（１） 第５０３号

県本部は 月 日、
「愛媛県市町振興課要請」
を実施し、 単組 人が
参加。県側は市町振興課
長はじめ７人が対応。秋
季年末の《共通重点要求》
について「市町振興課の
見解」を受け、各単組参
加者が職場実状や改善要
望を伝え、やりとり・確
認を行いました。（抜粋
要約・文責県本部）
■官民較差を解消する給
与改善、人事評価制度
《振興課》８月人事院、
月愛媛県人事委員会が
「民間給与水準との較差
を埋めるため給与勧告」
を行った。職員の給与改
定は、国勧告・県勧告の
内容を考慮し、地域の実
状ふまえ各市町で判断し
ていただきたい。県が市
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にわかれて本庁・別館の
職場訪問に出発。１回目
時に時間外調査を開始
し、各フロアごとに２～
３人の役員が回り、管理
職を含め残業中の職員を
確認し、残業している職
伊予市職労は 月６日 員に「アンケート」とお
「残業実態調査」を実施。 菓子を配布。「職員組合
時 分に組合事務所に です、長時間労働の実態
役員 人が集合し、４班 調査しています。アンケー

月 日、東京での
「地域医療を守る運動全
国交流集会」に、全国か
ら１５６人（愛媛２人）

月２日、東京での
「子どもたちによりよい
保育を！国会要請行動」

が参加。集会は「住民と
共同して自治体病院・地
域医療を守る」などをテー
マに開催。全国の報告で
秋田、岩手、徳島ととも
に、豪雨災害の救援復興
にとりくむ宇和島市立吉
田病院での活動について
石村さんが報告。「水道
含むライフラインが分断
され、病院機能維持に職
員一丸となった努力」

に全国３２０人（愛媛３
人）が参加。情勢学習な
どの後、国会議員要請で
愛媛参加者は愛媛選出の
衆参６人の国会議員を回
り、７月豪雨災害での保
育所の状況を参加者が説
明すると、白石洋一議員
の秘書が「みなさんの思
いはよくわかります。紹
介議員になります」と持

トも書いてくださいね」
と一人ひとりに声をかけ
ました。その後、２回目
の調査は 時に実施。参
加役員から「職場訪問で
普段話せない人と話せて、
お菓子を渡すと『笑顔』
も見られたことや仕事に
対する『本音』が聞ける
良い機会でした」など感
想がありました。

「愛媛と全国の自治労連
の献身的バックアップに
支えられた」「大量の水
を必要とする病院施設へ
の応急給水活動など、自
治体による災害支援体制
の重要性」なども紹介。
「今回の豪雨災害で、地
域のなかで『自治体病院
の役割発揮が求められて
いる』ことが明らかになっ
た」と発言しました。

参した２千筆の署名を受
け取ってくれました。翌
３日、日比谷野外音楽堂
を埋める３千人が「保育
大集会」に参加。集会後
の銀座パレードでは、リ
ズムに合わせ「保育所つ
くって、たくさんつくっ
て、まだまだ足りない、
認可保育所増設を」とア
ピールしました。
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労働安全学習会
９

県本部中央委員会
13:00～16:00

その後の《定期総会》
では、筒井ブロック議長
が「四国で住み続けられ
る地域をつくる。それを
支える自治体職場にしよ
う」など開会あいさつし、
「活動経過」「決算予算」
「活動方針」の報告提案
を受け討論。青年部・女
性部・現業評と保育交流
会と各県から 人が発言。
この１年間『よさこいプ
ロジェクト』『全国自治
研集会 高知』など、運
動と視野とつながりの広
がりを反映し、討論時間
が足りない状況でした。
青年部「よさプロでは、
ひとりではできないが、
仲間がいればできると実
感し『四国はひとつ』が
心に刻まれた」などの発
言がありました。
in

