（１） 第４９５号

【４月】
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
非正規公共評幹事会
23 県市長会要請（八幡浜）
24 県町村会要請（松山）
29 西条産業フェスティバル
【５月】
１ メーデー集会（各地域）
３ 愛媛憲法集会（松山）
10 県自治体問題研究所総会
11 自治労連中央委員会
（横浜～12）
14 社保庁不当解雇撤回裁判
（高松高裁）
19 県本部拡大執行委員会
女性部幹事会
25 夏季要求実現中央行動
（東京）
26～27 四国保育団体
合同研究集会（新居浜）
【６月】
１ 全国書記学習交流集会
（静岡～２）
３ 医療介護評総会（内子）
10 保育部会幹事会

３月６～７日、 春闘
医療中央行動に県本部医
療介護評から３人が参加
し、『医療介護署名』の
国会提出、地元選出国会

議員や政府への要請を実 議員になることも再度検
施。看護師増員などを求 討し返事をいただくこと
める『医療介護署名』は、 になりました。山本公一
２月末までに愛媛県内で 衆議院議員の秘書は、南
５１４５筆集約していま 予の病院や地域の状況を
す。３月６日に 熱心に聴いてくれました。
愛媛選出国会議 翌７日の政府要請では、
員６人に紹介議 看護・医療・労働の各分
員をお願いし、 野に分かれて行動し、職
白石洋一衆議院 場が慢性的な人手不足の
議員が紹介議員 なかで必死に患者・利用
として署名提出 者さんを守っている職場
を約束。他の議 状況と労働者への支援を
員も紹介・賛同 強く要請しました。

総務省の改善措置を求め
ました。中央行動に初め
て参加した愛媛の５人か
ら「車道を歩くのは気持
ちがいい、デモはすごい
なと思った」「総務省要
請は、勉強になった」な
ど感想がありました。総
務省前集会では、本部現
業評による『現業職員採
用などを求める現業署名』
の総務省への提出行動に
県本部現業評・佐々木会
長が参加し、愛媛の職場
の実状を伝えました。

人は、参議院議員会館
で「総務省要請」を実施
し、四国の実状を伝え、
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０歳児 ② １歳児
２歳児 ④ ３歳児
４歳児 ⑥ ５歳児
障害がある子ども
給食と保育
子育て支援
新制度と保育運動

①
③
⑤
⑦
⑧
⑨
⑩

程
日
３月７日、寒さが戻っ
た東京で「春闘要求実現
３・７中央行動」に全国
２千人（愛媛 人）が参
加。「くらし改善のため
の大幅賃上げ」「労働者
保護を破壊する『働き方
改革』阻止」「安倍暴走
政治をストップ！」など
要求をアピールし、 時
～総務省前集会、 時～
厚労省・人事院前集会、
時～国会請願デモを実
施。その後、自治労連四
国ブロックから参加した
13
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■そんな「職場」をめざすため、組合は「職場の声」をまとめて、職場で理事者（市長・町長など）に要求し交渉し、
県や国（総務省・厚生労働省・人事院など）に改善を求めるなど、全県・全国の仲間ととりくみをすすめています。
同時に、職場を越えて全県・全国の仲間との《交流とつながり》を広げています。
■組合は、①職場の声を集める《要求活動》、②協力しあって仕事ができる《職場づくり》、③いっしょにチカラを
あわせる《仲間づくり》を『３つの原点』に活動しています。新採職員のみなさんも、正規職員も非正規職員も、
再任用職員のみなさんも「願いと希望」をかなえるため、組合に入って「声」を上げ「チカラ」をあわせましょう！

第 ４９５ 号

（２）第４９５号

が参加。川島さん出演の
ＴＶ番組『情熱大陸』が
上映され、講演では「健
康面での最終的なセイフ
ティーネットが医師や地
域の病院」と地域医療の
役割を強調されました。
西予市職労は３月３日
「保育部会交流茶話会」
を開催し、育休中の保育
士を含む 人が参加。
「５／ ・ 四国保育合
同研究集会」のよびかけ
があり、和気委員長を講

師に「会計年度任用職員
制度」と「労働時間管理」
について学習。「組合で
とりくむようになってか
ら超勤対応が良くなった」
などの意見があり、少し
ずつ改善されています。

２月 日、「市立吉田
病院を存続・充実させる
住民の会」が医師の川島
実さんを迎えて『地域の
健康を守る』の講演会を
開催し、地域住民や病院
労組組合員ら約１３０人

西条市職労保育部は３
月 日、２回目の「会計
年度任用職員制度学習会」
を開催し 人が参加。県
本部役員が資料とパワポ
で「新制度で何が変わる？
いつ決まる？何をすれば

