（１） 第４９４号

２月 日、「労働安全
衛生学習会」に 単組
人が参加。『産業保健に
ついての学習会』と題し

10

13

25

て、講師の岡田崇顧さん 影響の背景・根拠」をデー
（高知医療生協・産業医・ タで示し、「脳心疾患及
高知県いのちと健康セン びメンタル発症リスクが
ター理事長）が、①産業 高くなる時間が過労死ラ
医や産業保健制度、②過 インにほぼ合致」「タバ
重労働の心身に与える影 コを毎日１本吸うと 時
響、③ストレスチェック 間労働と同様」「ストレ
制度の３テーマで講演。 スチェックは医学的視点
「工場などで発展した産 から賛否両論ある」など
業医学や就労環境が変化 パワーポイントで説明い
するなかで求められるニー ただき、参加者からの質
ズも変化する」など提起、 問にも答えていただきま
「過重労働が体に及ぼす した。
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12～20 統一行動ゾーン
17 県本部拡大執行委員会
24 医療介護評幹事会
（内子）
【４月】
７ 青年部幹事会・交流会
11 東予総支部代表者会議
（新居浜）
15 愛媛保育問題研究会総会
（新居浜）
21 県本部拡大執行委員会
【５月】
１ メーデー集会（各地域）
３ 愛媛憲法集会（松山）
26～27 四国保育団体
合同研究集会（新居浜）

県本部は２月５・６・ は応募がなかった。《Ｅ
７日、東予・中予・南予 市》時間管理は健康維持
各地域で、春闘年度末の のためにも重要で、業務
『県本部統一要求書』を の重複がないかなど検証
単組連名で提出。①初任 も必要。 代前後が合併
給など給与改善、②労働 後の採用抑制で少ない。
時間管理、③人材確保・ この年代層に再任用者を
人員増、④再任用制度・ 業務担当として配置する
定年延長の検討、⑤非正 ことも検討課題。《Ｆ市》
規職員の雇用安定・処遇 定年延長になると若い人
改善をかかげ、人事担当 の採用抑制にならないか
者と意見交換し、年度末 心配している。《Ｇ市》
交渉実施を求めました。 会計年度職員制度は「処
（以下「理事者見解」要 遇改善目的」なので、そ
約・文責県本部）
れに向けどうするか検討
《Ａ市》職員の確保・採 したい。職員処遇の引き
用・育成は一番の課題と 下げにならないよう検討
考えている。これまでの をすすめる。財源の問題
採用方法ではなく、新し もある。《Ｈ社協》募集
いやり方も検討していく。 をかけても応募がなく、
《Ｂ市》初任給は隣接自 職員不足の影響で、労働
治体と差があるので、問 時間縮減がすすまない。
題意識を持っている。採 《Ｉ病院》職員確保は厳
用試験日程をずらすのを しい。人材が地方ではな
やめてみると応募は減っ く中央に流れている。再
たが辞退がかなり減った。 任用制度と定年延長の２
《Ｃ市》初任給は来年度 つの制度の兼ね合いや制
採用から改善する。定年 度設計がとても難しい。
延長は、役職定年制を導 《Ｊ事務組合》近年応募
入しても上司部下の関係 者が増えて来ている。介
の逆転で互いに働きづら 護志望の学生も多くいる
い状況が生まれるのでは が、ほとんどが都市部に
ないかと懸念している。 流れている現状がある。
《Ｄ町》新採職員の辞退 田舎にはなかなか集まら
者も多く、土木技術職員 ない。
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第 ４９４ 号
西条市職労現業評は２月24日（土）「会計年度任用職員制度の学習会」を開催し35人が
参加。県本部役員が資料とパワポを使って①正規職員にとっても「職の整理」や「新規採
用」にかかわる課題、②制度導入は２年後だが今後１年で「制度設計」される、③非正規
職員の組合加入を広げ「学習し、声をあげ、交渉する」ことが正規にも非正規にも『より
よい制度』とするために不可欠などと説明。参加者から「日々の仕事を考えると、せめて
フルタイムの非正規職員を増やしてほしいが、新制度ではどうなるのか？」「きちんと交
渉できなければどうなるのか？」など疑問と不安が出され、講師が「みんなで要求し交渉
することで、正規要求も非正規要求も前進できるチャンス」と答えました。

