新居浜清掃労組は４月 部役員が『共済実感キャ
日、組合員親睦を兼ね ンペーン』を説明。「組
た「自治労連共済説明会」 合員みんなが参加するこ
を開催し 人の組合員が
参加。杉田委員長から
「前委員長が退職し、突
然私に『委員長』の話が。
勤務時間がバラバラで普
段話すこともない職員同
士親しくなれる職場をつ
くりたいと引き受けた。
みなさんの協力もあり、
１月から組合員が３倍に
増えたことを感謝したい」
とあいさつ。続いて県本

新居浜市文化体育振興
事業団職員労働組合（近
藤委員長 写･真右）と新
居浜市社会福祉協議会職
員労働組合（石井委員長
写
･真左）は合同で『み
んなの助け合い・共済実
感キャンペーン』にとり
くみました。３月末時点
で組合員９割の加入協力

とで、健康告知で民間生
保に加入できない方でも
加入できる制度。労働組
合が最も大切にしている
『助けあい』にぜひ参加
を」とよびかけました。
その後の「懇親会」は大
盛り上がり、ある参加者
は「半年前に新居浜清掃
企業で働き始めたばかり。
前の職場に『組合』はな
く、よくわからなかった
が、こうした集まりがあ
るのは嬉しい」と話して
くれました。

があり、うち健康告知該
当者７人の加入条件をク
リア。石井委員長は「助
けあいということで、み
なさん快く協力してくれ
ました」と話しています。
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■人事院は、国家公務員 が出るかどうかが焦点と が伸びている」と分析。
の給与改定の基礎資料と なる。今年の民間の春闘 このため、各団体による
なる民間給与実態調査 は、平均賃上げ率（定昇 調査結果に関して「若干
（民調）を５／１～６／ 含む）が２・ ％で、昨 昨年より低い数字となっ
までの日程で実施する。 年の２・ ％より伸び率 ているが、調査対象の企
国家公務員の月例給とボー が縮小。
業の規模などにより結果
ナス（期末・勤勉手当） ■人事院の担当者は、民 が変わってくる」と慎重
はともに過去３年連続で 間の春闘の傾向について に見極めている。
引き上げられており、４ 「大企業より中小の方が、 （４／ 『官庁速報』抜粋）
年連続で「プラス勧告」 人材不足を背景に回答額
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4.18西条市職労
4.12津島吉田病院局労組
4.25内子町職

4.19新居浜水道労組
4.26西予市職労
4.13内子社協労組

【５月】
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

4.20新居浜市職労

25 夏季要求中央行動（東京）
27 自治労連全国将棋大会
四国ブロック予選
27 女性部幹事会
【６月】
２ 県一般ココロ分会総会
２ 全国公企青年のつどい
（名古屋～３）
３ 医療介護評総会（内子）
４ 「地方創生・地方分権」
総務省・内閣府要請（東京）
７ 西予市職労定期大会
８ 東予総支部代表者会議
10 四国Ｂ青年部ドキワクジャ
ンボリー（高知～11）
10 自治労連現業評全国学習
交流集会（福島～11）
11 えひめ母親大会（東温）

4.26伊予市職労

4.17・18・21市立宇和島病院労組
4.28今治市職
4.7四国中央市職労

５月１５日
２０１７年
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自
（１） 第４８４号

■「労働時間の適正管理」が社会全体の課題となっています。『電通』では労基署が「違法残業」を強制
捜査、『三菱電機』では労基署が「違法残業容疑」で書類送検、『関西電力』は未払い残業17億円・
１万３千人分支払い、『ヤマト運輸』は未払い残業190億円・４万７千人分支払い、『京都・東本願
寺』は僧侶２人に時間外手当未払い660万円支払い。厚生労働省は１／20『長時間労働是正のガイド

ライン』を通達し、「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
認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならない」としています。

