調査による意識と傾向」

もとづく取り組み事例」

性化と雇用確保を」

27

45

10

以内）5,000人アンケート

の軸として、地域活

振興基本条例』に

「県内青年（就職３年目

「松山市『中小企業

「中小企業を地域経済

15

〔テーマ〕

〔テーマ〕

〔基調報告〕

33

７月の定期大会で県本部執行委員長に選任い
ただきました。
県内では自治体の大合併から 年以上経過し
ましたが、採用抑制によって職員年齢構成の偏
りや非正規職員の増加などが進み、住民サービ
ス維持にも課題があります。人員不足による長
時間労働やメンタルヘルスなど職場を取り巻く
問題は山積していますが、県内の単組が職場目
線での改善を図れるよう、委員長として尽力し
ていきます。各単組訪問をはじめ学習・交流企
画等を通して自治労連運動を広げていきますの
で、よろしくお願いいたします。

前田

健 さん

12 地方自治研究集会

市職評議会は９月 日、 落維持の困難も広がって
八幡浜市役所で「県市長 いる。市職員にどんな働
会長への要請」を実施。 き方が求められるか、お
県本部６人が参加。大城 互い考えていかなければ
市長会長（八幡浜市長） ならない」などコメント。
に市職評・堀内会長・和 最後に「八幡浜市では
気副会長が『要請書』と 『 ～ 歳の経験者採用
『県自治研案内チラシ』 枠』を設け、応募者が増
を渡しました。大城会長 えた。本人の希望と地域
は「各市・地域ごとに課 の人材を生かしたい」と
題がある。人口減少で集 紹介がありました。

八塚

東予総支部代表者会議
自治労連全国軟式野球
大会（福島～28）
31 今治市職定期大会
【11月】
３ 保育大集会（東京）
４ 過労死防対策止シンポ
ジウム（松山）
８ 秋季年末要求実現中央
行動（東京）

件がある」「愛南町９月
採用試験は競争率 倍、
３分の１が町外出身者だっ
た」などコメント。井口
内子町職委員長、和田久
万高原町職委員長から人
員不足と人材確保困難で
の要望、町の魅力拡大な
ども含めた地域と職場実
状を発言しました。

米田 順哉 さん

22

医療介護評幹事会
青年部幹事会
県本部拡大執行委員会
女性部幹事会
保健師部会幹事会
保育部会幹事会

町村職評議会は９月
日、県自治会館で「県町
村会長への要請」を実施
し、県本部５人が参加。
井口町村評会長が清水町
村 会 長 （ 愛南 町 長 ） に
『要請書』を提出。清水
会長から「職員の要望に
応えたいと思うが、自治
体ごとに事情や地理的条

パネリスト

26

の労働者の賃上げ、地域
間格差解消、現給保障措
置、労働時間管理・超勤
縮減、人材確保、退職手
当、メンタルヘルス・ハ
ラスメント対策、非正規
改善、「会計年度任用職
員制度」への移行などに
ついて要望しました。

パネリスト

24・25
自治体病院要請行動
19

眞 さん

コーディネーター・基調報告

【10月】
11 久万高原町職定期総会
13 津島吉田病労定期大会
自治労連全国バレーボー
ル大会（千葉～15）

９月 日、県公務員共
闘会議（自治労連 県･教
組 県
･国公）と愛媛労連
は県人事委員会に『公務
員給与改善などを求める
要請書』と『署名』（１
０１団体・１６５０個人）
を提出しました。要請に
は８人が参加し、すべて

◎ パネルディスカッション 13:30～

12・13・19
県本部統一要求書提出
14
15
21

20

第 ４８９ 号
「新聞報道」（抜粋要約）■政府は、国家公務員の退職手当を3.37％・平均約78万１千円減額する
方針を固めた。来年１月から適用する方針で、関連法案の国会提出をめざす。地方公務員の退職手
当も、国に準じて減らすよう自治体に条例改正を求める。（9/20愛媛）
■政府は、現在60歳の公務員の定年を65歳に延長する検討に入った。2019年度から段階的に引き上
げる案を軸に調整する。公務員の総人件費を抑制するための総合策もあわせてつくる。2017年度内
にとりまとめ、2018年通常国会に国家公務員法改正案の提出をめざす。総人件費の抑制として「中
高年層の給与水準を全体的に低く抑える」「60歳以降は管理職から外す『役職定年制』で60歳以降
の給与水準を下げる」などの手法が浮上している。（9/1日経）

１０月１０日
２０１７年
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程
日

西条市職労青年部は８
月 日「しまなみ海道サ
イクリング」を実施し
人が参加。当日は最高気
温 ℃の快晴。自転車を
漕いでいると汗が滴るほ
どの暑さでしたが、一同
無事に完走できました。
青年部では、今後もさま