程
日

町に対し「国勧告、県勧 の自己申告と実態の乖離
月１日、香川県で
告のどちらに準拠すべき」 の調整」は各市町で適正 「自治労連四国ブロック
と言う立場にはない。
に対応と認識している。 協議会第 回定期総会」
《振興課》人事評価制度 【県本部】昨年からの が開催され、４県 人が
は、職員のモチベーショ 「働き方改革関連法」の 参加。午前は《７つの事
ンと組織全体のパフォー 議論もあり、県内市町で 前会議》①青年部総会、
マンス向上をはかること 労働時間把握・管理の工 ②女性部総会、③現業評
が目的。「評価者の評価 夫や変化が少しずつ生ま 総会、④町村評総会、⑤
能力向上が不可欠」で同 れている。ただ「自己申 医療介護交流会、⑥保育
時に「評価される側が納 告と実態の乖離」の認識 交流会、⑦組織強化拡大
得できる制度が大切」と は職場実状と離れている 交流会を開催。
市町に助言している。
と言わざるを得ない。よ
午後の《労働学校》で
■人材確保、両立支援推 り具体的助言を要請する。 は、松繁美和さん（自治
進、ハラスメント対策
■非正規職員の処遇改善、 労連本部副委員長）を講
《振興課》市町の技術職 「会計年度任用職員制度」 師に『憲法と地方自治』
員不足の状況は伺ってい 《振興課》会計年度任用 のテーマで学習。松繁さ
る。採用方法の工夫、募 職員の制度設計は、総務 んは「憲法を知らない人
集時期や試験方法、初任 省マニュアルにもとづき が憲法を変えようとして
給改善などを市町が適正 助言している。現在と今 いる」「そもそも地方自
に判断し、人材確保を進 後の「職の必要性」を吟 治とは」「会計年度任用
めていただきたい。
味し、財政事情も考慮し、 職員制度で包括委託がす
■労働時間の把握･管理、 適正な人員配置を行うよ すみ、自治体の姿を変え
超過勤務縮減、手当支給 う助言していく。総務省 る動きが全国で起きてい
《振興課》厚労省ガイド マニュアルにもあるとお る」など話されました。
ラインにそった適切な対 り「当該職員と職場への
応を市町に助言している。 情報周知」と「職員団体
８月人事院報告で「超過 等との協議」が必要と考
勤務命令の上限設定」が えている。給与について
出され、 月県人事委員 は、看護師や保育士など
会報告で「超過勤務の縮 は事務補助より高く設定
減」が出された。労働時 することが考えられる。
間の適正把握は、パソコ 県内 市町は来年６月ま
ンログチェックなど先進 たは９月議会で条例制定
事例を紹介し、市町に助 予定（３月議会はなし）
言している。「超過勤務 と把握している。
30

【12月】
15 県本部拡大執行委員会
16 女性部定期大会
17 社保庁不当解雇撤回裁判
高裁判決（高松）
27 県教委学校給食要請
【１月】
11 県本部拡大執行委員会
中予総支部代表者会議
愛媛労連旗びらき集会
12 自治労連組織集会
（千葉～13）
20 保健師部会幹事会
23 東予総支部代表者会議
24 自治労連中央委員会
（横浜～24）
26 愛媛労連中央委員会
【２月】
１ 南予総支部代表者会議
２ 非正規公共全国交流集会
（岡山～３）
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（２）第５０３号

西予市職労・医療介護
支部は 月 日「会計年
度任用職員制度の学習会」
を『つくし苑』で開催し
人が参加。はじめに荻
野支部長が「今回の組合
定例学習会は『会計年度
任用職員』について制度
を理解してもらい、非正
規の仲間にぜひ組合にも
加入してもらいたい」と
11

54

11

あいさつ。高尾県本部委
員長がパワーポイントで
説明。「具体的な給与水
準や勤務条件を決めるに
は当事者の『声』が一番
大切です」と訴えました。
説明を聞いた参加者から
「退職手当にこれまでの
勤務期間は考慮されるの
か？」「福祉職場のよう
な変則的な勤務時間だと
フルタイムについてどの
ように判断するのか？」
などの質問や意見が出さ
れました。

マス目を埋め、二重枠の８文字で、
放送中朝ドラのモデルの実業家
にして下さい。

①予想と違う。意外に。
○○○○○○良くできた
④新しく漬けた漬物。○○○○⇔古漬け
⑦次々に積み重ねること。○○○○赤字
⑧厳しい暑さ。○○○○⇔酷寒
⑨お金に関する運勢
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12

堀川孝行

出題者

ことを報告。方針では、
職員が安心して働ける職
場をめざし、そのために、
引き続き「組織拡大」を
重点に、役員や組合員が
今治市職は 月 日 協力し仲間を増やすこと
「定期大会」を開催し
や「職場の声」を大切に
人が参加。経過報告では、 し、組合が見える運動を
１年間の交渉や協議での 進めることを全員の拍手
前進点や継続課題、「職 で承認。討論では、青年
場の声」を報告し「組織 部、保育部会、女性部・
拡大３年計画」のとりく 給食部会が発言。村瀬委
みで、執行部や部会で協 員長が退任し、佐々木新
力して職場で声かけし、 委員長が「組織拡大を前
一般職・若手職員・非正 進させたい」と決意表明
規の組合加入が前進した しました。
31

