６月 日、西条市内で
の元周桑病院分限免職撤
回支援共闘会議「総会・
交流会」に 人が参加。
横井支援共闘議長が「提
訴から６年半。『おかし
いことはおかしい』とた

６月 ～ 日、四国ブ
ロック青年部「ＤＯＫＩ
ＷＡＫＵジャンボリー２
０１７ 白滝の里」（高
知県大川村）に、新採組
合員を含む１０２人が参
加。１日目は『ビーチボー
ルバレー』でレク交流。
集合写真を撮り、場所を
変え『バーベキュー』で

交流。２日目「オプショ
ナル企画」では、①カヌー、
②ピザ焼き、③こんにゃ
く作りの体験、④早明浦
ダム見学を実施。「県外
職員との交流の機会はな
いので楽しかった」「大
人が本気で遊べる企画は
いいね」などの感想があ
りました。

８

新居浜

０

０

０

０

０

０

10

11

７月 １日、県本部軟式野 球大会
の決勝 戦を川之江運動場で 実施。
新居浜 市職労チーム（写真 ）と松
山市職 労チームが対戦し、 １回表
に松山 は巧打と守備のエラ ーも絡
んで６ 点をたたき出す猛攻 。新居
浜もヒ ット・長打でチャン スをつ
くるも 得点には結びつかず 、松山
が追加 点を奪い、勝利しま した。
松山は 全国大会出場をかけ て「四
国ブロック代表決定戦」で、高知・
南国市職労チームと対戦します。

40
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配置されていなかったら
どうなっていたか…。本
当にありがたい」「『ア
ザレア』（婦人部ニュー
ス）で見たけど、今治市
会を地道に続け、声を出 の育児短時間制度が小学
しあい言い続けることが 校３年生まではすごい。
大切」とみんなで確認し 県下で１番に『イクボス
あっています。会では 宣言』した新居浜でも実
「在課２年目、今年新し 現してほしい」などの声
い部局の担当となり、な が。組合は「人員問題・
かなか仕事が前に進まな 総務省資料」「働き方改
い。育休代替で正規が配 革」「育休代替正規配置」
置されてとてもよかった。 「介護休暇制度の改正」
の資料を説明し、出され
た声を『婦人部要求書』
にまとめていきます。７
月は 日までに 回・約
人が参加予定。長期間
のとりくみで大変ですが、
「この地道な懇談会が職
場を動かし、働きやすい
職場環境づくりに大いに
役立っている」と自信を
もって臨んでいます。

０

新居浜市職労は６月
日～毎年恒例「婦人部年
代別懇談会」を実施中で
６月は役員も含め 人が
参加。この懇談会は一般
職女性を採用年度ごと５
～８人ぐらいに区切り、
「職場、家庭、ちょっと
した疑問」など、何でも
しゃべりあっています。
昼休みの短時間ですが、
久しぶりに会う同期・同
年代の女性職員が顔をあ
わせ、「忙しそうなねぇ
…職場どんな？残業どん
な？休み取れる？」と話
が弾みます。今年「育休
代替正規６人配置」実現
は、婦人部活動の自信に
つながっていて、「懇談

たかってきた」、河村弁
護士は「自治労連運動の
実践であり、誇りと権利
を守る運動が全国の仲間
を励ました」など報告。
原告代表が「私たちの想
いと訴えに裁判所は向き
あってほしかった。悔し
さはあるが、今日を機会
に心機一転がんばってい
く」とあいさつ。その後、
支援共闘会議の「活動経
過・決算報告」を承認し
「支援共闘会議の解散」
を確認。「交流会」では、
原告９人それぞれが気持
ちのこもった『想い』を
語りました。

１

保育部会幹事会・県子育
て支援課要請懇談（県庁）
千羽鶴を送るつどい
19 県本部拡大執行委員会・
2017人勧学習会
９

の『団結ガンバロウ』で
締めくくりました。

１

人事院勧告
上旬

10

０

22 県本部定期大会
10時～16時
えひめ共済会館

ど 報 告 。 方針 提 案 で は
「優秀な人材確保」「時
間外労働に関する確認」
などの重点課題のとりく
みを全員の拍手で承認。
平井委員長が「組合員が
増えたことはうれしい。
次年度の要求前進に結び
つけてほしい」と退任あ
いさつし、坂本新委員長

28

in

６

24

山

松

市町保育担当課訪問懇談
（全県～26）
26 周桑病院労組定期大会
新居浜市職労定期大会
27 西条市職労定期大会
28 南予総支部定期総会
29 中国四国ブロック医療介
護交流集会（今治～30）
【８月】
５ 女性部幹事会
保健師部会社福評幹事会
県本部＆四国ブロック
現業夏季交流集会（松山）

