147,100円（④△4,990円）
②県内市町（2017県勧告準拠）1級05号

147,673円（④△4,417円）
③松 山 市（2016市独自改定）1級07号

148,300円（④△3,790円）
④愛 媛 県（2017初任給改善）1級09号

152,090円

181,000円（⑧△5,524円）
⑧愛 媛 県（2017初任給改善）1級29号

186,524円

県予算要求交渉（県庁）
今治水道労組定期大会
県本部拡大執行委員会
県市町振興課要請（県庁）
22 南予総支部代表者会議
23 地域医療を守る全国交流
集会（東京）
24 宇和島市職宇和島支部定
期総会
25 女性部幹事会
26 医療介護評幹事会
非正規公共評全県学習交
流集会（西予）

10

20

10

12

36

10

20

病院・介護施設要請行動」
を実施し、『安心安全の

勝【京都市】2－0【東京特区連】

⑦松 山 市（2016市独自改定）1級26号

19

13

第 ４９０ 号
〔参考〕国勧告準拠の市町職員⑤と愛媛県職員⑧の「年収差」7,324円×16.4月＝120,113円

県本部医療介護評議会
は 月 ・ 日「自治体

決 勝【西条市】0－2【東京特区連】

■決

医療介護実現要請書』を
提出・懇談しました。各
病院・施設では、看護師
などの人員不足と職員募
集に応募がない深刻な状
況、奨学金・奨学金返済
補助などの施策、適正な
夜勤回数の問題、労働時
間管理の適正化、時間外
（就業前後）の把握と手
当支給、事業所内保育所
の設置、病床削減、非正
規職員の一時金・昇給・
資格取得での処遇改善な
ど、懇談しました。

【橋本彩香 主将】
主将として初めての全国大会
で、４年連続５回目の決勝トー
ナメント、４度目の３位。新人
メンバーも加入し、地元のバレー
チームの皆さんに協力いただき
ながら、練習を続けてきた成果
が３位という結果に表れたのは
うれしいです。しかし、今年も
東京に負けてしまったのはとて
も悔 し いで す！ 来 年 こ そ『 打
倒！ 東 京特 区連 ！ め ざ せ！ 優
勝！』を合言葉に、練習にとり
くみたいです。最後になりまし
たが、温かく送り出してくれた
職場の皆さんや家族にたくさん
の感謝の気持ちを込めて、本当
にありがとうございました。

の段階で組合と協議を」
の要求に、県は「現在、
非正規職員の実態把握を
行っており、必要に応じ
て組合と協議する」と回
答。『夜勤賃金改善要求』
に対し「最低賃金改定を 組合は「改善は評価する
受け 月から夜勤日額＋ が、最賃以下水準に変わ
２６０円（８３９０円） りはなく、給料表を基準
に引き上げる（月額換算 とした賃金制度を」と改
＋３９００円）」と回答。 善を求めました。

■準

179,898円（⑧△6,626円）

14
17
21

24

25

県本部は 月 ・ ・ 見ても疑問が多く国への
日に『県本部統一要求 意見も上げた。【Ｅ市】
書』を単組連名で提出し タイムカードによる勤怠
ました。今回の『要求書』 システム導入を考えたが、
提出では、①労働時間の 予算的に導入が難しかっ
把握について「何らかの た。【Ｆ町】合併後の採
措置が必要」という認識 用抑制で職員年齢構成の
と検討が広がっている。 歪みが出ている。来年の
②現業職場・保育所など 採用には募集が結構あっ
自治体一般労組は 月
必要職場の『 協定』に た。【Ｇ町病院】看護師
日、県嘱託警備員の労
ついて「検討が必要」と は、地域の人が町立病院 働条件改善を求め「県人
いう認識が生まれつつあ を自分のことと考えて紹 事課との団体交渉」を実
る。③職員採用・人材確 介してくれることが確保 施。組合は警備員含め４
保について「あらたな措 につながっている。【Ｈ 人参加し、県人事課は人
置・工夫」が広がり、 市】労働時間縮減に向け 事係長らが対応。 年４
「効果があった措置」も て、職場上下関係や部署 月施行の『会計年度任用
紹介された。④会計年度 内の意思疎通を大事にし 職員制度』について、組
任用職員制度の移行へ たい。会計年度任用職員 合の「今後、条例制定も
「今年度中に現在の非正 制度は、財政的な課題が 必要と考えるが、条例案
規の状況把握」の必要性 あると思う。土木・建築
が認識されていることな は応募が少なく、他市と
どが特徴的でした。（以 の競合も影響、応募枠を
下文責県本部）【Ａ市】 広げるなど工夫している。
労働時間管理は『厚労省 【Ｉ市】再任用制度は来
通知』を受けて検討中。 年の定年退職者から３年
勤務時間把握の他市の情 になることもあり、現在
報などを集めている段階。 適用の１・２級では不十
ＩＣカードやタイムカー 分と考え検討に入った。
ドなども検討。【Ｂ市】 【Ｊ市社協】労働時間把
会計年度任用職員制度導 握はＩＣカードによる勤
入は、施行に向けて遅れ 怠管理システムを 月試
ることなく対応したい。 験導入し１月正式運用。
【Ｃ町社協】日々雇用職 将来的に各自のスマート
員の時給を改善。【Ｄ市】 フォンでの管理も検討。
会計年度任用職員制度は 応募がない職種は賃金改
『総務省マニュアル』を 善も検討している。

