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自治労連全国大会

程
日

（大阪～28）

細の見方」や「働き方改
革のまやかし」などを学
習し、人間らしい生活、
希望をもって働くために、
一人ひとりが声をあげる
大切さをテーマにグルー
プ討論。参加者から「こ
ういう場に来て情報を得
て、職場や組合で情報を
伝えることが大事だと思
いました」などの感想が
ありました。閉会集会で
は来年開催の愛媛を代表
し山内愛媛労連青年部長
があいさつしました。

【８月】
４ 医療介護評幹事会（内子）
５ 青年部幹事会
上旬2018人事院勧告
10 よさこいプロジェクト
（高知～11）
18 県本部拡大執行委員会
「人勧の内容特徴学習」
県自治体一般定期大会
「会計年度職員制度学習」
22 保育部会幹事会
県子育て支援課要請懇談
25 日本母親大会
（高知～26）
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６月２～３日、全労連
四国「働くものの学習交
流集会 うどん県」に四
国４県から１０６人が参
加。１日目は、四国ろう
きんの岡絋平を講師に
『自立した消費者をめざ
そう』の学習。レクでは
「ドッヂビー」を実施。
夕方からは「バーベキュー」
「２次会」で盛り上がり
ました。２日目は、社労
士の鶴見伸之さんを講師
に『将来の希望を持って
働くために』と「給料明

36

県本部青年部は６月
ム」では、はじめに自治
～ 日「定期大会」「青 労連青年部・大下真一部
年交流ドキジャム 大洲」 長を講師に学習。続いて、
を開催。のべ４県 人、 高知自治労連青年部を講
愛媛は８単組 人が参加。 師に「よさこい祭り」の
日午前中「大会」では 学習と踊りの練習。みん
運動方針で「よさこいプ なでよさこい祭りの雰囲
ロジェクト」「全国自治 気を感じました。夕食は
研・県自治研青年講座」 野外バーベキュー。２日
「反核へんろ」などを提 目は雨のため全員で「ユ
案し、新役員選出とすべ ニカール」（カーリング
ての議案を承認。午後か の陸上版）を実施し、２
らの「青年交流ドキジャ 日間を終えました。
24
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【７月】
21 県本部定期大会
10:00～16:00 伊予市
25 周桑病院労組定期大会
人勧直前中央行動（東京）
26 西条市職労定期大会
27 大洲市職・一般大洲大会
南予総支部代表者会議
31 市町保育担当課要請懇談
（全県～8/2）

23

第 ４９８ 号
30

20

伊予市職労は６月 日
『夏季要求書』に基づく
団体交渉を実施し、組合
役員９人が参加。新採職
員３人の傍聴参加もあり
ました。（以下「回答」
抜粋『組合情報』より）
《人員確保》引き続き職
員の補充に努める。残業
時間は削減されている。
《労働時間・超勤縮減》
今治市労連（市職･水 要求にある前年比 ％増
道労組･今治一般）は６ の休暇取得は呼びかける。
月 日「夏季要求団体交 組合としても職員が休暇
渉」を実施し、次の「回 を取れるよう、お互いに
答・理事者認識」を確認 帰ろうという雰囲気づく
しました。（抜粋要約･ りをお願いする。ノー残
文責市労連）
業デーも徹底したい。タ
《現業採用》学校給食調 イムカードによる超過勤
理員の正規募集を７月広 務状況の聞き取りは徐々
報に掲載、９月試験実施。 に始めたい。《非正規処
《労働時間管理》①全職 遇》非正規職員の方々に
員の始業・終業時刻の把 は行政運営に関しお世話
握管理が必要と認識。客 になっている。会計年度
観的な記録媒体の導入・ 任用職員制度は国の基準
活用も必要と考えている。 でつくる。今年条例案を
②平日時間外と休日勤務 出す予定だが、原案がで
の開始・終了時刻の把握 きた時点で組合にも提示
管理も必要と認識。③超 し、協議を行いたい。
過勤務は振替等の場合以
外は必ず手当支給。④労
基法 条・ 条に基づき
現業職場・保育所などで
『 協定』締結が必要と
認識。《会計年度任用職
員制度》現在の勤務条件
を下回らないよう、可能
な処遇改善をはかるよう
にしたい。制度具体化で
は組合と協議したい。
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（２）第４９８号

マス目を埋め、二重枠の
小説家にして下さい。
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堀川孝行
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文字で、

加がありました。西条市
職労の説明に続き、高尾
県本部委員長が『パワポ』
『自治労連リーフ』を使っ
西条市職労は６月 ・ て約 分「新制度の内容
日「会計年度任用職員 と課題」を説明。最後に
制度の学習会」を開催し、 「当事者の組合加入で声
両日とも会場いっぱいの をあげ改善要求しよう」
合計１４０人が参加。西 と呼びかけ、「１人から
条市で働く約１千人の非 でも加入できる自治体一
正規職員全員を対象に案 般労働組合」についても
内チラシ１千枚を配布、 説明。参加者アンケート
職場の正規組合員が非正 では雇用不安と仕事経験
規の仲間に呼びかけたと を考慮した雇用継続を望
ころ、幅広い職種から参 む意見がありました。

11

済もプレゼントキャンペー
ンから加入者が５倍に急
増」と報告。その後、活
動方針と新役員を満場一
致で承認。和氣委員長は
「自分が組合活動をする
までは組合には関心がな
かった。『仲間の声』を
聞くたび『職場を変えた
い』との思いが強くなっ
た。みなさんも組合活動
に参加し視野を広げてほ
しい」と話し、最後に全
員で大会スローガンを読
み上げ、閉会しました。

