22～23（土日）
長時間労働ＮＯ！
人員増やして
いい仕事がしたい
自治労連交流集会

（静岡県伊東市）
【５月】
１ メーデー集会（各地）
３ 愛媛憲法集会（松山）
12 自治労連中央委員会
（大阪～13）
17 県本部拡大執行委員会
17 県自治体問題研究所総会
21 保育部会幹事会

た様子でした。お土産用
のいちごや苺大福・ソフ
トクリームなどの販売も
あり、子ども向けに『輪
投げ』や『お絵かきスペー
ス』もあり、お子さん連
れの方も参加しやすかっ
たと思います。今後も家
族や友人たちとの交流を
はかりながら団結を深め、
要求活動・職場改善につ
なげていきます。

【４月】
15 県本部拡大執行委員会
17 非正規公共評幹事会
15 青年部幹事会
15 愛媛労連青年部交流会
20 愛媛労連女性部大会
22 医療介護評幹事会

新居浜市職労は３月５
日、婦人部恒例の「いち
ご狩り」を実施。好天に
恵まれ、西条市『ひのい
ちご園』に総勢２１７人
が集まり、家族や友人た
ちとの楽しい時間を過ご
しました。３月とはいえ
ハウスの中は暑く、上着
を脱いで『 種類のいち
ご』を食べ比べ、みなさ
んお腹イッパイで満足し
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内 子町 職 は ３ 月 ５ 日
「日帰り親睦旅行」を実
施し 人が参加。岡山県
の『倉敷美観地区』を訪
問し、地ビールなども味
わいながら、美しい町並
みを見学しました。その
後はイオンモール岡山を
訪れ、それぞれショッピ
ングや食事を楽しみまし
た。往復の車中ではクイ

とあいさつがあり、組合
を通じた『仲間のつなが
りの大切さ』を感じまし
た。「退職する先輩を送
別したい！」と急遽の参
加や他の会と日程が重な
りながらも、掛け持ちし
ていただいた方も。長年
勤めてこられた労をねぎ
らい、楽しく交流するこ
とができました。

ズ大会も開催しました。
参加者から「職場だと仕
事の話ばかりだけど、旅
行でならいろんなことを
気軽に話せる」「若い職
員の参加が多くいろいろ
な年代で交流できてよかっ
た」などの感想があり、
大いに楽しみ・大いに親
睦できた旅行となりまし
た。

西予市職労は３月４日 話してもらうなど、ひと
「保育部会茶話会」を開 り一人が日頃の「保育へ
催し９人が参加。日ごろ の思い」を語り交流。保
他の園の保育士と顔を合 育環境を良くしていくた
わせる機会がないので めに、保育士が集まって
「たまには集まってみよ 情報を共有したり、勉強
う」と各園から参加。各 会などにも積極的に参加
園の様子を伝えあったり、 することが大事だと思い
新採保育士さんに、この ました。今後も何でも話
１年保育士として働いて せる茶話会を続けていき
みての思いや課題などを たいと思います。

市立宇和島病院労働組
合は３月 日「組合員退
職者送別会＆組合員交流
会」を行い、退職者４人
含め大人 人・子ども５
人が参加。子どもたちか
ら花束を贈呈し、退職者
から「まわりの仲間のお
かげで、長年働き続ける
ことができました。みな
さんに感謝しています」

10

23

程
日
11

伊予市職労は３月５日、 た。記念写真を撮って
五色姫海浜公園周辺の 『彩浜館』へ移動し、お
「ボランティア清掃」を 弁当を囲んでちょっと早
実施し、休日の早朝から い昼食。子どもがジュー
人（大人 人と子ども スをこぼすハプニングも
人）が参加。当日の降 ありましたが、にぎやか
水確率 ％で若干の不安 な雰囲気で楽しむことが
もありましたが、雨が降 できました。子どものお
ることもなく、春の暖か 弁当はちょっと量が多かっ
さも手伝って、清掃活動 たかな？ お土産には市
にちょうどいいコンディ 内の障がい者支援事業所
ションとなりました。久 製作『空と大地のクッキー』
保委員長のあいさつのあ と『菌床シイタケ』の詰
と公園内の清掃開始。歩 め合わせを渡し、子ども
道や砂浜を中心に空き缶 さんにはお菓子の詰め合
や海岸に打ち上げられた わせをプレゼントしまし
流木、プラスチックなど た。みなさんお疲れさま
多くのごみが集まりまし でした。
17 46
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1.21西条市職労青年部旅行
1.22四国中央市職労USJ旅行
1.14県本部青年部フットサル大会

