（１） 第５００号

第 ５００ 号
■人事院が「働き方改革と勤務環境の整備」について報告（8月10日）※以下抜粋要約
①長 時間労 働の是 正 … 超過 勤務命 令の上 限を人 事院規 則に おいて 原則 １月45時 間・
１年360時間と設定する。他律的業務の比重の高い部署は１月100時間・１年720時間。
大 規模な 災害へ の対応 など 真にや むを得 ない 場合に は上 限を越 える ことが でき るこ
ととし、事後的な 検証を義務付ける。１月100時間以 上の超過勤務を行っ た職員に対
す る医師 による 面接指 導の 実施な ど職員 の健 康確保 措置 を強化 する 。１年 の年 次休
暇の日数が10日以上の職員が年５日以上の年次休暇を使用できるよう配慮する。
②仕 事と家 庭の両 立支援 、心の 健康づ くりの 推進 … 本年 ３月に 発出 した『 両立 支援
に 係る指 針』の 内容の 徹底 、不妊 治療を 受け やすい 職場 環境の 醸成 、心の 健康 づく
りの推進、『過労死等防止対策大綱』に基づく取り組みを実施する。
③ハ ラスメ ント防 止対策 … 検討会 を設け るな ど外部 有識 者意見 も聞 きなが ら、 公務
におけるパワハラ対策を検討する。
④非 常勤職 員の適 切な処 遇の確 保 … 休暇 につ いては 、民 間の状 況も ふまえ 「慶 弔」
に係る休暇について措置する。
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■８月 ・ 日、高知自
治労連からと県内組合員
計 人が、宇和島市吉田
地区で《支援ボランティ
ア》に参加。ＪＡえひめ
南ボランティアセンター
の指示で立間地区の『み
かん畑』で、流入土砂の
撤去を行いました。谷筋
奥深くに入った傾斜地に
入りシャベルやクワ・一
輪車を使い、チームワー

クでみかんの木の周辺を
元の土まで掘り起こした
り、土砂で埋まったモノ
ラックのレールを掘り出
していきました。みかん
農家の宮本さんは「本当
に助かります。みなさん
の支援を受けて、なんと
か少しでも年内に出荷し
たいんです」と語ってく
れました。
■８月 日には岩手自治
労連の７人と県内組合員
が西予市野村地区で《支
援ボランティア》を実施。
午前は２班に別れ、『野
村保育園』の片づけと
『野村クリーンセンター』
業務手伝いを行いました。
保育園は建物解体が決ま
り、手付かずでしたが
「そのままというのもよ

くない」との声もあり片
づけに着手。壊れた倉庫
や遊具を撤去したり、２
階の屋根にひっかかった
園庭の遊具を降ろしたり、
人がかりでプールを元
に戻すなどの作業を行い
ました。片付けに参加し
た地元保育士さんは「取
り壊されるのは寂しい…
でも前を向いて頑張りた
い」と語ってくれました。
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全国自治研集会
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程
日

（高知～７）
10･11･15
県本部統一要求提出
13 県本部拡大執行委員会
21

県自治研集会
22

（今治）
医療会議評要請行動

保育部会は８月 日、 うことで安心した」と発
今年で９回目となる「県 言。
子育て支援課懇談」を実
②災害対策では、県は
施し、８単組 人が参加 「国の『Ｈ 非常災害対
しました。
策計画』以前に県は『Ｈ
①保育士負担軽減につ
施設防災計画』を策定
いて、県から「Ｈ 年３ し、策定の有無が監査項 イトさに自治体側も現場
月に東・中・南予地方局 目になっている」と説明。 も対応しきれないのでは
で自治体独自で軽減策を 参加者の「災害時の休園 と困っている」など見解。
検討する会を市町の情報 判断に県が一定の基準を 参加者から「今回の災害
共有のため開催。その際、 示してほしい」の要望に の状況」や「保育士・給
地方局ごとの監査委員も 「自治体や各園で立地条 食調理員不足の状況」を
参加し、それを受け自治 件などもあり、それぞれ 訴えました。午前中は保
体でいろいろな策や工夫 で計画を立ててほしい。 育部会幹事会で職場状況
がなされている」との見 基準をつくるとそれにと を交流しました。
解に、参加した保育士か らわれてしまうのではな
ら「４月から市独自書類 いか」と回答。懇談のな
の廃止や軽減などが伝え かで「命を最優先する」
られ、なぜかと思ってい という認識は共有でき、
たが理由がわかった。監 参加者が「可能な限り保
査委員も入っているとい 育園は開けなければなら
ないという意識が私たち
にも園長にもある。『休
園の措置もある』という
ことを市町や園に示して
ほしい」など訴えました。
③保育士不足では、県
は「県外保育士が県内に
就職するときの助成制度
を設けた。政府の打ち出
している無償化によって
保育ニーズが高まり、さ
らなる保育士不足を懸念
する。無償化には賛成だ
が来年４月からというタ