ている」「使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を

第 ４８４ 号

程
日

21（日）～6/4（日）
平和行進in愛媛
23（火）～24（水）
夏季統一要求提出

スローガン」を確認、各

４月 日、朝日保育園

いい仕事がしたい！自治
労連『予算人員闘争』全

増員、育休取得者の代替
６人正規配置」について

交流し学習しました。新
居浜市職労・高橋委員長
が「今年４月の正規９人

す要求活動の前進」をめ
ざし、全国のとりくみを

議会は西条市役所で「県
市長会長あて要請書」を

町村会事務局長ほか２人
が対応。「人員増」「労
働時間の適正把握」を要

県自治会館で「県町村会
長あて要請書」を提出。

午後、町村職評議会は

（伊予・家藤）
■今年は桜の開花がゆっ
くりだったので入学式な

した。何事もほどほどが
いいですね…。

■新年度がスタートして
全力疾走しすぎたのか、
かなり失速してしまいま

②布などを水蒸気が通り抜ける性質

⑥丸い筒。○○○○形

では、自分の食費を減ら

ります。３千円アップは
素直に喜べません。最近

円出して駐車場を借りた
りして理不尽なこともあ

月給にして３千円上がり
ました。しかし異動した
場所によっては、月５千

（宇和島病院・西村）
■ 年ぶり位でしょうか？

ないで、とエールを送り
たい気持ちでいっぱいで
す。

う今日この頃です。新人
ナースたち、どうか辞め

けるにつけ、改めて初心
貫徹してもらいたいと思

①芸能人、ぺこ＆○○○○○○

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
話題になっている食べ物にして下さい。

提出（写真）。市長会事
務局長などが対応。「技
術職など辞退もあり職員

どにぎやかでしたね。よ
かったよかった。

もある

請し、「毎年９町合同新
採研修を実施している。

⑧随筆。○○○○スト。最後を伸ばす言い方

採用に苦労」「管理職が
部下の業務量や労働時間

おたより
ありがとう

⑦○○○○販売、○○○○教育、○○○○簿

ために学び、保育に何が

国交流集会」（静岡県）
に全国１８０人が参加。
「社会全体で『働き方』

発言しました。

候補を○○○○○○する

必要か見極めようと話さ
れました。「総会」では

が問われ、自治体職場で
も長時間労働と人員不足

４月 ～ 日「長時間 の声をしっかり取り上げ、
労働ＮＯ！人員増やして、 超勤縮減・人員増をめざ

が深刻化するなか、職場

④今回「答え」の最もポピュラーな味

（周桑病院・大西）
■新採用の各職種の人た

⑨一つの方向。○○○○通行

方針・予算・新役員を満
場一致で採択。
続く「『第 回四国保

での「愛媛保育問題研究 育合研』第１回愛媛実行
会総会」に約 人が参加。 委員会」（２０１８年５

「内山地区統一メーデー」
団体が決意表明。豊秋河
原から知清橋まで約３キ

５月１日、全県でメー
デー集会が行われました。 は、内子町豊秋河原に内
「宇和島地域メーデー」 子町職などが集まり大会

月 ～ 日、新居浜市開
催）では、山本万喜雄実

「こんなにも面白く、こ
んなにも大変な『保育』

行委員長や事務局体制を
確認。新田保育園や朝日
保育園が核を担いながら、

ロを歩き、訴えました。
という仕事―だから続け
て、だから広げて、だか
ら深めて」と題し、姫田

を開催。「メーデー宣言・

改悪反対！医師・看護師
増やせ！」などのシュプ
レヒコールをあげながら、

各地域保問研や県本部各
単組などに広げること、

は、宇和島市役所前広場
で集会を行い、「憲法の

市 内 を行 進 しま した 。

史さん（元こぶし保育園
園長）が記念講演。先生

ひろば』が開催され、エ
ンディングでは『平和の

愛媛実行委員会で第 回
にふさわしい集会にしよ
うと確認しました。

（神 戸 女学 院 大学 ） が
「戦争放棄や戦力不保持

①選び出して一覧表にすること。

採用は若干増、新卒でな
く社会人経験者が多い」

４月 日午前、市職評

【ヨコのカギ】

を把握し、業務分担や人
員配置の検討が必要」な

⑤「横溢／汪溢」の読み方は？

20

が 現場 で 学ん だ 『食 』
『命』『平和』などの話
から、子どもの命を守る

５月３日、愛媛県民文
化会館での「愛媛憲法集

が合唱されました。

会」に１２００人が参加。 をかかげる『憲法９条』、 うたごえ』で、曽根てる
記念講演では内田樹さん 日本が戦後 年間貫いた 代さん（松山市職労）の
『平和主義』を守ってほ 独唱、『青い空は』など
しいと考えている国は世
界中にたくさんある」と
訴えました。
集会前段には『平和の

27

ちの緊張した表情を見受

■４８２号のパズルの答
えは「ストレスチェック」
でした。正解は７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）

小林 弘樹（津島吉田）
越智 紀幸（今治一般）
中村 崇志（松 山）
西原のり子（新居浜）
西村 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】６月 日【発
表】４８６号（７月号）

（四国中央・笹本）

きていかなければと感じ
ている。

けることが、せめてもの
供養になると信じて、生

なかった。寂しすぎるほ
ど早い死である。知人の
分までしっかりと歩き続

ないことが、まるで兄弟
のような思いがしてなら

歳であった。私は若くし
て両親とも亡くしている
ので、そんなに歳が違わ

■大恩人でもある知人が
逝ってしまった。まだ

して生活しています。
（今治一般・越智）
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20
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など表明がありました。

10

堀川孝行

出題者

40

23

ど表明がありました。

61

③＠＝ア○○マーク

23

22

19

【タテのカギ】

10

72

５月１５日
２０１７年
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