3.8春闘中央行動

４月１０日
２０１７年

媛
愛
連
労
治
自
（１） 第４８３号

◎「電通」過労自死事件もきっかけとして、政府は『働き方改革』をすすめています。３月には

「ヤマト運輸、未払い残業代数百億円支給」と報道されました。多くの企業が「長時間労働」の見

直しをすすめています。来年度卒業予定の大学生の６割が、就職先選びで「長時間労働・サービス
残業があるか」に関心を示し、「働きやすさが人材確保のカギ」となっています。

第 ４８３ 号

21（日）～6/4（日）
平和行進in愛媛
25 夏季要求中央行動（東京）
27 女性部幹事会

３月８日、春闘要求前

を実施。３時からの自治
労連四国ブロック「総務

省要請」では、四国４県
代表 人が参加。西条市

職労の渡部委員長が「労

県１００人が参加。ＪＲ
高松駅前で「昼休み集会・

３月６日、高松市での
「春闘四国総行動」に４
意識を持っている。再任
用ではフルタイムが困難

《人事院》労働時間につ
いて人事院もかなり問題
前での「南予ブロック春
闘決起集会」に約 人が

３月４日、大洲市役所
が叫ばれている。厚労省
が『ガイドライン』を示

『労働時間管理の徹底』

勤務減縮』を求める発言
が相次ぎました。集会後

理・不払残業解消・超過

四国電力などに要請。人
事院四国事務局要請では
総務課長ら３人が対応、
改正の動きも注視してい
る。人事院勧告・報告が

非正規処遇では人事院と
して様々なことを検討し
ており、総務省の地公法
で社 会 的課 題 とな り 、

開会あいさつし、南予地
域の各単組からの発言で
は「昨年の『電通』事件

デモ行進」を実施。その で職員の希望にそぐわな 参加。南予総支部長の和
後、四国整備局・運輸局、 いという声を伺っている。 気さん（西予市職労）が
を強く求めていく」（津
島吉田病院局労組・石村
さん）など『労働時間管

しているので、医療介護
職場でもこの春闘で改善

モ行進」を行い、市民に
アピールしました。
その後、総支部交流企

は市役所とＪＲ大洲駅前
を往復するコースで「デ

今治市職の佐々木書記長
が「地域で求められる現
にもとづく「適正な対応」
を助言していく。
■「職員の確保・育成」

「使用者の義務」であり、
厚労省『ガイドライン』

画として開催した「ボウ
リング大会」には 人が

組合側の「給与の地域間
格差・地域手当、労働時
自治体を含めた多方面へ
の大きな影響があること
は認識している。

業職場と現業職員採用」
について発言し、総務省
担当者に地方自治体への

《総務省》ワークライフ
バランスを充実させるこ

参加。普段交流すること
が少ない近隣単組の参加
者４人でチームをつくり
得点を競い、ストライク
が出るたびに歓声が上が
るなど盛り上がりました。
ボウリング終了後「表彰
式」は会場を西予市内に
移し、団体・個人成績上
位者へ賞品を授与。続く