50

程
日
みどり苑職員労働組合
（内子町・特別養護老人
ホーム）は６月 日「定
期大会」開催し 人が参
加。活動経過で「正規職
員が職場定数 人を割っ
た場合は退職者同等数以
上の正規の採用が確認で
きた」「組合で懇親会を
開催し親睦を深めた」な

20

【７月】
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）

52

19 23

31

第 ４８６ 号
伊予市職労は６月16日「現業評議会定期大会」を開催し調理員・校務員22人が参加し
ました。「活動経過・決算報告」「運動方針・予算」が承認されました。杉之内会長を
再任し、新しく副会長に城戸さん、向井さん、幹事長に山内さん、幹事４人ほか新役員
で今年１年運動をすすめていくこととなりました。現業組合員の親睦を深めるために
『７月15日道後温泉ビアバイキング懇親会』を計画しました。『ランチバイキング』も
秋以降に実施する予定です。

７月１５日
２０１７年

媛
愛
連
労
治
自
（１） 第４８６号

〔公務員をめぐる動き①〕「定年65歳延長へ検討」… 政府は６月28日、国家公務員の定年延長に向けた検討会議を設置。早ければ2019
年度から段階的に65歳まで引き上げることを視野に、対応策の検討を開始した。60歳以上の給与抑制策や定数増の是非、また「役職定

〔公務員をめぐる動き②〕「非正規職員の『任用制度』導入へ」… ５月の地方公務員等一部改正により、H32年４月に『会計年度任用職
年」を導入し中高年職員の給与を抑える案などが「検討課題」としてあげられている。

員制度』が導入される。総務省は６月28日、「特別職非常勤職員（現行地公法３条３項）と臨時的任用職員（現行地公法22条）の任用
要件を厳格化し、会計年度任用職員への移行を図り、期末手当の支給を可能とする」など通知した。

〔『働き方』をめぐる動き〕… 厚労省は６月30日、仕事が原因の精神疾患による2016年度労災認定は498件で、1983年度の調査開始以降

最多だったと発表。職場のパワハラが原因で認定されるケースの増加が目立ち、年代別では20代の増加が目立つ。原因は「人手不足な
のに業務量が増え、働き手にかかる負担が高まる『高圧釜』状態の職場が多く、人間関係がギスギスしている」と分析している。

