７月 ～ 日、「中国 ションでは職場や単組活
四国ブロック『医療介護 動の報告があり、質問に
交流集会』」を今治市で 答える形で状況と活動を
開催し６県 人が参加。 交流。２日目は、①看護
１日目全体会は、井上雄 の質・労働実態、②介護
基弁護士が『医療介護現 職員労働実態、③非正規
場での労働時間』と題し、 労働・組織拡大強化の分
法律・判例を元に医療介 科会を開催。総務省の
護現場特有の問題につい 「会計年度任用職員制度
て講演。参加者から「労 導入マニュアル」の問題
基署の活用の方法」や 点や活用方法、自治労連
「自宅待機時呼び出しの 共済「特別重点支援措置」
通勤時間」など質問が時 を活用中の津島吉田病院
間ギリギリまで出されま 局労組の「共済を活用し
した。パネルディスカッ た組織拡大」など交流し
29

８月５日、「四国ブロッ
ク現業評夏季交流集会」
を松山市で開催し４県
人が参加。村松つねさん
（ＮＰＯ法人『こころ塾』

■ 月 ・ ・ 日の３ 保育のために保育士確保
日間、今年６回目の「保 と働きやすい職場へ「要
育部会自治体訪問懇談」 望書」を携えて各担当課
を行い、保育部会役員と と懇談し、現場の声を伝
当該保育士、単組役員の えました。
人が参加。全県で保育 ■８月９日「県子育て支
士不足、非正規への応募 援課懇談」には７単組
がないことなどが共通す 人が参加。支援課から、
るなか、今年も全県 市 昨年 月実施の「書類見
町から集めた「アンケー 直しなどの市町アンケー
ト一覧表」と正規採用増、 ト」を「『県市町連携事
非正規待遇改善、書類の 業』のひとつとして保育
簡素化など、これからの 士負担軽減を進めるため

に実施した。各市町から
の意見集約で監査に関わ
るものが多く、今年７月
に様式をフィードバック
し、監査グループなどと
の対話も考えている」
「保育士は相変わらず不
足。就学資金援助、潜在
保育士復職一時金、保育
料貸付金、雇上費貸付事
業など実施している。負
担軽減にＩＣＴ化も考え
ている」など見解表明が
ありました。参加者から
「監査実態は上意下達で
県の認識とずれている」
「ＩＣＴ化は保育現場に
は不向き」など現場実態
が出され、支援課より
「現場の声を聞かせてい
ただいた。意見は監査グ
ループや地方局に伝える」
と話がありました。

29

久万高原町職定期総会
津島吉田病労定期大会
医療介護評幹事会
憲法・いのち・社会保障
守る国民集会（東京）
21 県本部拡大執行委員会・
「県勧告・統一要求討議」
21 女性部幹事会
21 社福評保健師部会幹事会
22 保育部会幹事会
11
13
14
19

ました。

33

11

日目に新規加入組合が承
認 さ れ、 内 子 社 協 労 組
（ コ コロ ユ ニ オ ン ） が
『自治労連組合旗』を受
けました。（写真上）

90

20

■ 月 ～ 日、埼玉県
での「自治労連第 回全
国大会」にのべ約３千人
（愛媛実参加 人）が参
加。 日「定期大会」１

■９月２日、松山市での
「愛媛労連第 回定期大
会」に 人（うち県本部
人）が参加。発言では
四国中央・西条・今治・
内子社協・西予・宇和島
病院の単組活動が紹介さ
れ、松山市・久万高原町・
大洲市の地域づくりの課
題・とりくみを報告。
「すべての労働者の賃上
げ・格差是正、地域活性
化・定住促進をめざそう」
「存在感のある運動をつ
くり、組織拡大で前進し
よう」など方針を決定し
ました。（写真下）
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26

39

25

29

24

26

県人事委員会勧告
上旬

程
日
30

39

7

27

【10月】
１ 自治体退職者の会総会

塾長）の『メンタルヘル 可欠な状況が語られまし
スの対策と対応』の講演 た。休憩後、酒井たみさ
では「ストレスサインと ん（愛媛医療生協運動サ
ストレス反応」「うつ病 ポーター）による「腰痛
の人への接し方」「相談 体操＆タオル体操」で、
を受ける人のセルフヘル 身体チェックと少し汗ば
プ」など、自分と職場で むストレッチでリラック
思いあたることが多く、 ス。最後は、現業評役員
「そうそう」と頷ける実 が買い集めてきた「松山
践的な話でした。活動交 市内有名店スイーツ＆ケー
流では４県 単組の職場 キバイキング」を実施。
実状など単組活動を交流。 参加者全員が１人３個ま
正規採用要求が共通する でのスイーツをセレクト
と同時に、非正規募集に し、飲み物と一緒にテー
も応募がなく、住民サー ブルごとに歓談。女性だ
ビス維持継続のために非 けでなく男性にも好評で
正規改善と正規採用が不 した。
10

