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【３月】
３ 南予春闘集会（宇和島）
４ 保育部会幹事会
５ 春闘四国総行動・人事院
四国事務局要請（高松）
７ 春闘中央行動・四国ブロッ
ク総務省要請（東京）
10 現業評幹事会
女性部幹事会
11 中予春闘集会（松山）
東予春闘集会（西条）
13 南予総支部代表者会議
15 春闘全国統一行動
17 県本部拡大執行委員会
24 医療介護評幹事会

１月 ～ 日、滋賀県
大津市での「自治労連組
織集会」に全国から２４
０人が参加。１日目は全
体会、２日目は分科会＝
①新採組合加入、②要求
運動と結合した単組の強
化拡大、③非正規職員の
要求運動と組織化、④公

14

県本部青年部は２月３
日「反核へんろ愛媛コー
ス」にとりくみ、５単組
人が参加。今回あいに
くの雨模様も「 番札所
１月 ～ 日、千葉県
仏木寺」から「 番札所
柏市での自治労連「中央
龍光寺」までの道のりを
委員会」に全国２５０人
おへんろしました。力石
が参加。「春闘大幅賃上
部長は「雨ですが、北朝
鮮など核兵器のことはタ
イムリーな問題でもあり、
事故なく元気に歩いてア
ピールしていきたい」と 中天気雨や晴れ間もあり、
あいさつ。新たに作成し 虹も見ることができまし
た「反核へんろビブス」 た。各お寺で記念撮影も
をみんなが着て、傘を差 して全体で約３時間のコー
しながら歩きました。途 スをやり遂げました。

本新部長（写真）は「み
なさんに助けてもらいな
がら女性の運動の発展を
めざします」とあいさつ
しました。
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程
日
県本部女性部は１月
ン」など多彩な活動が報
日「第 回定期大会」を 告されました。午後は長
開催し９単組 人が参加。 久啓太さん（岡山県労働
県本部和気書記長など来 者学習協議会）を講師に
賓あいさつを受け、単組 『私が私であるために䢣
の女性部活動を交流し、 女性と憲法』と題した学
運動方針と新役員を確認 習会を開催。「日本の異
しました。経過報告、保 常な長時間労働は、生活
育部会報告、保健師部会 のゆとりをなくし、自由
報告、ステップセミナー・ に使うことができる時間
自治はた・日本母親大会 と空間を失わせている」
の参加報告があり、各単 など『憲法における人権』
組の活動報告では「育休 について学びました。水
代替の正規配置実現」
「年代別懇談会」「しゃ
べり場」「女性の健康と
ワークライフバランス学
習会」「母親大会」「教
育委員会交渉」「日帰り
親睦旅行」「クリスマス
リースづくり」「子ども
参加型のレクリエーショ

14

【２月】
10 県本部中央委員会
労働安全衛生学習会
16 自治労連共済学校
（山梨～17）
19 愛媛労連春闘キャラバン
（全県～3/2）
20 東予総支部代表者会議
21 西予市職労学習会
24 西条市職労現業学習会
26 内子町職学習会
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第 ４９３ 号
０歳児 大人との共感を大切に発達を促す保育
１歳児の発達にふさわしい保育
２歳児にふさわしい保育
３歳児の発達にふさわしい保育
４歳児の発達にふさわしい保育
５歳児の特質、就学を見通した保育
障害がある子どもの保育
心と身体を育てる、豊かな給食と保育
地域の中で安心できる子育てを
新制度と保育運動
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

２０１８年 ２月１５日
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《2020年度から》非正規職員の新制度「会計年度任用職員制度」が
スタートします。（2018年度中に各自治体で制度設計）
《2021年度から》正規公務員の「６５歳へ定年延長」段階実施が
検討されています。（2019年度中に公務員法改定予定）
⇒「職場の声」を集め、要求し交渉し、職場に返す《循環型組合活動》を！

