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県教育委員会・学校給食
担当課要請（県庁）
【１月】
12 県本部拡大執行委員会
愛媛労連新春宣伝行動
愛媛労連合同旗びらき
14 女性部定期大会
19 南予総支部代表者会議
20 医療介護評幹事会
25 自治労連中央委員会
（千葉県柏市～26）
27 愛媛労連中央委員会

月 日「第
回地方自治研究愛媛県
集会」（松山市）に１１
９人が参加。午前《７つ
の分科会》でテーマごと
に職場・地域の状況を交
流し意見交換。午後《全
労基法どおりに確保し、 体会》で『地域活性化・
取得できるよう適正な対 中小企業振興を考えるシ
《振興課》『１／ 厚生 応を助言していく。「こ ンポジウム』を開催。
労働省通達』は「使用者 れをやればすべて解決で
シンポコーディネーター
の労働時間の適正把握義 きるという方策」がある の愛媛県中小企業家同友
務」を示しており、これ わけではなく、労働時間 会・米田順哉専務理事が
にもとづく適正な把握を の適正把握をすすめ、業 「中小企業を地域活性化
市町に助言している。
務量や仕事内容の見直し の軸として、地域活性化
【県本部】労働時間の適 も進める必要がある。
と雇用確保を」と基調報
正管理は、健康維持や人
告。パネラーの松山市地
材確保のためにも、労使
域経済課・八塚健課長が
が知恵を出しあい改善を 《振興課》県内の技術系 「松山市の『中小企業振
すすめていくべき課題だ 職員不足は伺っている。 興基本条例』に基づく取
と考えている。そのため 採用試験時期前倒しや応 り組み事例」を報告。続
には、厚労省ガイドライ 募年齢引き上げ、初任給 いて、愛媛大学社会連携
ンの「労働時間の適正把 改善など、市町の適正な 推進機構・前田眞教授が
握」が初めの一歩だ。
対応を助言している。
「松山市若年者の就業実
【今 治】保育所で昼休 【新居浜】今年４月に育 態調査」（２０１７年３
みが取れない状況がある。 休取得者の代替に６人正 月・５千人対象）の特徴
使用者責任で休憩時間確 規職員が配置され、職場 を報告。東温市の『中小
保を要求している。
全体の負担が軽減された。 零細企業支援パンフレッ
【西 条】国体や災害対 育休取得者にも、職場に ト』が資料配布されとり
応での休日出勤の代休が とっても「いい制度」な
取得できない状況がある。 ので全県に広げてほしい。
通常業務も多忙で消化で
きないままだ。
【伊 予】課によって残 【県本部】『秋の統一要
業申告する・しないの差 求書』提出時には、市町
異があり、恒常的に残業 の人事担当者から「財政
する職員の偏りがあるが、 面での心配・懸念の声」
今年度は人事担当課が を聞いている。
「残業の事前申告を徹底 《振興課》制度設計に伴
した」ことで、全体とし う勤務条件は職員団体・
て残業が減る傾向がある。 労働組合と協議・交渉す
《振興課》休憩時間は、 べきものと認識している。

「会計年度職員制度」
説明会（県本部）

県本部は 月 日、県
市町振興課要請を行い、
単組 人が参加。《重
点要求》についての「振
興課見解」を確認し意見
交換。単組から職場実状
を伝えました。（以下抜
粋要約 文･責県本部）
11

【県本部】県の初任給改
善を受けて、県内市町で
初任給改善の動きがある
が、見解を伺いたい。
《振興課》初任給改善を
含めた県勧告・報告もふ
まえて、市町が適切に対
処することで、官民較差
が解消されると認識して
いる。市町が初任給改善
を検討し実施することに
ダメと言うことはない。