27

8

【９月】
16 県本部拡大執行委員会・
「秋の重点要求学習」
16 東予総支部総会
16 中予総支部総会
16 宇和島地域医療市民の会
19 県町村会長〔愛南町長〕
要請
19 町村職評総会総会
21 県人事委員会要請
27 県市長会長〔八幡浜市長〕
要請
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第 ４８８ 号
※厚生労働省の最低賃金審議会は、地方をABCDランク分けし、2017年度
の地域最賃をＡ26円・Ｂ25円・Ｃ24円・Ｄ22円引き上げを答申。
※四国４県は、去年まで香川県のみＣランクだったが、今年徳島県も
Ｃランクとなり、Ｄランクの愛媛県を追い越す最低賃金改定となる。

９月１５日
２０１７年

媛
愛
連
労
治
自
（１） 第４８８号

〔東 京 2 3 区〕地域手当20％＋本府省手当（係員４％相当額、係長６％相当額、課長補佐８％相当額）
※最低賃金Ａランク:16年932円→17年958円（＋26円）
〔四 国 内〕 【香川県】地域手当…高松６％、坂出３％ ※最低賃金Ｃランク:16年742円→17年766円（＋24円）
【徳島県】地域手当…徳島･鳴門･阿南３％ ※最低賃金Ｃランク:16年716円→17年740円（＋24円）
【愛媛県】地域手当なし
※最低賃金Ｄランク:16年717円→17年739円（＋22円）
【高知県】地域手当なし
※最低賃金Ｄランク:16年715円→17年737円（＋22円）

