５月 日、『西予市イ
クボス宣言』が発表され
ました。「課長級以上の
管理職 人が『宣言』。
県内の自治体では６カ所
目です。『イクボス』と
は、職場で共に働く部下
の仕事と生活の調和を考
え、その人のキャリアと
人生を応援しながら、組
織の業績も結果を出しつ
つ、自らも仕事と人生を
楽しむことができる上司
のことを指します。
『宣言実施計画』私たち
は、職員の「育児・介護・
ワークライフバランス」
のほか、特に「地域活動」
を応援するために、次の
事項を約束します。
①私は、働き方改革を実
践し、覚悟をもって職
場を変えます。
②私は、部下の定時退庁
を促し、自らも率先し
て早く帰ります。
③私は、仕事を効率的に
終わらせ早く帰る部下
を評価します。
④私は、積極的に部下と
のコミュニケーション
を図ります。
管家市長は５月 日
「市役所の成功が、市内
の企業・事業所に広まり、
生活しやすい西予市とし
て多くの市民に認められ、
市内での生活を望む人を
増やしていきたい」と語っ
ています。

３

５月 日、自治労連四
国ブロック「将棋大会」
に２県５人が参加し、全
国大会出場権をかけ、総
当たり戦で勝負。次年度
開催方法を、現行『１人
から参加の個人戦』と提
案『単組３人１チーム団

体戦』について、参加者
で意見交換しました。
【四国ブロック代表】
〔主将〕山口正彦（愛媛・
宇和島市職）〔副将〕岡
茂樹（香川・公務公共
一般）〔三将〕平井 進
（香川・公務公共一般）

ざしたい」とあいさつ。
「単組結成」をキッカケ
に『共済支えあいキャン
ペーン』実施を確認。６
月中に「組合員７割以上
の加入協力＝健康告知該
当者加入」をめざします。

６月３日、砥部町 ・田ノ浦町民
広場（野球場）にて 、県本部軟式
野球大会１回戦が行 われました。
西条市職労チームと 新居浜市職労
チームの一戦は、新 居浜が四回裏
に１点先制、五回ラ ンナー二塁か
らセンターオーバーの三塁打、ショー
トの頭を超すタイム リーで２点を
追加。西条の攻撃は 、新居浜２塁
手のダイビングキャッチなどでチャ
ンスを阻まれ、０対 ３で新居浜市
職労が勝利しました。

37
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『愛媛県自治体一般労
働組合ココロ分会』は６
月２日『内子町社会福祉
協議会労働組合（通称・
ココロユニオン）』へ移
行し「単組」を結成しま
した。分会総会と結成大
会には組合員 人中 人
と井口内子町職委員長・
県本部役員２人が参加。
緒方分会長は「組合は労
働条件を改善するため、
みんなが団結して声をあ
げていくところです」と
あいさつ。新上新委員長
は「学習会やレクを通じ
て、知識を高め親睦を深
め、働きやすい職場をめ

39

０

【６月】
10 四国Ｂ青年部ドキワクジャ
ンボリー（高知～11）
自治労連現業評全国学習
交流集会（福島～11）
保健師部会幹事会
11 えひめ母親大会（東温）
17 県本部拡大執行委員会
労安職業病対策委員会
非正規公共評幹事会
18 青年部幹事会
23 みどり苑労組定期大会
24 現業評幹事会
元周桑病院職員闘争支援
共闘会議総会（西条）
【７月】
７ 伊予市職労定期大会
８ 青年部定期大会・交流会
14 内子町職定期大会
17 県本部女子バレーボール
大会（今治）
21 人勧直前中央行動（東京）