【西条市】2－0【高知四万十市】

10

■予選リーグ【西条市】2－0【埼玉上尾市】

⑥県内職員（2017県勧告準拠）1級25号

【12月】
２ 自治労連四国ブロック定
期総会・事前会議（徳島）
４ 松山市職労定期大会
６ 東予総支部代表者会議
９ 現業評定期大会
16 県本部拡大執行委員会
非正規公共評幹事会
書記部会総会・学習会
愛媛労連春闘討論集会

12

12 第58回地方自治研
究愛媛県集会（松山）
町
子
内
新居浜清掃企業

市

条

西

久万高原町立病院

■高卒初任給（行１）①県内市町（2017国勧告準拠）1級05号

１１月１０日
２０１７年

媛
愛
連
労
治
自
（１） 第４９０号

〔参考〕国勧告準拠の市町職員①と愛媛県職員④の「年収差」4,990円×16.4月＝81,836円
■大卒初任給（行１）⑤県内市町（2017国勧告準拠）1級25号 179,200円（⑧△7,324円）

程
日
【11月】

32

①乳幼児をあやす。「○○○○○○ばあ」

②全く気にしない。我関せず。

○○○○○○と聞き流す

③○○ては子に従え

⑤敏腕。すごうで。○○○○をふるう

⑥道路などの横の長さ。この先○○○○減少

■終わっちゃいましたね
えひめ国体。民泊協力隊

題が山積している。特に
保育士不足はじめ職員の
増員は深刻なので、新市

市の国体ボランティアに
参加させてもらい、癖に

（新居浜・西原）
■感動と共に愛媛国体終
わりましたね～。同僚と

ＶのＬｉｖｅで観た。大

■４８８号のパズルの答
えは「フクザワユキチ」
（福沢諭吉）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）

横田日出子（西 予）
鎌田 真実（新居浜）
萩森志津香（宇和島）
友近 寅男（松 山）
山里敬一郎（西 予）

【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】４９２号（１月号）

勢の市民が一生懸命自分
の役目を果たしていた。

快晴に恵まれ、ブルーイ
ンパルスが大空にスモー

クをはきながら飛んでい
くのが美しかった。
（西条・杉）

（四国中央・笹本）

のかな。そのように思え
る仕事がしてみたいです。

分でもまんざらでもなく、
やっぱり性に合っている

年間バスを運転していた
けど周りから、やっぱり
似合っているとの声。自

■ついに愛媛国体、街も
人も活気づいてます。世
の中不穏なニュースが多

長にあらためて要求した
い。みんなのチカラで要

なるような貴重な楽しい
（西予・山里）
経験に！来年は福井国体、 ■愛媛国体の開会式をＴ

その模様を知人のフェイ
スブックで見た皆から声
かけられて嬉しいような

求前進できるチャンスと
考えている」と決意を語

応援参加、できるものな

恥ずかしいような…貴重
な体験ができました☆

りました。

で私は沖縄選手団の地域
にお呼ばれして、三線を
弾きました。久々にウチ

19

マス目を埋め、二重枠の９文字で、
マンガのタイトルにして下さい。

【タテのカギ】

ら行きたいものです。
（西条・日野）

⑨前回り。○○○○⇔後転

持ち帰り残業や保育士不
足の現状を訴えてきた」
と活動報告。最後に黒井

⑧東温市にある○○○○渓谷

い今日この頃、お陰で明 ナーグチが話せてチムド ■愛媛国体で２年ぶりに
るい気持ちになりました。 ンドン（胸が躍りました）。 バスを運転。それまで

○○○○のない笑顔

報告、要求取りまとめへ

場の様子も交流し、「宣
西予市職労は 月 日、 言後も変わらない…。早
昼 休み と 勤務 終 了後 に く帰れと言われるだけ。

⑦気にかかり心が晴れないこと。

「厳しさを増す職場環境

こ と が『 労働 組 合』 」
「組合員の『声や思い』
を集約し『しっかり要求』
「職場委員説明会」を開
催し、役員と職場委員

職場から「時間外勤務や
持ち帰り残業などの過酷
な勤務実態」の相談もあ
りました。「自治労連共
済の継続手続き」も説明
し、各職場での取りまと
めをお願いしました。