共労働者の要求運動と組 で組織拡大につながって
織化、⑤次世代育成・役 いくと感じました。
員の世代継承、⑥宣伝活 ■分科会の新採加入のと
動で、全国各地の悩みや りくみで「組合説明会は
工夫とチャレンジを語り 新採をお客さんではなく
あいました。
１人ひとり『主人公』に
『愛媛参加者感想』■全 する」「説明会で加入を
体会で①大阪府職労は、 めざすのも大切だが、職
青年部が少人数から始め 場で組合が動いているこ
たイベントや学習からつ とを見せ続けることがもっ
ながりが広がり、活性化 と大切」など意見交換。
と組合加入につながって 「看護学校卒業し就職す
いる、②静岡県中東遠医 る中で『労働する意識』
療センター労組は、当局 を持つ新採は少なく労働
の不誠実対応から不当労 組合を伝えることが難し
働行為の裁判に踏み切り、 い。先輩看護師組合員が
脱退者が多く出て、役員 伝えていかないと心に響
のモチベーションも低下 かない」と話があり、書
していたが、あらためて 記と役員の連携強めて両
『組合の必要性』を強く 輪で動く重要性を感じま
アピールし、前進し始め した。説明会パンフに
ている実践報告があり、 「市役所近辺ランチマッ
《小さな行動と変化》 プ」掲載の報告もあり、
《青年のチカラ》《活動 目を引き役に立つ工夫を
がみんなに見えること》 したいと思いました。

げ・公務員給与改善」 き出し初任給改善が広が
「長時間労働是正・人材 りつつある全県状況、③
確保」「非正規処遇改善」 ３年間の共済実感キャン
「９条改憲ＮＯ！憲法を ペーンの前進と単組の組
いかした地域活性化」な 織強化について発言。討
ど『春闘方針』が提案さ 論のまとめで「愛媛・新
れ、２日間の討議で採択 居浜のとりくみは、職場
されました。愛媛発言で の声をチカラに、組合が
は、高橋新居浜市職労委 粘り強く要求し運動した
員長（写真）が①職場の 結果、育休代替正規配置
声で実現した新居浜市の に結びついたもの」と教
育休代替正規配置の運動、 訓的に取り上げられまし
②国を上回る県勧告を引 た。

（２）第４９３号

任用職員制度の説明会」
を実施し、臨時職員の組
ていく」「臨時の仲間に
加入の声をかけてほしい」
と訴え、昼休み短時間で

「松山市の新制度は今後
１年で組合と交渉し決め

松山市職労は１月 日、 しい」など質問や要望が
清掃事務所で「会計年度 ありました。組合役員が

を使い学習。参加者から
は「国のマニュアル通り
初号にすると、月額だけ

年度任用職員制度」につ
いて『県本部作成パワポ』

四国中央市職は１月
日、執行委員会で「会計

度任用職員の説明会」を
行い、疑問や課題を出し

要な課題が出されました。
執行委員会では、２月に
保育士を中心に「会計年

けない」など、疑問や制
度設計時に労使確認が必

正規採用の抑制につなが
らないようにしないとい

きかけること、新採組合

事者に『より良くするた
めの提案』を」と強調し

て、簡単なストレスチェッ

④今治市水道局の『協定』
見直し経緯、⑤新居浜市

市立宇和島病院労働組

クをみんなで実施。その
流れで職場の様子や悩み
についても先輩職員と新

ました。

合は１月 日、今年度の
新採職員中心の「交流会
＝拡大しゃべり場」を開

採職員さんが話し込む場
面もありました。この日

水道局の『協定』の課題

募集しても人が集まらな
い」などの声も聞かれま
した。組合役員が「臨時

催し、病院行事とと日程
が被りましたが 人が参

⑦東京ディズニーランドがある○○○○市

⑧舞台上の一点を照らす○○○○ライト

かまくらを作りました。
（大洲病院・吉川）

られなかったらしい。
（今治・白石）
■最強寒波で人生初めて

「何でもプレゼント券」
を渡すと何を買うかで寝

■長年の妻への感謝で

⑨男性歌手、「ぼくの○○○○のぼうよみ」

■先日 ℃を超える熱が
出てダウンしました。検

出題者 堀川孝行

■４９１号のパズルの答
えは「シッソケンヤク」
（質素倹約）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）