①名詞の一類、人名など特有の名称を指す

②「万国の○○○○○○よ、団結せよ！」

③後藤○○、○○原寛己、カルーセル○○

⑤老後のために、資産○○○○する

⑥無批判に人の言葉に従う。人の○○○○に

なる

３月 日、今治市森見
公園での「東予ブロック

場に組合の動きが見える
ことで、組合加入も生ま
れている」と発言。集会

と非正規改善を『車の両
輪』で要求し続ける。職

（西条・川名）
■生まれて初めてインフ

■今春、孫２人が、ピカ ■子ども達の成長ぶりは
ピカの一年生に。ばあば 目を見張るものがありま
の財布は、スッカラカン。 す。うれしい報告が聞け

知らせいたします。
（今治一般・越智）
春闘集会」に約 人が参
加。喜井四国中央市職労
委員長と高橋新居浜市職

後『えびす祭』でにぎわ
う港まで往復するデモ行

ルエンザにかかりました。 たわり、困っているお友
予防接種をしていたので 達に自然に声かけをした
軽くすみました。予防接 り…ほほえましい姿にう

■今治市労連だよりに、
僕たち嘱託職員の給与を

■高校１年の娘は、私の
学生時代と違ってコツコ

種の効果を実感しました。 れしく思います。
（新居浜社協・伊藤）
（新居浜・西原）

る年度末…やりがいと感
じるこの頃です。人をい

労委員長の議長進行で、
壷内今治水道労組委員長

進で市民にアピールしま
した。
３月５日、松山市石手

誠かどうか今度４月の辞
令でわかります。またお

【タテのカギ】

が開会あいさつ。元周桑
病院裁判原告の安藤さん
が「上告審への支援要請

ない

川公園での「中予ブロッ
ク春闘集会」には、約

⑨引っ越し、転居のことをこうも言う

■４８１号のパズルの答
えは「オシドリフウフ」
（おしどり夫婦）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）

【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】５月 日【発
表】４８５号（６月号）

伊藤 弥生 新(居浜社協 )
金繁 芽瑠（西 予）
川名 良子（西 条）
笹本與志雄（四国中央）
酒井 彩乃（西 予）

10

マス目を埋め、二重枠の９文字で、
野球などで功績を称えて…にして下さい。

⑧人が居る所。いどころ。自分の○○○○が

と決意」を発言。村瀬今
治市職委員長は「４月に

懇親会では約３時間の懇
親を行いました。

⑦「東大寺南大門仁王像」は快慶との共作

おたより
ありがとう

④体操や競技などをすること。スポーツ

人が参加し、商店街をデ
モ行進し市民にアピール

（四国中央・山岡）

す。わからない言葉は検
索しましょう。

とになりました。一隅を
照らす気持ちで頑張りま

（四国中央・笹本）
■今年度より小学校のＰ
ＴＡ会長を引き受けるこ

能力はここまでと諦める
ところである。

のよう。しかし私と娘の
大きな違いは、娘はくや
しがり、私は自分自身の

よう。よくよく考えて見
ると、それは父親ゆずり

うであるが、それがなか
なか結果につながらない

10

80

間管理、人員確保、再任
用、非正規処遇」などに
次の見解がありました。

助言 を 要請 し まし た 。
（以下「発言抜粋要約」

とで人材が集ったり、女
性活躍が推進されると考

①物事に対処する心の準備。覚悟

改善と書いてありました。 ツと勉強に励んでいるよ

27

働時間管理の職場実状」、 労働時間の適正な把握は

文責ブロック事務局）
■「労働時間管理」

《総務省》使用者（所属 えている。職員の満足度
長）が命令し、時間外・ の向上が、仕事を通じて
休日勤務させた場合には、 住民の満足度の向上や地
地公法・労基法にもとづ 域活性化につながるとも
き手当は支給されるべき。 考えられる。

【ヨコのカギ】

非正規保育士の処遇が大
幅改善される。地域の保

80

堀川孝行

出題者

32

しました。

12

育を守るため、正規採用

80

進をめざす「中央行動」
に全国約２３００人（う
ち自治労連３００人余）
が参加。愛媛県本部は
単組 人が、寒さ戻った
東京で終日行動。 時か
ら自治労連「総務省前集

11

会」と「現業署名提出」、
昼休み「総決起集会」、
１時から「国会請願デモ」

11

15
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４月１０日
２０１７年

媛
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自
（２）第４８３号

