつらいよ）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）

弘志（新居浜）
良子（西 条）
綾（今 治）
紀子（新居浜）
弘樹（津島吉田）

【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】３月 日【発
表】４８３号（４月号）

向井
藤田
井原
西原
小林

10

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
仲むつまじい様子を表す言葉に
して下さい。
⑦○○○○の流れは絶えずしてしかももとの

ていて良かったと思う」

続きますが、交流をきっ
かけに新採職員への組合

④体が悪いと痛い、○○○○マッサージ

おたより
ありがとう

【ヨコのカギ】

など、天候の悪さを吹き
飛ばすうれしい感想もあ
りま し た。 青年 部 から
「２／ 『スキースノー
ボード日帰りツアー』企

『本気プレー』で 秒ほ
どで１点返したり、パス
あいにくの雨でしたが、
参加者から「バスの中で

四国中央市職労は１月
日、『大阪ＵＳＪ』へ

回フットサル大会」を伊
予市『海楽園フットサル
を回して経験者でない女
性が決勝点を決めるなど、

加入、未加入の職員への
声かけ活動、組合活動活
性化につなげていけるよ

プレーで試合をすすめま
した 。 得点 さ れた 直 後

場』で開催。４単組 人
が参加し、４チームに分
は普段交流の少ない職員
同士や子どもたち同士の
交流で楽しく盛り上がれ

青年部は１月 日、寒
風が吹き荒ぶ中、「第４

かれて試合を行いました。 楽しく交流しながらの大
男性も女性も経験者も未 会になりました。優勝チー
経験者も交じるチームと ムに贈呈された『賞品』
したので、各自の力量に
も配慮しながら、チーム

がない状況に「時間外勤
務に対する不満が多く、

います。ぜひご協力を」
とあいさつ。県本部役員
がチラシを配り『共済実

て『自治労連共済キャン
ペーン』を行いたいと思

開催し 人が参加。石井
委員長が「現場でのみな
さんの頑張りが市民の福

感キャンペーン』を説明。
『統一行動批准投票』は

なりました。

た。今年度最後の青年部
イベントは楽しい旅行に

だいて、帰路につきまし

した時間管理を」などの
声が出されていました。

うにとりくんでいきたい
と考えています。

18

てよかった」「親睦旅行
などがあると組合に入っ

14

は、健闘を称えあい、み
んなで分けあいました。
含め交流。また、看護師
５人募集に１人しか応募

新居浜社協労組は１月
日「新年決起集会」を

祉を支えています。さら
に団結して、少しでも賃

その場で○印記入を要請
し回収。懇親では「賃上
げほしいね」「キチンと

この点を改善しないと応
募者にとって魅力的な病

金や労働条件を改善させ
ましょう。今年は、組合
員みんなの支えあいとし

西予市職労医療介護支
部は１月 日、執行委員

問題となっている時間外 る労働時間管理の徹底」
勤務の管理方法について、 を求めることを相談。こ

会を開催し市民病院・つ
くし苑・野村病院から８
人が参加。職場で慢性的

の日の協議をふまえ、医
療介護支部執行委員会を
「今後２カ月ごとに開催

院として見てもらえない」
との意見が出され、春季
要求で「ＩＤカードによ

市民病院は「時間外手当
を申請すれば以前より支
給されるが、１時間程度

うどんづくり体験。目の
前で釜揚げにしていただ

形を見てきました。ご利
益ありますように。続い
て『中野うどん学校』で

ツアー」を実施し 人が
参加。『琴弾公園』で銭

西条市職労青年部は１
月 日香川県で「日帰り

し交流し要求を出そう」
と確認しました。
連の報告で『中小業者の
振興施策』として、①住
宅リフォーム助成制度８
市町、②商店リニューア
ル助成制度２町、③中小
企業振興条例制定２市、

で頑張っている」「地域
で頑張っている中小零細

きました。昼食後は『こ
んぴらさん』を散策し、

①全国47○○○○○○

（新居浜・西原）

（四国中央・山岡）

でもスマホをやめること
が出来ません。ゾッ。

かしてスマホが原因では？
ゾッとしましたが、それ

いなと。左手と併せて比
べてみると形も変形して
いる模様。これってもし

■右手の人差し指に違和
感が。何か痛みが引かな

長男はテニス、次男は野
球を頑張っています。
（四国中央・大西）

（今治・井原）
■寒い毎日が続きますが、

■いつも楽しくしていま
す。

27

41

『一鶴』で骨付鳥をいた

10

28

なら申請しないケースも」
など、市長部局の実状も

１月 日、２０１６年
度「県政シンポジウム」

らの検証と地域課題につ
いて、県議、伊方原発な

業者を応援する県政にリ
フォームしよう」の言葉

に 人が参加。中村県政 ④起業助成制度４市町の
２期目折り返しにあたり、 県内状況を紹介。「どの
『県民と地域の目線』か 市町も限られた予算の中

くす県民連、県商連、県
社保協の４人が報告し、

が印象的でした。
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堀川孝行

出題者

10

22

21

40

17

20

意見交換しました。県商

20
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