いいの？」を説明。全国
で検討されている事例も
紹介し「当事者が声をあ
げ、組合で要求し交渉し
なければ『いい制度』に
ならない」ことが強調さ
れました。

時間でたくさんのゴミを
集めました。その後２カ
所の『いちご園』に分か
れいちご狩り。思い思い
に熟したいちごを摘んで
食べ比べ、楽しい時間を
過ごしました。
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堀川孝行

10

①童話。なかなか抜けない。「うんとこしょ、
どっこいしょ」
②学校・会社などが学生や社員に提供する
共同宿舎。寮
③○○こぶ、きり○○ぽ、いっ○○もめん
⑤上位の職員。○○○○⇔下役
⑥ものまねタレント。同名のおそうざいも

マス目を埋め、二重枠の 文字で、
「こんなことはもってのほか！」に
して下さい。

【タテのカギ】

■年度末に入り忙しい毎
日、ふと気づくと庭の桃
の蕾も大きく膨らんで春
は近づいて来てるのを感
じ癒されました。健康で
乗り切りたいと思ってお
ります。
（新居浜・西原）
■ついに異動で職場が変
わることになりました。
固くなった頭で新しい事
を覚えられるのか？心配
でたまりません。
（西条・山内）
■過去には就職氷河期で
入る苦労を味わい、現在
では人材不足で入ってく

■４９３号のパズルの答
えは「ゴジッポヒャッポ」
（五十歩百歩）でした。
正解は８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）

西原 紀子（新居浜）
山内真由美（西 条）
小林 弘樹（津島吉田）
井上 裕也（西 予）
白石
聡（今 治）

【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】５月 日【発
表】４９７号（６月号）

れない辛さを味わうこと
になるとは…。
（今治・白石）
■先日、娘家族に還暦の
お祝いをしてもらいまし
たが、自分が 歳なんて、
まだ実感がわきません。
まだまだがんばります。
（西条・宮城）
■ランニングが楽しくなっ
てきました。タイムを縮
める云々より、いろいろ
なもの思いにふけること
ができ、自分と向き合う
良い時間がつくれます。
（四国中央・山岡）
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伊予市職労は３月４日
回目となる「ボランティ
ア・レクリエーション」
を『中山クラフトの里』
で開催し、大人 人・子
ども 人が参加。清掃活
動からスタートし、短い

①男性歌手。『15の夜』『I LOVE YOU』など
④金銭の融通。○○○○機関
⑦（スペイン・イタリア語など）数字の「４」
⑧営利を目的とする社団法人の総称
⑨災厄を払い除くこと。厄払い

おたより
ありがとう

【ヨコのカギ】

■４月は卒業、入学、転
勤と節目の月を迎え、自
分を見失わないよう地に
足をつけてがんばりましょ
う。
（西予・田中）
■妻が４月から職場復帰
し、子どもがそろって幼
稚園通いになりました。
仕事、地域行事、育児、
介護に追われる毎日、誰
か休ませて…。
（今治・西原）
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四国中央市職労は３月 を説明。参加者から「自
日、保育士対象に「会 分たちがどうなるのか？
計年度任用職員制度学習 『組合情報』を見て参加
会」を開催し、臨時・パー した」と声があり、講師
ト保育士など９人が参加。 が「組合に加入し、声を
県本部役員がパワポで 上げ、交渉するのが重要」
「制度の改善点と課題」 と話しました。

ことが報告され、越智副
委員長がパワポで「会計
年度任用職員制度の中身
と問題点」をわかりやす
く説明。新年度にも「学
習・説明会」を実施して
いく計画です。
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に就職し、浮気もせず
年間働き続けられたのは
周りの支えがあったから」
などあいさつ。職場や組
合を通じた『仲間のつな
がりの大切さ』を感じた
送別会でした。
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市立宇和島病院労働組
合は３月９日「組合員退
職者送別会＆交流会」を
開催し退職者５人含む大
人 人・子ども 人が参
加。花束を贈呈し、退職
者から「 歳でこの病院
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新居浜市職労は３月
日、保育部会「会計年度
任用職員制度の学習会」
を開催し、臨時・正規保
育士 人と役員ら４人が
参加。組合が保育現場の
声を集め、交渉してきた
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今治市職は「保健師しゃ を強調。「保健師給与・
べり場」を３月 日陸地 昇格」を改善する必要性」
部・ 日島しょ部で開催。 も話しました。働きやす
田頭女性部長が「市職女 い職場づくりや仕事のこ
性部の活動」「女性の権 とを交流できる『しゃべ
利を獲得の経過」などを り場』を今後も開催する
伝え、「組合の必要性」 ことを確認しました。
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