30

27

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

西条

新居浜水道
西条市
東温市
内子町
宇和島市

30

61

周桑病院労組定期大会
26

６月１５日
２０１７年
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■５/23・24県本部と各単組で『夏季統一要求書』を提出（下写真）しました。重点要求は、①労働時間の適正管理・超
勤縮減、②人材確保・採用増、③給与水準改善、④両立支援、⑤非正規改善です。６月から７月に『単組要求書』提
出と労使協議・団体交渉をすすめましょう。
■８月上旬予定の「人事院勧告」に向けて、人事院は５/１今年度の勧告に向け民間給与調査を開始し、「今春闘の動向
を見ると、月給は４年連続プラスとなる公算が大きい」（５/３愛媛新聞）と報道されています。また、公務員の勤務
条件について、①人事院が「国家公務員の退職給付が民間を約78万円上回っている」調査結果を公表（４/19）、②自
民党が「2025年度までに公務員の65歳への定年延長」を提言（５月上旬）、③臨時・非常勤職員の任用・処遇につい
て地方公務員法・地方自治法が改定（５/11）されています。いずれも、職員の生活と将来設計、人材確保と人員配置、
住民サービスのあり方に大きくかかわるもので、労働組合・職員団体との協議・交渉が今後求められます。

第 ４８５ 号

程
日

22 県本部定期大会
10時～16時
えひめ共済会館

新居浜市職労は５月
日「新採歓迎会」を実施

員を中心とした先輩達と
１ 年の 行 事を 紹 介す る

後半では、ゲーム『お題
でビンゴ』で会場が大盛
り上がり！市役所地下の
売店で使える「売店商品
券５千円分」など豪華景
品が当たりました。最後
は、書記長が「みんなで
職場を良くしていけるよ
う、声をあげて一緒にが
んばりましょう」とあい

⑤一つのことに熱中。研究に○○○○ない

⑥なめらかに進むさま。○○○○筆が進む

堀川孝行

■４８３号のパズルの答
えは「エイキュウケツバ
ン」（永久欠番）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）

西原
家藤
吉川
宮城
田中

和哉（今 治）
妙子（伊 予）
匡希（大洲病院）
恵子（西 条）
広興（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】７月 日【発
表】４８７号（８月号）

菜を作ってます。今夏は
子どもの好きなミニトマ

■もうすぐ愛媛国体が始 で記事になっていたので、 す。しかし今年はアブラ
まります。宇和島市では 喜びと驚きがありました。 ムシが多くて大変困って
卓球、バスケットボール、 これから様々な活動に力 ます。