【９月】
15 県本部拡大執行委員会
市職評議会定期総会
東予総支部定期総会
18 県人事委員会要請（県庁）
24 県本部バレー大会（今治）
26 県市町会長要請
南予総支部定期総会
27 公企評水道職場訪問
29 女性部幹事会
保健師部会
青年部幹事会。交流会
医療介護評幹事会
四国Ｂ野球大会（砥部）
【10月】
１ 愛媛自治体退職者会総会
３ 県町村会長要請
町村職評議会総会
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８月 ～ 日、暑く熱
い高知で、四国ブロック
青年部は「よさこいプロ
ジェクト」の本番『よさ
こい祭り』に参加。高知
自治労連青年部が主体で
準備し当日を迎え、踊り
子 人超、スタッフ、子
どもも含め１００人以上
が四国４県から参加。愛
媛は災害復旧活動が土日

も行われる関係でキャン 場・演舞場で踊りました。
セルもあり５人が参加。 最初は地元高知の踊り子
チーム名は『高知自治労 も、県外の踊り子も、み
連青年部ＥＩＹＡＮＣＡ』。 んな硬さがあったものの
由来は「四国ブロック青 終盤につれ笑顔と踊りの
年が一緒に『踊って笑っ 両方が良くなり、最後ま
て肩組んでえいやんか！』 でやりきりました。西条
とよさこいを楽しむ」。 市職労の浅木さんが追手
青年部の踊り子が初めて 筋競演場で『笑顔と元気
一堂に会する 日は５カ みなぎる踊り子』へ送ら
所、 日は６カ所の競演 れる『朱色の花メダル』
（なかなかもらえない）
を受賞しました。最後の
帯屋町演舞場を終えて、
原山よさこいプロジェク
ト実行委員長（高知自治
伊予市職労は８月 日
労連青年部書記長）が 市庁舎大会議室で「アイ
「今日を迎えられて感無
量です」と締め。愛媛参
加者からは「楽しかった。
よさこい祭りに出られて
貴重な経験ができた」な
どの感想もありました。
この『ＥＩＹＡＮＣＡ』
の踊りはＹｏｕｔｕｂｅ
でも見られます。

８月 日、今年で 回
目となる「非正規・公務
公共の全県学習会」に
単組支部 人が参加。
「会計年度任用職員制度」
への《要求と組織の課題》
について、講師の篠原勇
さん（千葉県本部副委員
長）の話を聞き、質疑と
意見交換。①制度の目的
「地方行政の重要な担い
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手となっている臨時・非
常勤職員の適正な任用・
勤務条件を確保する」を
重視した要求、②今年の
秋～年末が条例化に向け
た労使交渉の山場、総務
省も示した「職員団体・
労働組合との交渉・協議」
の必要性、③組合は「共
通要求」と「職種ごとの
具体的要求」をまとめ
『要求書』を提出し、当
事者の組合加入で、労使
協議・交渉の段階に移る、
と強調されました。

【ヨコのカギ】

①株価が上昇する。その人の評判がよくなる
④かくかく○○○○
⑦アトリエ、録音室など。ヒット○○○○
⑧言語表現による芸術作品。純○○○○
⑨半額＝５○○○○

【タテのカギ】

マス目を埋め、二重枠の９文字で、
ざっくりしていることにして下さい。

①権利保全などのために、裁判所により
暫定的になされる処分
②インド北部の大河。ヒンドゥー教徒は
「聖なる川」と
③にんげんばんじさいおう○○ま
⑤とろみをつけるのに○○○○粉を使う
⑥物事の始終に適当な好機。
そろそろ○○○○か

!!