春闘全国統一行動
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３月１５日
２０１８年
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■ ３月３ 日（土 ）「南 予ブロ ック春 闘決起 集会」 （宇和 島市） に約 60人 が参 加。竹 内
南予総 支部長 （内子 町職委 員長） が主催 者あい さつ し、氏 本西 予市職 労書 記長、 川
口宇和 島病院 労組委 員長ら が決意 表明。 集会後 、宇 和島市 役所 前から 商店 街をデ モ
行 進し「不払残業なく そう」「看護・介護 職員を増やそう」な どアピールし ました。
■ ３月５ 日（月 ）「全 労連春 闘四国 総行動 」（高 松市） に４県 約80人が 参加 。ＪＲ 高
松駅前 での集 会とデ モの後 、四国 経済産 業局・ 地方 整備局 など に要請 。自 治労連 の
参加者 は人事 院四国 事務局 に「５ 年連続 の公務 員給 与改善 」「 新規採 用増 と人材 確
保」「非正規の雇用安定・処遇改善」を求め、職場と地域の実状を伝えました。

程
日
【３月】

（２）第４９４号

という『ちょっと贅沢コー
ス』。砥部焼観光センター
では、砥部焼が作られる
方法や工程等の説明を受
け、各自が選んだ器で絵
付け体験。作品は後日届
く予定で、研修記念の作
品の出来上がりがとても
楽しみです。またホテル
ランチブッフェでは部員
同士で楽しく会話しなが
ら、日頃のストレスを解
消、ゆったりしたひと時
を過ごしました。
西条市職労は２月３日
女性イベントとして「学
習会＆いちご狩り」を実
施。「学習会」は 人の
参加で満員御礼。女性職
員と特にかかわりのある
①産前産後・育児・介護
に関する休暇や権利、②
育休の正規代替をテーマ
に制度と要求活動につい
て学び、③自治労連共済

の変更点についての説明
を聞き、ざっくばらんに
意見交換。その後、子ど
も含め 人が「いちご狩
り」を楽しみました。今
年度は『えひめ国体』等
があり、女性企画の開催
が危ぶまれましたが、役
員で話しあい趣向を変え
たイベントに。参加者か
ら「いつもとは違うけれ

新居浜市職労は２月
日、毎年恒例の「婦人部
いちご狩り」を、昨年に
続き西条市の『ひのいち
ご園』で実施し、組合員
が家族ぐるみで２１０人
も参加しました。お天気
にも恵まれ、あたたかい
日差しの中で「あま～ぃ
いちご」をお腹いっぱい

ど、こういった形のイベ
ントも楽しい」との意見
もありました。
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①管理・監督の任にある職
④○○○○⇔部下
⑦尾崎紅葉の長編小説「○○○○夜叉」
⑧○○○○の目を抜く
⑨豊かな経験と知識とを持ち意見を述べ忠告
する人。芸能界の○○○○番

【タテのカギ】

③○○は○○、うちはうち
⑤その年に収穫した米、新人のことも
⑥垂直方向にわき立つ雲。綿雲、むくむく雲

■４９２号のパズルの答
えは「タネダサントウカ」
（種田山頭火）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】４月 日【発
表】４９６号（５月号）

白石 正希（今 治）
西崎みどり（西 予）
吉川 匡希（大洲病院）
山岡 昭彦（四国中央）
達川まどか（今 治）
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マス目を埋め、二重枠の７文字で、
「自分でまかなう」四字熟語に
して下さい。