ト、ピーマン、ジャガイ
モも６月には穫れそうで

などを報告し、活動方針

◆お詫び◆前号５月号のパズル設
問に誤りがありました。タテ③ま
たはタテ⑥の二重枠回答のいずれ
かを『テ』としてご回答ください。

（四国中央・山岡）

筋は鍛えておいて損はな
いでしょう。

（今治一般・越智）
■８月に中学校と高校の

を入れたいと思います。
（新居浜清掃・永易）

「保育部定期総会＆新採
歓迎会」を開催し新採７

た新採保育士７人の「歓
迎会」に移り、時間もすっ
かり忘れ、たくさんおしゃ

女子サッカー、レスリン
グが行われます。ぜひ応

その後の懇親会は、職場
を越えた職員同士の交流

人含む 人が参加。◎長
年交渉してきた「臨時保
育士の経験年数に応じた

べりし、日頃のストレス
発散。心もお腹も満たさ

と新役員を確認しました。
総会後、全員組合加入し

青年部主催の「新採職員
歓迎イベント」を実施。

の場となり、青年部なら
ではの『明るくアットホー
ムな空気』を感じてもら

賃金改善」が実現できた
こと、◎部会独自の研修

れ、他園の先生とも交流
でき、楽しく有意義な時

■ここ最近、外仕事をし 同窓会が２日続けてあり
ていると、花粉が多い日、 ます。何があるかわかり
黄砂が多い日、紫外線が ませんが、とりあえず腹

今年度入庁した職員を対
象に、まずは「組合」に
触れてもらう機会をつく

えたと思います。全員が
組合加入し、いろんな機

会で『いま、子どもたち
に伝えたいこと』と題し

援に来てください！
（宇和島・田中）
■このごろ体がだるい。
ろう！」と青年部が企画
したもので、新採７人全

会で顔を合わせ、どんど
んつながりを広げてもら

強い日…季節を感じると
いうよりも環境悪化ばか
員含む 人が参加。はじ
めに山田青年部長が『組

５月病か？それとも年な
のか？これから梅雨の時

先日参加した「自治労連
共済説明会」が写真付き

12

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
特に指導者に求められるもの
にして下さい。

③世界的なファッションショー。○○コレ

後は一時休憩。席を移動

できなかった新採保育士
さんには後日職場訪問し、
加入をよびかけます。会
し、新採さん 人を含め
人が参加。前半は、役

士の人数がどの園も不足
している状況なども出さ
『ＰＶ』上映に始まり、
事前に記入してもらった
『アンケート』をもとに

さつしました。

②山形県庄内地方で生産されるエダマメ

す。気軽に加入し参加を」

四国中央市職労は５月
８日「保育士の新規採用
では職場要求で早出・居
残りの時間の対応や保育

加。喜井委員長が「保育
士のみなさんのチカラは
れ、委員長から「『夏季
要求』に反映し、市長へ
みなさんの切実な要求と
新採さんを紹介。紹介の

に良くしていきましょう」
など、よびかけ、非正規
保育士５人が組合加入し

①水におぼれて苦しんでいるさま

■今年度より組合に加入
させていただきました。

【タテのカギ】

り感じる毎日です。
（今治・白石）

⑨目の、鼻に近い方の端。⇔目尻

期、体に気をつけてがん
ばらなければ。

⑧一対一。マン○○○○で指導する

しながら食事と歓談をす
すめ、親睦を深めました。

者・未加入者への組合説
明会」を開催し 人が参

非常に大きい。ぜひ組合
加入してください」とあ
いさつ。他の役員からも
して届け交渉していく」
と訴えました。

と歓迎の言葉を贈り、新
採さんは「毎日、笑顔いっ
ぱいがんばります」など
一人一人抱負を語りまし
た。最後に、村瀬委員長
「保育部会新入職員歓迎
交流会」を開催。新採保

日

到着後、工場見学をして、
でき立てビールを試飲。

育士９人と先輩保育士
人が参加。部長あいさつ
の後、ケーキを食べなが

今治 市職は５月

昼食はジンギスカンでお
腹いっぱいに。新採さん
も先輩方とたくさん話し、

ら参加者全員で自己紹介。 合に加入して一緒に声を
２～３年目保育士を先生 上げ、今治の保育を一緒

と井出保育部長から、職
場の声と組合交渉で実現

勤務の関係で久びさの参
加の看護師さんの顔も。

に『明日の保育から使え
るリズム遊びや手遊び』
をみんなで楽しく交流。

した改善内容（年収改善・
雇用期限延長など）とさ
らなる改善めざして「組

加。大型バス 台で宇和
島から一路西条へ。行き
「来年も楽しみにしてい
ます」との声も多く、と
ても良いツアーになりま

員歓迎会と組合員交流会
を兼ねた「西条アサヒビー
ル園ツアー」に 人が参

の車中で、労働金庫から
個人型確定拠出年金など
の情報、「ろうきん」の

⑦天井と屋根の間の空間

■家の裏に小さな畑で野

てくれました。

④「グミ入りソフトキャンディ」の商品名

（伊予・中野）

先輩から新採さんへ花束

①ゴルフで、打数が基準打数より少ないこと

おたより
ありがとう

【ヨコのカギ】

など発言。『組合紹介Ｄ
ＶＤ』も上映。今回参加
13
15

した。

13

説明もありました。西条

と題して「青年部の活動
内容」や「組合活動を通

26

「ＵＳＪやスノボーツアー
など楽しい行事もありま

13

間が過ごせました。

して得た『人と人のつな
がり』の大切さ」など、
自身の経験を話しました。

27

80

た講演会を実施したこと

内子町職は５月 日、

10

市立宇和島病院労働組
合は５月 日、新入組合

西条市職労は５月 日

26
いたい思います。

49

出題者

16

12

合ってどんなところ？』

29

38
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