「労働時間管理･36協定｣
学習会（県本部）

20

【12月】
16 県本部拡大執行委員会

21

非正規公共評幹事会
書記部会総会・学習会
青年部幹事会・交流会
愛媛労連春闘討論集会
四国保育合研実行委員会
（新居浜）
県公務員共闘会議総会
保育部会幹事会
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くみが紹介されました。
米田さんは「人口が減
らないためには、地域に
仕事があることが重要。
地域の仕事と雇用は中小
零細企業がほとんど担っ
ており、そうした企業が
元気な地域は雇用が維持
され定住人口も増えてい
く」「元気な中小零細企
業をつくる責任は、第１
に経営者だが、地域づく
り・活性化の視点から行
政や住民にとっても重要
な課題であり、各自治体
で『中小企業振興基本条
例 』 が必 要 と さ れ る 」
「この『条例』は、自治
体が地域の中小零細企業
の役割を重視し、その振
興を行政の柱とすること

を明確にする理念条例」
「こうした地域づくりを
具体的に進めるために
『実態調査』『基本条例』
『円卓会議』の３点セッ
トが必要」など提起。八
塚さんは「地域経済課の
仕事目的の１つは『地域
の雇用を守り、育てるこ
と』」「松山市の『中小
企業振興基本条例』は、
行政として覚悟をもって
制定した」など。前田さ
んは「企業がブラック企
業要件を抱えていると生
産性・人材管理・社会発
展のレベルで負の影響が
出てくる」「ブラック企
業の抑制要因に『労働組
合』の役割がある」など
の指摘が印象的でした。

今治 市 職は 月 日
「女性部 周年レセプショ

ていました。「いつもは
何時頃まで残ってますか？」

宇和島病院労組は 月
日、女性部恒例「東道

1947（昭和22）年に廃止

③見える範囲。物事を判断する範囲。

（宇和島・竹田）

⑤討ち入ること。「四十七士の○○○○」

○○の狭い人

しようか？毎年悩む。ゲー
ムが大好きになりつつあ

る彼女。母親は時間を決
めてるらしいが夢中にな
ると約束は…しかられれ

■女性部で今年も東道後
『そらともり』に行きま

これからも続けていただ

■４８９号のパズルの答
えは「ナツメソウセキ」
（夏目漱石）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）

田中 春美（西 予）
上田 亮（新居浜清掃）
西村 恵美（宇和島）
岡崎 美郁（宇和島）
山内真由美（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】１月 日【発
表】４９３号（２月号）

き、皆が幸せな気持ちに
なってほしいです。

（宇和島病院・西村）
■先日、香川県大野原町

のうどん店で、雨の中の
歩き遍路２人連れと一緒
に。これから雲辺寺へ行

くとのことでロープウェ
イ乗り場までお送りする

（新居浜清掃・上田）

スワード、皆でワイワイ
言いながら解きました。

（四国中央・笹本）
■よくできた楽しいクロ

しかる役割も変わった…。 お接待をさせていただい
やれやれ仕方ないか！
た。久しぶりに気持ちの
（西条・杉） スカッとした一日でした。

ば父親のところへ避難。
時代と共にプレゼントも
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飛ばしました。最初から

②正月を家でゆっくり寝て過ごすこと

■７歳の孫にばぁばから
の誕生日プレゼント何に

①非常時に軍隊に統治権をゆだねる命令。

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
四字熟語にして下さい。

おたより
ありがとう

【タテのカギ】

最後まで笑いの絶えない
ストレス発散の旅で「ずっ
と続けてほしいイベント
だね」とみんなで盛り上
がりました。行きのバス

と提案があり、運転手さ
んに帰りのコースを変更

で「２年前話題になった
『ケーキ屋』に寄ろう」

参加。曇りから一転して
秋晴れのもと宇和島をバ

してもらい、ケーキのお
土産もゲット！「今年は
温泉に加えて得した気分」

後温泉そらともり癒され
ツアー」を開催し 人が

スで出発。温泉受付で思
い思いのリラックスケア
を選び、おいしい食事の

と笑顔増し増しの大満足
ツアーでした。

にしながら運動を広げる
ことが大事」とよびかけ。
参加者から職場状況も出

「働く者同士『お疲れさ
ま』で通じる関係を大事

胸に非正規公務公共職場
で働く仲間を増やし手を
つなごう」と題し講演。

部組 織 局の 蛯名 中 執が
「『誇り』と『怒り』を

を承認。大会後の学習交
流集会では、自治労連本

したい」と方針提案し、
役員改選で石井新委員長

後、それぞれのケアを楽
しみ、日頃の疲れを吹っ

県自治体一般労働組合
は 月 日、西予市で
「定期大会」と「全県非
正規公共学習交流集会」
を開催し、 単組支部
人が参加。大会では、石
井県一般副委員長が
「『ココロ分会』の単組
化、県嘱託分会『夜勤日
額改善』、大洲支部『有