【ヨコのカギ】

堪能し、暑くなってきた
ら「いちごソフトクリー
ム」でクールダウン！楽
しい交流企画になりまし
た！家族連れでの参加希
望が多く『いちご園』の
キャパを超えたため、さ
らに３月、４月に２回
「いちご狩り」を計画し
ます。
■今年は雪が多くて出勤
算される調整額は『調整
するのが大変でした。も
おたより
率』の影響を受けず、役
う春が待ち遠しいです。
ありがとう
職の高い職員ほど減額の
私は臨時職員なので退職
影響が少ない」などの問 ■２月の大雪で断水にな 後に退職金が出る話にと
題点を指摘。また「会計 り備蓄していた水が役に ても期待しています。
年度任用職員制度は、正 立ちました。防災につい
（大洲病院・緒方）
規職員の範囲の定義を大 て改めて考えさせられた ■毎回パズルを楽しみに
きく揺るがすもの。制度 ３日間でした。
解いていますが、老化が
を見極める必要がある」
（西予・西崎） 進んでいる頭には、とて
と説明。参加者から「今 ■先日またひとつ歳を重 も良い刺激です。
以上に非正規化が進むの ねましたが、誕生日に日
（西条・宮城）
では？」「新制度で処遇 付が変わる瞬間に体が重 ■今年の冬はよく雪が降
改善が報じられているが、 くなるように感じました。 りました。西予市ではマ
財政が厳しいなか実現可 気の持ちようとは恐ろし イナス ℃を記録したと
能なのか？」など質問が いですね（笑）
か。早く春が来ないかな
あり、意見交換しました。
（今治・白石） …。雪道で滑らない歩き

方！女性は歩幅を広げず
そろそろと。男性は大股
でゆっくりと歩幅を広げ
て。あわてずあせらず早
めのスタートがＧｏｏｄ！
（宇和島・竹田）
■高校生の娘も４月より
３年生。本人は進学希望
で受験の年に。私は合格
した所へ行ったのですが、
娘は行きたい学校・学部
があるようでいろいろと
情報収集中。目標を明確
に持つのは大切だと思う
ので、目標に向かってが
んばってほしいものです。
（四国中央・笹本）
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宇和島市職津島支部は
２月７日「学習会」を開
催し 人が参加。学習テー
マ「退職手当」「定年延
長」「会計年度任用職員
制度」について、高尾県
本部委員長が資料を使い
説明。退職手当計算方法
では「５年ごとに民間退
職金との比較で見直され
るが、差額は『調整率』
で調整される。役職で加

10

堀川孝行

出題者

①四国八十八ヶ所霊場第40番札所
②はやり言葉。今年の○○○○○○大賞は…
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西予市職労女性部は２
月３日、１日研修を開催
し 人（子ども 人）が
参加。今回は「美的セン
スを養い、胃袋を満たす」
企画とし、砥部焼観光セ
ンターで砥部焼の工程見
学や絵付け体験後、道後
に移動し「ホテルランチ
ブッフェ」＆「道後散策」
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初心者でも育てやすいの
が特徴です。寄せ植えの
容器には『牛乳パック』
『空き瓶』などを再利用
伊予市職労は２月 日 し、用意された多肉植物
「保育部研修会」に組合 の配置を考えながら自分
未加入者も含め 人が参 の容器に移植し完成。参
加し、園芸療法士で花農 加者から「がんばって育
家の竹中伸枝先生を招き てます」「配置が難しかっ
『多肉植物の寄せ植えづ たけど楽しかった」など
くり』を実施。多肉植物 の感想が。来た人から順
は見た目がぷくぷくと可 番につくることにしたた
愛らしく個性があり、水 め、短時間で仕上げられ、
やりの手間も少なく、愛 参加しやすい研修となり
着を持ってペット感覚で、 ました。

休憩時間」について「休
憩が１時間取れる職場」
をめざすために意見交換。
参加者からは「休憩時間
中の書類の作成や行事の
準備」「保育士が足りず
休憩 分とるのも難しい」
などの意見がありました。
最後に、井出保育部長と
村瀬執行委員長から
「『保育士の労働条件』
と『保育の質』は『車の
両輪』。両方良くしよう！
にいい保育ができるよう
一緒にがんばろう」とよ
びかけました。
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今治市職は２月 日
「保育部会総会」を開催
し正規・非正規あわせて
人が参加。最初に講師
を招き『リフレッシュ体
操』、タオルを使って体
を延ばし、腰痛や肩こり
に効く動きや家でもでき
る簡単なストレッチを教
えてもらい楽しく交流。
総会では経過と活動方針
を報告・提案し、「昼の
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３月１５日
２０１８年

媛
愛
連
労
治
自

42