11

西予市職労は８月４日
「女性部交流会」を開催
鶴を海外へ送るつどい』
に約 人が参加。平和行

８月９日、松山市内で
の『「平和の使者」千羽

さんの体験「 歳当時広
島の金輪島にいて巨大な

体へ４２８万８千羽を送
付）。被爆者の岡本教義

進県実行委員会が 年か
ら毎年開催し、 年目の
今年はアメリカ・イギリ
ス・フィリピンの平和活
動団体に約 万羽を送り
ました（合計 カ国 団

談し、次の声（抜粋要約）
がありました。「当日の
残業は課長から聞き取り

きのこ雲をみた。けが人
の救護にあたり、人間の
断末魔を見た。こんな体
験はしてほしくないが想
像はしてほしい」を聞き

いう風潮があったが、管
理職が帰りやすい雰囲気

ているが有給部分は取れ
ていない」など。「職場
懇談会」は部署ごとに９

りやすい』。夏休は取れ

ました。

をつくるかでだいぶ違う
気がする。管理職が『休
みを取る、早く帰る』と

⑦我々ハ○○○○人ダ

⑧運命の勢いのこと。○○○○を占う

①デネブを頂点とする北天の大星座

②○○○○○○⇔上級生

③○○秘、○○祷、○○示録

⑤廊下と廊下の間に橋のように渡す歩み板

⑥新作映画の初上映のこと

『秋の要求書』に反映し
ていきたい」と話があり

いて要求書へ反映したい。 屋にエアコンをつけよう
また『職場アンケート』 かなと考えています。
も実 施 し、 その 結 果も
（今治・白石）

り、竹内委員長から「今
後も多くの意見をいただ

がいて大変。各担当の仕
事量についても考えてほ
しい」といった意見があ

■同僚から「意外と良く
当たるのよ」と聞き、初

が体に堪えてきたので、
来年は心身のためにも部

■今年の夏も自分の部屋
はエアコンなしで過ごし
ましたが、さすがに湿気

の連続。だけど試してみ
る価値はある…「あなた

にいかないことばかり、
『これでよくないのだ』

赤塚不二夫さんが漫画の
中で幾度もくり返してき
た言葉。現実は思い通り

（大洲病院・吉川）
■『これでいいのだ』。

チャレンジすることは、
緊張するけど良い経験に
なりました。

施しました。

めてクロスワードパズル
に挑戦してみました。ビ

■トライアスロンに初挑
戦し完走。新しいことに

るかな～。
（周桑病院・佐伯）

【タテのカギ】
ました。『職場オルグ』
は９月４日まで全６回実

また、ねぎらうこと

はあなたでいいのだ」と

⑨思いやりをもって扱うこと。

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
日ごろ見かける明治の啓蒙思想家
にして下さい。

④地面の下。○○○○に埋める

おたより
ありがとう

①○○○○○○⇔全角文字

ギナーズラックって、あ

場で働きやすい」といっ
た発言や「課内に休職者

月末まで実施します。

内子町職は８月 日か
ら『職場オルグ』をスター
ト。 日は組合員と執行
部の 人が参加し、「
人事院勧告」について担
当執行委員が説明。「自
治労連共済」についても
説明し加入をよびかけま
した。参加者から「４月
新規採用で仕事にも慣れ
てきた。相談しやすい職

【ヨコのカギ】

が盛り上がった頃、ビン

また、今後の活動案とし
て、「アサーション＝自
分と相手を大切にする表

17

部下が『休みやすい、帰

があり、『やるなら手当
をつける』と言われる」
「昔は残業してナンボと

14

ゴゲームなどを行い、景
品が当たった順に自己紹
介、「新採ですが子育て
しながら頑張ってます」
「初めての支所勤務で

し 人（うち新採３人 ･ 分かけて車で通勤してい
男性１人和気委員長）が ます」など自己アピール

日頃は交流の機会が少な
い人も多い、今日のこの
機会が今後の仕事にも生
現技法トレーニング」な
どが提案されました。

伊予市職労は８月 日

から「職場懇談会」をス
タート。例年９月～ 月

「仕事の状況・人間関係」
「残業・休暇」など、参
加者全員に発言してもら
い、質問も交えながら懇

90

84

15

31

参加 。 兵頭 女 性部 長 が し、和やかで笑顔あふれ
「職場や職種の違いから、 る交流会になりました。

かせる交流会となります
ように」とあいさつ。会
けではないが、言わない
と理事者に問題意識を持っ
てもらえない」など組合
加入を訴え、「９／ しゃ
べり場」への参加もよび
かけました。両日とも職

場の正規調理員も参加し、 予定を『えひめ国体』の
「組合があるから待遇の ため早めました。８月
維持・改善もされている。 日昼休みの「職場懇談会」

今治市職給食部会は８
月 ・ 日「職場オルグ」
を実施。５月の「地公法
改正」を報告し、組合で
今年秋から職場の声を集
資料などもみて加入を考
えてほしい」と話し、今

た。「また来年も参加し
ます」との声も多くあり

には 人が参加。参加者
から職場の様子を聞き、

めて運動をすすめていく
ことを知らせました。給

加入してくれました。ま

回の調理場以外でも、職
場の組合員が声をかけ臨
時調理員２人が組合加入

市立宇和島病院労働組

た、当日に急遽参加して
くれた新採さんも。技師

食部会役員から「給食部
会の長年要求で少しずつ
非正規の待遇が改善され

合は８月 日、毎年恒例
の「青年部新入組合員歓

さんの参加が多く、看護
師やいろんな職種を交え
て、楽しく交流できまし

してくれました。

30

た。すぐに改善されるわ

迎会」をリージェントホ
テルビアガーデンで開催
し 人（うち新組合員４
人）が参加。参加をよび
かける中で、歓迎会の前

ました。若いチカラで組
合運動を盛り上げていけ
たらと思います。

■４８６号のパズルの答
えは「アカツカフジオ」
（赤塚不二夫）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）
山岡 昭彦（四国中央）
白石
聡（今 治）
佐伯さゆり 周(桑病院 )
竹田 純子（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】 月 日【発
表】４９０号（ 月号）

はなく、 年ぶりに会う
同級生の頑張っている姿

「ずっと好きだったんだ
ぜ」を歌おうかと思って
ましたが、そんな空気で

■中学校の同窓会にいっ
てきました。斉藤和義の

■問題を作成された方が
すごいと思います。
（宇和島津島・清水）

教科書の１ページです。
（西条・杉）

あなたの人生を大事に生
きてほしい。私の人生の

11 27

10

10

10

堀川孝行

出題者

23

28

23

30

30

24 23

17
10
22

25

28

日、８月１日に正規採用
の 代の管理栄養士さん

18

が職場友人の勧誘で組合

（四国中央・山岡）

を見て、自分も頑張ろう
という気になりました。

25

21

20

９月１５日
２０１７年
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