西予市職労は６月８日
「定期大会」を開催し、
新採組合員５人を含む
人が参加。『仲間づくり』
では「組合新規加入は今
年も 人が加入。職員数
減少のなかで、合併後
年目の今回定期大会も４
００人超の仲間に支えら
れている」「自治労連共

45

月「残業実態調査」で病
棟訪問・対話を実施など
報告。活動方針では①労
働時間削減へ『 協定』
の上限見直し、②会計年
度職員制度に向け非正規
職員の待遇改善、③地域
住民や市民の会と共同し
地域医療を守る活動など
が提案され、全会一致で
承認。新委員長に大下さ
ん（検査技師）が承認さ
れ、副執行委員長２人体
制での新たな活動を確認
しました。

19

市立宇和島病院労組は
６月 日「定期大会」を
開催し 人が参加。はじ
めに川口委員長が「組合
活動 年間のなかで『看
護師不足の改善など課題
は多いが『労働組合は数
がチカラ』、先輩たちが
勝ち取った制度など運動
を継承してほしい」とあ
いさつ。活動経過では毎

57

■４９６号のパズルの答
えは「ワールドカップ」
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）

養剛（新居浜）
辰洋（宇和島）
歩梨（西 予）
聡（今 治）
洋子（大 洲）

【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】８月 日【発
表】５００号（９月号）

新家
清水
山西
白石
濱田

10

も子どものために自分の
ためにも頑張ります！
（松山・窪田）
■昨年より宝くじが発売
されるたびに 枚ずつ購
入していますが全く当選
しません。引き続きがん
ばります！
（大洲・濱田）
■今年も７月 ～ 日と
宇和島で和霊大祭があり
ます。和霊神社の大鳥居
は日本一と言われており、
一見の価値あり。ぜひ宇
和島へいっぺんきさいや、
おいでなせ。
（宇和島・増田）
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力で《組合の存在と役割》
を理解してもらう機会と
なったことが大きい」と
報告。方針・予算では、
久万高原町職は６月
積極的な活動を推進する
日「定期大会」を開催し ため活動費の３倍化や組
に 人（委任状含む）が 織共済の変更などの提案
参加。和田委員長が「昨 があり、全員の拍手で承
年の大会以降、執行委員 認。役員あいさつでは
会を毎月１回定例化し、 「組合要求は職場の現実
『職場要求アンケート』 と要求水準のバランスが
で職員確保や未払残業な 大事だと思うので、組合
どの課題を明らかにした。 員に納得と理解が得られ
『自治労連共済キャンペー る活動をめざしたい」と
ン』は組合員の ％の協 抱負が語られました。
のようにほっといていい
時代とはいかなくなりま
おたより
した。気を付けて子ども
ありがとう
たちを見守りたいと思い
■Ｗ杯開幕。時差は日本 ます。
が４～７時間早いので主
（宇和島・清水）
６月 日、原水爆禁止 の代表があいさつ。県境 に夜中の観戦…せず体調 ■親戚が猫を飼い始めま
国民平和大行進・四国コー から四国中央市・浜公園 第一で安眠を心掛けます。 した。責任を持って最後
スが香川県から四国中央 グランドまで約１時間半、
（今治・白石） まで飼ってほしいです。
市に入り、約１００人が 国道 号線沿いを行進し、 ■とうとう退職の年になっ
（西予・山西）
県境で「引き継ぎ式」を アピールしました。平和 てしまった。健康に気を ■４月から娘が県外でひ
実施し、７月８日までの 行進愛媛コースの終盤、 付けて、大過なくその日 とり立ちしました。息子
「愛媛行進」がスタート。 豪雨災害の発生により、 を迎えたいと思います。 も市外の学校で寮生活で
四国コース「通し行進者」 自治体要請などが一部で
（西条・宮城） す。子どもたちの世話は
の五十嵐成臣さん（ 歳・ 取り止めになりましたが、 ■公民館勤務で子どもた なくなりましたがそれで
東京在住）が決意表明し、 平和のタスキを広島へと ちが放課後バドミントン もやることがたくさんあっ
香川県・愛媛県それぞれ つなぎました。
など遊びにきますが、昔 て毎日くたくたです。で
16
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40
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68
がら話が弾みました。こ
の地道な懇談会が職場を
動かし、働きやすい職場
づくりに役立っていると
自信をもって臨み、懇談
会で出された声を『婦人
部要求書』にまとめます。
「育休代替の正規配置」
が今年 人に前進。さら
に「子の看護休暇」を改
善（人数制限を撤廃）な
ど要求前進が『婦人部活
動の自信』になり、言い
続けることが大切と確認
しあっています。
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22

16

新居浜市職労で、毎年
恒例の「婦人部年代別懇
談会」を６月 日～７月
日の間 回実施中で、
６月 日までに 人が参
加。本庁で働く女性を採
用年度ごと５人ずつぐら
いに区切り、昼休みの短
い時間、久しぶりに会う
同期・同年代の女性職員
同士がお互いを気遣いな
24
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【ヨコのカギ】

①三島由紀夫の小説名。日本で初めて
プライバシー権が争われた裁判・事件名
④インドネシア南部の島。日本でも人気
⑦ぬばたまの／月に向かひて／ほととぎす／
鳴く音○○○○／里遠みかも〔大伴家持〕
⑧一秒、またそれ以下の差。わずかの差
⑨タバコの吸ったあとの燃えさし

【タテのカギ】

①すぐその反応・効果が現れること
②大学などで、来客が宿泊するための建物
③香魚。漁法は友釣りや鵜飼いなどが特徴的
⑤音が大きく邪魔。やかましい。小言が多い
⑥東京の地名の一、江戸時代の遊郭地