堀川孝行

出題者

■４９８号のパズルの答
えは「アクタガワリユウ
ノスケ」（芥川龍之介）
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】 月 日【発
表】５０２号（ 月号）

大坪 徹也（新居浜）
杉 まき子（西 条）
井上 裕也（西 予）
小林 弘樹（津島吉田）
竹森 千晶（西 予）
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す。どうか今近づいてい
る 号、事なく去ってく
れることを祈ってます。
（新居浜・西原）
■９～ 月に小さな花を
咲かせるシソの花ってご
存知ですか？花言葉は
『力が蘇る』。この夏の
災害から数カ月経ちまし
たが、本当の復興にはま
だまだです。くじけずに
前を向いて一歩一歩進ん
でいきたい！
（宇和島・竹田）
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一番格好良く見える細部
を重点的にかけてから、
全体にアイロンを当てる
など、コツを交えながら
ロンがけ教室」を開催し の手さばきは『さすがプ
人（子ども・組合員Ｏ ロ』。その後班に分かれ、
Ｂも）が参加。今回のイ 持参した衣類のアイロン
ベントは、先般実施した がけに挑戦。最後に油性
伊予市商工会議所青年部 マジックなどのしみ抜き
との交流会で、石田クリー を実演。参加者から「思っ
ニング社長の清本有策さ てた以上に楽しかった」
んに提案し、快く引き受 「こういう講習会は今後
けていただき実現。教室 も参加させてほしい」な
はまず清本さんがワイシャ ど感想があり、大満足の
ツのアイロンがけを実演。 教室となりました。
となりました。まだまだ
先輩方から教わることが
おたより
たくさんで大変ですが、
ありがとう
これから頑張っていこう
■これからずっと夏がこ と思います
んなに暑いと、先行きが
（新居浜・大坪）
８月 ～ 日、大阪府 ンで、全国の実践と教訓・ 不安になってしまいます。 ■２児の母になり、毎日
で「自治労連第 回全国 課題を出しあい「運動方
（西条・山内） ばたばたですが、実家の
大会」が開かれ、愛媛か 針」を決定。大会討論で、 ■今年の夏は今までに無 みんなや周りのサポート
ら 単組 人が参加。
愛媛から宇和島病院労組・ い暑さでした。趣味のバ のありがたさをいつも感
日《事前会議》では、各 大下委員長と西予市職労・ イクを転がしてＵＦＯラ じています。感謝しかあ
部評総会に参加。 ～
和気委員長が発言。まと インに行って涼むのが今 りません。いつもありが
日《定期大会》では「安 めでは「住民生活守る人 のもっともやってみたい とう。
倍改憲ＮＯ！『全体の奉 員増」「災害に強い自治 ことです。
（新居浜・小倉）
仕者』の役割を発揮して、 体づくり」運動が『重点
（今治一般・越智） ■今年は何度も立て続け
憲法がいきる地域・職場 課題の一つ』と強調され ■今年、新採として市役 の台風の襲来に鉢植えを
をつくろう」のスローガ ました。
所に入庁し、組合の一員 移動させて疲弊していま
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りがたくいただきます」
とさっそく職員に配る手
配をしてくれました。同
日宇和島市職も、先週に
市立宇和島病院労組は 続き飲料とお菓子類の
８月 日、病院総務管理 『差し入れ』を各部署に
課と看護部長室を訪問し、 届けました。津島支所で
災害復旧業務に従事する は１Ｆロビーに「お疲れ
病院職員へスポーツドリ 様メッセージ」を添えた
ンクと飴（塩分補給・熱 冷えた飲み物・お菓子を
中症対策用）の『差し入 設置。訪問したクリーン
れ』に「おつかれさまメッ センターでは、受け取っ
セージ」を添えて届けま た職員さんが『にこやか
した。大下委員長より手 な表情』で話してくれた
渡された課長補佐は「あ のが印象的でした。
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