され、「解決と改善に向
けたアドバイス」もあり、
活動を交流しました。

時に会える人に会おう』
人生の折り返し地点を過

⑨魚を釣るのに用いる糸

気になってる人がいたら した。この企画の参加も
連絡を取ってみませんか？。 私にとって今回が最後。

で７回終了。特別延長の

破り優勝しました。

埼玉所沢市、決勝で愛知
豊橋市（前年準優勝）を

ぎて思うことは同じ。名
前のなかなか出てこない
会話はいつもの流れ（笑）

れ追加点ならず、１対１

その後お互いチャンスを
つくるも固い守備に阻ま

８回表、長崎が６点をあ
げ、８回裏に松山が１点
返すも、アクシデントが

■先日高１の時のクラス
メイト有志でプチ同窓会
をしました。『今会える

⑧夏季の低温で稲作などに被害を受けること

とりくみ」など『 年の

伊予市職労は 月７日
『長時間労働調査』を実
などと尋ね「 時くらい
かな。○○さんは結構残っ
てる」など対話も。参加

『組合っぽい』ね」など
の感想がありました。ア
ンケート結果は要求と交

給の病気休暇新設』など
要求前進もあり、情報発
信と組合員拡大を重点に

⑦斬首の刑の通称

「全国野球大会」（福島
県）１回戦で松山市職労
が長崎市職労と対戦。試

日、自治労連

④日曜の次は

報告・議案が全員の拍手
で承認。新役員には例年
以上に若手組合員が選出

月

この本は○○○○○○面白い

あゆみＤＶＤ』上映。
年を 枚のスライドで振
り返り、婦人部・女性部
の運動が生活に密着し、
妊娠出産や介護・年金・

退職者からの励ましの言
葉など、女性部活動の大

保育など、とりくみのす
ばらしさを知りました。

とりに『組合への想い一
言メッセージ』を書いて
切さを実感。これからも
「しなやかに、したたか
に」をモットーに職場や

ン」を開催し、現役・退
職者 人が参加。１人ひ

もらい、メッセージボー
ドにしました。田頭女性
部長・村瀬市職委員長あ
全県・全国の女性とつな
がりたいと思います。
お菓子どうぞ」と声をか
け「嬉しい～ありがとう」

施し、執行部９人がお菓
子とアンケート持って本
庁フロアーごとに元気に
者からは「思ってたより
少 な い」 「こ う いう の

「アンケート？高いお菓
子やな（笑）」と喜ばれ

職場を訪問（① 時 分
～、② 時～人数把握の
み） 。 ①の 時 間帯 に は
「組合です。残業お疲れ
さまです」「アンケート

れる水道事業を」「管理
強化ではなく言うべきこ
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大爆笑連発の楽しい時を
過ごせました。ちょっと

とが自由に言え、市民の
ためにやるべきことをみ
んなで協力してやれる職

23

合は１回長崎が１点先制 おき松山が棄権し試合終
し、４回に松山が同点に。 了。長崎市は、準決勝で
は島嶼部事業所などの組
合員３人が増え、しっか
り交流しました。

10

⑥ソ連＝○○○○社会主義共和国連邦

堀川孝行

出題者

11

されました。大会終了後、
恒例の「焼肉懇親会」に

50

場づくり」「全員参加型
の組合運営」などを提起、

①物事を大げさに言うこと。

50

渉につなげていきます。

今治水道労組は 月

日「定期大会」を開催し
人が参加。壷内委員長

し要求前進めざそう」と
あいさつ。活動経過では
「今年４月に水道職場２
人増員」運動方針案では

【ヨコのカギ】

80

いさつなどの後、食事を
交え「これまでの運動や

17

お願いしてます。アメと

×

12

50

「市民に喜ばれ、安心さ

27
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が「先輩方が築いてきた
労働条件と組合運動を次
に引き継ぐために、団結

24
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