『 中 野う どん 学 校』 で
「うどん打ち体験」に参
加。曲にあわせ「うどん」
をこねたり踏んだり、体

が上がるという天候に恵
まれた１日で、参加者か

散 策 中は 雨が 上 がり 、
「うどん打ち」中に雨が
降る、外に出るとまた雨

子育て制度・環境が次々
変わるなか、制度を知ら
せ、スムーズな職場復帰

加。この「育休産休懇談
会」は 年から実施し、

「育休産休者懇談会」を
実施し、育休者８人と職
場役員・世話人 人が参

験後は自分で切った「う
新居浜市職労は９月
どん」をいただきました。 ～ 日 、婦人部恒例 の

ら「新採さんと道中話が
できてよかった。いっぱ
い交流ができた」など感

「子育て中でも働きやす
い職場」など提案・承認
され、「しゃべり場学習」

井委員長が「共済キャン
ペーンに多数協力があっ

『夢』持って働ける職場
に。組合に期待します」
と発言がありました。総

行」の活動計画も確認。
参加者から「次の世代が

義な時間になったと思い
ます。育休や部分休業は

①長時間のフライトでは提供されます

③水野○○、後藤○○、カルーセル○○

⑤保育園や幼稚園に通うこと。○○○○バス

⑥＜手紙＞「前略」…「○○○○」

『みんなに知ってほしい
救急外来の実態』をテー
マに、救命医療の現状な

■伊予伊予（いよいよ）
愛媛国体。出場される方
もサポートの方も思い出

が参加。片岡朗さん（県
社会保障推進協議会事務

計報告、予算案等につい
て話しあい、満場一致で

最後に「市民の会総会」
を開催し、活動報告、会

まる時期でもあるので、
裸の選手の皆様、体調を

勝手に盛り上がっていま
す。インフルエンザの始

■敬老の日、思いがけな
いプレゼントが届きまし
た。孫（ カ月）の手形・
『宇和島地域の医療福

と記録に残るようがんばっ
て下さい。

局長）が『これからの医
療介護はどうなるのか？』

崩しませんよう祈ってお

て楽な子はうちに居らん

性も良く本当によく寝て
くれます。「こんな子育

■女の子の孫が生まれ、
嫁のお父さんそっくり。

足形を型どったフォトデ
コムでした。幸せな気持

ど、宇和島病院の事例や
実態をもとに講演。参加

お待ちしております！
（西予・山里）

ります（大きなお世話？）
乙亥会館で『せい坊』と

【タテのカギ】

祉と市立３病院を守り充
実させる市民の会』は

○○○○鍋

（西予・田中） ちになります。長女に感
■いよいよ愛媛国体。地 謝します。ありがとう。
元で開催される相撲競技。
（西予・竹森）

⑨上から下まで太さが変わらない。

■４８７号のパズルの答
えは「ショギョウムジョ
ウ」（諸行無常）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】 月 日【発
表】４９１号（ 月号）

笹本與志雄 四(国中央 )
中村 崇志（松 山）
井上 裕也（西 予）
清水 辰洋（宇和島）
竹森 千晶（西 予）
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マス目を埋め、二重枠の７文字で、
生誕１５０年の文豪にして下さい。

⑧植物を寄せ集めて植える。○○○○の鉢

自覚と誇り持てる職場」

新居浜市社会福祉協議
会職員労働組合は９月８

「職場アンケート」「い
もたき交流会」「親睦旅

た。組合員みんなで『楽
しく仕事がしやすい職場』
と『魅力ある組合』めざ

会後、管理職も参加し懇
親会を行いました。

慌しいなかにも、お互い
にホッとやさしい時間を

権利ですが、休むのを心
苦しく感じる方が多く、
やはり人員不足は切実と

⑦腰の痛み

「職種や雇用形態に関係
なくやる気持てる職場」

日「定期総会」を開催し
人が参加。はじめに石

そう」とあいさつ。活動
方針で「社協職員として

に 職場 復 帰し た 先輩 の
「仕事と子育て」の工夫

共有できた懇談会となり
ました。復帰にあたって
不安なことなどを直接先

感じました。

や苦労話、部分休業のと
り方等々の交流もしてい
ます。子ども連れ参加で

輩職員に相談できる有意

④市立を私立と間違えないように読むと…

おたより
ありがとう

①赤紫色のマメ。甘納豆や煮豆にする

９月 日「医療・介護を 者からは「医療介護の改
考える講演会」を開催し、 悪についてよく分かった」
台風が迫るなか市民 人 など意見がありました。

市立宇和島病院（救急外
来勤務）の河野泉さんが

【ヨコのカギ】
承認されました。

堀川孝行

出題者

ざまなイベントを企画し
ていきます。

新居浜市職労は８月
日、青年部夏祭り代替企
画「うどん県ツアー」を
実施し、新採６人を含む
人が参加。車４台に乗
り合わせてのツアー当日
は豪雨で実施が危ぶまれ
ましたが、集合時間の８
時 分には雨も上がり無
事決行。『金刀比羅宮』

の応援しようと、少し前

23

34

のテーマで講演。次に、

（松山・友近）

を秋の草花で一杯にしよ
うと励んでいます。

終わり妻と２人で早めの
秋を楽しんでいます。庭

ガンバレ、若者。
（宇和島病院・萩森）
■長い夏休み（孫の）が

返り。これからの若い力
に期待したいと思います。

（西条・日野）
■市長も市議も若返り、
組合執行部も少しずつ若

やなぁ」と妙に納得され
ました。どういうこっちゃ。

かったね」と主人と話し
てたら「母親の出来の差

12 27

09

10

11

13

想がありました。
重要になること」など要
点をしっかり学習。参加
者からは「西予市が県の
給料表に準拠しているこ
とを知らなかった」「県
の給料表が国を上回って
いるのに西予市はラスが
低いのはなぜ？」などの
声が聞かれました。学習
会後の交流会では、『係
長昇任試験』のことや間
近に迫った『愛媛国体』
の話題、日頃の職場の悩
みなどを語りあい親睦を

②囲碁や将棋で決着時の盤面図のこと

10

参道 周 辺を 散 策し た 後

西予市職労は９月 日

「青年部学習交流会」を
開催し 人（うち新採５
人）が参加。和気委員長
が講師となり、『職員の
給与制度等～公務員の賃
金に関する話～』をテー
マに「今年の人勧の内容」
「愛媛の最賃の額」「時
間外単価の計算方法」、

深めました。

41

15

そして「今年も県勧告が

16

32

11
26

20

33

16

30

１０月１０日
２０１７年
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