④「産業や生活の基盤」の略語

おたより
ありがとう

同じように言うこと

「職場集会」開催を提案。
『イクボス宣言』後の職

し、住民全体の奉仕者と
して仕事ができる労働条
人が参加。和氣委員長よ
り「係長昇任試験導入・

ら２チームに分かれて対
戦し、約１時間楽しみま

張っていきましょう！」
と話をして閉会しました。
「支部統合に賛成」しま

①（四字熟語）多くの人が口をそろえて

支部長が「労働時間管理
や 協定締結など要求課

した。保育部は「県子育
て支援課と今年も懇談し、

【ヨコのカギ】

をチームワークで改善し、
このチームワークを守る

し 人が参加。川人新委
員長が「この間一体感が
件確立めざす」「『組合
活動』を伝える義務があ
職員駐車場の有料化見直
し」の『組合意見書』に
対する『市長回答』につ

新居浜水道労組は９月
日「定期大会」を開催

増し、活動の負担軽減で
若手の活動参加も広がっ
る。１人でも多く活動参
加し、次世代の育成・活
動の継承をすすめる」こ
いて説明。続いて「 給
与勧告」の内容と特徴を

介護以外の新採職員の組
合加入に向けて具体的対

した。参加者からは「汗
をかいて、楽しかった」

を行いました。ご飯を食
べながら会話を楽しみ、
さらに親睦を深め、最後
に「これからもまたチカ
ラをあわせてみんなで頑

サービス残業が増えた」
などの意見も。また出先

た」とあいさつし、大野
前委員長に『花束』を贈
呈。活動報告では「対象
とを強調し、全員で採択
しました。

応が必要では」などの意
見や「組織共済の給付事

久万高原町職は
月
日「定期総会」を 人

と感想がありました。そ
の後場所を移動し、 時
より約２時間「懇親会」

『レク企画・ドッヂビー』
を実施し 人が参加。ま
ず軽く準備運動をしてか

案の確認を」「組合員が
楽しめるレク企画を」な
どの提案がありました。

対する今後の具体的活動
を示してほしい」「医療

者全員が組合員となった」
こと 、 活動 方 針案 で は

内子社協労組（ココロ
ユニ オ ン） は 月 日
21

の参加で開催。最初に和
田委員長が「しばらく総
会開催できていなかった

た組合活動を戻していき
たい」と答弁し、活動方
針や役員体制が全会一致

宇和島市職津島支部は
月 日「総会」を開催

合』について「互いに知
恵を絞り、合意できる案
となった」ことを説明。
組合員から「支部統合後
には書記３人体制となる
が、書記の処遇は維持さ
れるのか」などの質問が
あ り、 採 決で は 全員 が

27

10

17

17
20

堀川孝行

10

し 人が参加。執行部が
『宇和島支部との支部統

27

12

10

執行部からは「この総会
を機に、空白になってい

にしたい」とあいさつ。
続いて経過報告と決算報
告に対する質疑があり、
で承認されました。

では「２病院２介護施設
で過半数組合めざそう」
など組織拡大・強化の方

19

が、引き続き職員の疑問
や要求を解決できる組合

組合員から「職場課題に

宇和島市津島吉田病院

針を全会一致で採択。若
藤委員長から「そろそろ

10

37

レー大会」も好評と報告
がありました。運動方針

局労組は 月 日「定期
大会」を開催し 人が参

世代交代も視野に学習を
重ね、新たな役員体制で
乗り切りたい」と抱負を

会終了後、会場を近くの
焼肉屋に移しての懇親会

長年要求してきた介護職 語り、『団結ガンバロー』
員の正規採用が実現した。 で締めくくりました。大
ともに単組の粘り強い要
求が実を結んだ成果」と

で盛り上がりました。

36

52 10

報告。「職場対抗レクバ

16

13

58

加。経過報告では「合併
以来の課題だった介護２
施設間の給料表の統合、

10

出題者

28

15

11

１１月１０日
２０１７年

媛
愛
連
労
治
自
（２）第４９０号