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
漫画家にして下さい。

の。奥の手。○○○○○○策

『新人ナース職場アンケー

四国中央市職労は６月

育担当課懇談』に参加し
てほしい」と提起。石川

②いざという時のため大切にとっておいたも

分の時給やボーナスを計

身カード』など先生が実
演するたびに歓声が。新

日「保育士しゃべり場」
を開催し保育士と組合役

書記長は「保育環境の悪
化を放置し、有為な人材
を使い捨てる労働環境は、

念仏

ト』『残業申告アンケー
ト』など組合員の声重視

聞紙でつくる『七変化帽
子』にも夢中でとりくみ、

員９人が参加。参加者か
ら「育休代替の人員が確
保できない。仕事が大変

雇用者・労働者の双方に
とってデメリットが大き

①（四字熟語）するだけ無駄。≒馬の耳に

③♪たけやー○○だけ

⑤異端とみなすこと。異端として扱うこと

「より良い職場づくりに
組合は絶対必要。職場か
ら声を上げ、さらに良く

が満場一致で承認採択さ
れました。退任役員から

改善につなげたい」とあ
いさつ。議事では、執行
部の経過報告と方針提案

育児・介護に関する制度』、 市民サービス向上、安心
『特定事業主行動計画』 して働ける職場・労働条

参 加。 人 事課 を 講師 に
『医療職給料表』『保健
師の標準昇格』『出産・

日「保健師学習会＆しゃ
べり場」を開催し 人が

今治市職女性部は６月

が。最後に女性部長から ■祖母が白寿を迎えまし
「組合でこうした声を理 た。年波に病院にお世話
事者に伝え交渉している。 になりながらも、身の回

で給料表や昇格基準が違
うのに驚いた」などの声

交換。「育児の制度は整
備されてきたので、次は
介護の制度を」「自治体

りのことはできる 歳で
す。

安です。

（西条・川名）

■えひめ国体のリハーサ
ル大会のお手伝いに行っ
てきました。本大会が不

やワークライフバランス
に沿った働き方の推奨と

（新居浜清掃・永易）
■西予市も「イクボス」
宣言しました。定時退庁

家の方たちは、大変では
ないかと思う天気です。

りましたが、なかなか雨
が降らない…現場作業は
天気でいいのですが、農

（西条・藤原）
■梅雨入りとの報道があ

会えるのを励みにがんば
ります。

【タテのカギ】

なる職場にしてほしい」
と激励、参加した新採組

⑨するめを薄く押し伸ばしたもの

算して、仕事により前向
きに向きあう必要がある

『夜勤専従制度』につい
て「より良い勤務体制に

の活動、『新人歓迎ビー
ル園ツアー』など交流活
動を報告。活動方針では

開催し 人が参加。川口
委員長が「労働時間の適

向けた議論を深める」と
提案し承認。最後に退任

市立宇和島病院労組は
６月 日「定期大会」を

があったが、人手が足り
な過ぎて休みを取る余裕
正化の流れのなか、組合
も労基署との懇談やタイ

する稲垣副委員長が「私
たちの運動は地域医療を
守る運動。自信もって活

と感じた。いい勉強の機
会になった」「休暇を積
極的に取得するよう案内

がない。今の状態だと若
い人の取得率は変わらな
ムカード導入を要求して
いる。職場をよくする議
論の活発な大会に」とあ

松山市職労は６月 日
「新採保育士歓迎行事そ
最後に「ブラックシアター」
を見て、参加者の心のほっ
こり感が会場に満ちてい

で応募がない」「残業を
全部申告しにくい雰囲気

ソース

のこと。愛媛版イクボス
『ひめボス』に期待した

合員が「仕事が楽しいで
す」など１人ひとりあい

をもとに育児と介護の両
立支援について休暇制度

かけました。

■４８４号のパズルの答
えは「ポテトチップス」
でした。正解は９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）

西崎みどり（西 予）
日野 明美（西 条）
中野 友紀（伊 予）
永易 久幸 新(居浜清掃 )
大西 正浩（四国中央）

【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】８月 日【発
表】４８８号（９月号）

⑥「複数アカウント」の略

西条市職労は６月 日
「青年部賃金学習会」を

ループでサポートし、法
定控除を学習など新しい
い」「イベント等で土日
出勤の際、半休か一日休
扱いか、案内がないので

動を」と激励しました。

開催し新採・先輩あわせ
て 人が参加。今年はグ

試みを取り入れ、組合か
ら『 自 治労 連 共済 』 や
い さつ 。 活動 経 過で は

『労金 iDeCo
』の説明も
あり、参加者は熱心に話
を聞いていました。「自

の①」として『明日の保
育に役立つ実践講座』を
開催し、新採保育士含め
ました。「明日からの保
育に使えるとても素敵な

があり、サービス残業に。 い職場。現場の問題を話
現状を把握し対応してほ しあい、住民サービス向
しい」など意見がありま 上につなげよう」と話し

休代替の正規配置は組合
の『夏季要求書』に盛り
込んでいきたい。『保育

人が参加。講師の永崎
みさとさんが実演しつつ
研修でした」「今までの
研修の中で一番よかった
です！」などの感想があ

部会の要求書』も提出し
たい。７／ 県本部『保

話してくれました。年齢
に応じた絵本の紹介や読
み聞かせ、手遊びやふれ

ました。

した。喜井委員長が「育

⑦○○○○面、○○○○かぜ、○○○○

おたより
ありがとう

④特に決まっていること。⇔不特定

（西予・西崎）
■梅雨の時期、仕事は大

べり場」で、疑問や職場
状況などを出しあい意見

①○○○○○○は使いよう

件を守るために、みなさ
んの組合加入を」とよび

と強い思いで宣言してお
り、組合も期待を持って

りました。

り教材では『びっくり絵
本』『不思議な家』『変

計画が立てづらい」など
感想がありました。

80

あい遊びを紹介。手づく

西予市職労は６月７日
「定期大会」を開催し役
員・組合員・来賓など
人が参加。最初に和氣委
員長が「昨年の新採職員
の一部の代休対応で総務
課と協議を重ね、労働時
間へ の 問題 意 識と な り
『イクボス宣言』につな
がったと思う。市長と管

【ヨコのカギ】

いです。（それにしても

なども学習。学習後「しゃ

なり忙しい毎日です。
（四国中央・大西）

■次男の野球チームが全
国大会に出場することに

無事完走めざしてがんば
ります。
（大洲病院・吉川）

に初挑戦。暑い季節のト
レーニングは堪えるけど

…）
（西予・山里）
■今年はトライアスロン

た読み返したくなりまし
た。あの感動をもう一度

今回のお題で、伊坂幸太
郎の小説「ポテチ」をま

27

24

変ですが、夏休みに孫に

さつしました。

12

10

16

29

堀川孝行

出題者

30

33

29

11

理職が『働き方を変える』

⑧労働基準法第114条「○○○○の支払」
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７月１５日
２０１７年
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