越智 崇典（今 治）
山里敬一郎（西 予）
岡崎 美郁（宇和島）
三好美智子（西 予）
友近 寅男（松 山）

【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】３月 日【発
表】４９５号（４月号）

ているから」…心に深く
沁みました。ふと沖縄に

⑥「ポストドクター」の略

すので、こまめに手洗い
うがいを励行しましょう！

⑤取材の内容が正しいか裏付けを取ること

も帰省したくなりました
（関係ない？）
（西予・山里）

③（野球）ライトフライを漢字では

自分が言うのもなんです
が（笑）
（今治・越智）

②都が他の土地へ移ること。遷都

■ 代をむかえ、白髪を
染めるのをやめてみまし

①（英語）自己中心主義の人。うぬぼれ屋

■職場の同僚が『マイサ
イズ』を食べてやせたと

【タテのカギ】

マス目を埋め、二重枠の８文字で、
「どっちもどっち」にして下さい。

④鉄製のよろい・かぶと

おたより
ありがとう

①四国八十八ヶ所霊場第53番札所

か？」「新制度では４月

合員・組合役員の 人が
参加。県本部役員が 分
説明し質疑応答。参加者
では今よりも下がるので
は？」「制度変更時、今

採用に統一されるのか？」
「インフルエンザなどの
休暇はすぐ何とかしてほ

から「２年更新で 年４ したが「これから何度で
月に次の２年が始まるが、 も学習と懇談をやろう」
年４月にはどうなるの
と確認しました。

加入のとりくみの具体化
を相談しました。

車同乗時間は労働時間に
なるか？」など具体的質
問がありました。最後に
講師が「労働時間管理や
『 協定』の適正運用は
労使は対立せず、知恵を
出しあい『働きやすい職
労働時間把握・管理の現 場』『人材確保』をめざ
状、②日本社会全体の動 すために不可欠なもの。
き、③労基法と『 協定』、 組合員みんなで考え、理

人が参加。講師の県本
部役員が、①県内市町の

などを報告。質疑では
「災害救援派遣時の往復

あい、みんなで解決して
いけるよう組合加入も働

ば、声をあげないと勝手
に決められる可能性もあ
りそう」など疑問や不安

た「経験加算」の導入、
②雇用年齢制限の改善の
『回答』があったことを

があがりました。また４
月から①長年要求し続け

給食部会の役員が報告。
今回の待遇改善は『会計

新居浜水道労組は１月
日「労働時間管理『
協定』学習会」を開催し

いる人は改めて試験を受
けるのか？」「新制度で

今治市職は１月 ・

組合役員が「新制度」を
説明。質疑応答では「雇
年度任用職員制度の第１
歩』ととらえ、さらに給
食部会を盛り立て要求実

日、給食部会「会計年度
任用職員パワポ説明会」
を実施し計 人が参加。

用保険が公務員共済になっ
たらこれまで掛けた分は
どうなるのか？」「一見

良くなる制度に思えるが、 現をめざそうと確認しま
最後は自治体判断であれ した。

善につながり、臨時保育
士もやりがいを持てると
思うが、最後は自治体の
判断となる部分が多いの

職員が自分たちの問題と
とらえられるようにして

職員制度の説明会」を実
施し、保育士と組合執行
部あわせて 人が参加。
県本部役員が『パワーポ
イント』を使って、新制

の交流会で、新たに新採
３人の組合加入がありま

いく必要もある」と話し、 加。まず「最近ハマって
臨時職員対象に行う説明 いること」をテーマに自

西条市職労は１月 日、 が不安」「臨時保育士が
保育部で「会計年度任用 いないと職場は回らない。

36

度導入での改善点と問題
点を説明。参加者からは

【ヨコのカギ】

査の結果、インフルでは
なく風邪でしたが…まわ
りでも流行してきていま

27

36

活気のある交流会になり
ました。

10

25

己紹介、意外な趣味の話 した。新採職員だけでな
もあり親交を深めました。 く、２～３年目の職員の
臨床心理士さんも参加し 参加もあり、若者が多く

26

を購入。「あやまちを苦
しいと感じるのは、正し
い道に従って歩こうとし

新年早々、図書カードで
『君たちはどう生きるか』

■久々の年末年始休みで
心身ともにリフレッシュ。

聞き、 箱購入しました。 た。老いを楽しみます。
まだ結果が出ません。
ロマンスグレー。
（西予・西崎）
（四国中央・山岡）

40

36

20
会のタイミングを検討し
て実施することとしまし
た。

19

10

19

15

「国の打ち出しどおり全
く同じにすれば、退職手
当支給・経験加算など改
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