の導入対応、⑤市民のた
めの水道事業と職場改善
を《運動の課題と目標》
としました。同時に、来
年の定期大会で執行部の
世代交代を《一番の課題
と目標》としました。ま
た、県本部役員から政府
の「水道事業の民営化と
広域化」を進める事例を
紹介。報告・議案・規約
規程改正案を承認し、終
了後は「恒例の焼肉」で
交流しました。

22

■５０１号のパズルの答
えは「エドガワコナン」
（江戸川コナン）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】１月 日【発
表】５０５号（２月号）

筒井芙美香（新居浜）
西崎みどり（西 予）
横田 知大（宇和島）
山内真由美（西 条）
白石
聡（今 治）

14

あれから数カ月経ち、い
つの間にか平穏な日常の
中で過ごしている日々。
今だからこそ備蓄米など
非常時に何が必要なのか
夫婦で話しています。
（西予・西崎）
■高校生の娘の進路が決
まり一安心である。４月
からは鳥取で大学生とし
て過ごすことになるが、
どうか学生生活を楽しん
でもらいたいものである。
私も来年からは鳥取へ遊
びに行く回数が増えそう
である。
（四国中央・笹本）
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【ヨコのカギ】

【タテのカギ】

①もめ事や話し合いの妥協点。
○○○○○○を探る
②芋が次々出てくるように連鎖する状態。
○○○○○○に検挙される
③○○、保母。現在は男女とも保育士に。
⑤軽四輪自動車の略称
⑥何も入ってない缶。ポイ捨て禁止

育て、ありがとうの介護
～脳は心、脳は鏡～』を
テーマに学習交流会と秋
年末要求書の説明等があ
西条市職労は 月３日、 り、充実した時間を過ご
回目の「女性組合員交 しました。参加者から
流会」を開催。公務で参 「治療と仕事の両立支援
加できない組合員もいま について、実際に治療中
したが 人（うち子ども の方の想いを聞いて『他
人）が参加。イベント 人ごとではない』とみん
では、４つの講座＝①タ なの気持ちも変わったと
オル体操、②フラワーミ 思う」「要求しなければ
ニリース、③がま口キー 叶うこともない、要求し
ケース、④クッキングを ていくことが大切！」な
実施。その後『笑顔の子 ど感想がありました。
■今年も残りわずかな日
となりました。災害の多
おたより
話と手遊び、歌と怪獣の
い年でした。残りの日々
ありがとう
イラストで会場を盛り上
どうか来年は平穏な日が
げ、生活発表会前の緊張 ■今年もはや 月、心地 続いて平和な新しい年を
した保育士の心を温かく よい季節はほんのわずか、 迎えられますよう心から
包んでくれました。第２ 日暮れも早くなり慌ただ 祈ります。
部は『歌で伝える保育の しく１日が終わっていく。
（新居浜・西原）
大切なもの』と題した佐々 だんだんと冬が忍び寄っ ■毎日走っています。こ
江辰也さんのミニライブ。 てくる。あぁ憂鬱だ…。 れから寒くなりますが休
心地良い歌声は参加者を
（西条・山内） まず続けて４２・１９５
大いに魅了。参加者から ■年末は毎年恒例の家族 キロ挑戦したいです。継
は「楽しかった！久しぶ と一緒に『杵つきもち』 続は力なり！
りに大声で笑った」「疲 を作ります。みんな集合
（宇和島・横田）
れていたけど元気が出た。 できれば 人！今から楽 ■７月の災害直後、薬局
良かった」などたくさん しみです。
に行くと飲料水コーナー
の感想がありました。
（西予・竹森） がほぼ売り切れでした。
11

新居浜市職労保育部会
は 月 日、『怪獣博士』
こと原坂一郎さんを講師
に『聴くだけで保育が楽
しくなる話』と題した
「保育講演会」を開催し
人が参加。この講演会
は「みんなが笑顔になれ！
明日からすぐ役立つ保育
のヒントを！」と企画。
保育者の実践を交えたお
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今治水道労組は 月
日「定期大会」を開催し
人が参加。方針提起で
「来年からの私たちの処
遇や職場での様々な動き」
に対し、①賃上げの流れ
継続、②労働時間管理・
長時間労働の改善、③定
年延長・雇用と年金の接
続、④会計年度職員制度
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とができて感謝している」
とあいさつ。活動経過で
は「災害対応での奮闘」
や「看護師増員の署名活
動」などを報告。運動方
針では、①労働時間短縮・
休暇取得増に向けた増員
要求、②会計年度任用職
員制度の内容を充実させ
る交渉実施などが強調さ
れ、「職場のグチが言え
る環境をつくることが要
求前進に向けた第一歩」
ということを全員で確認
しました。
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津島吉田病院局労組は
月９日「定期大会」を
開催し 人が参加。はじ
めに若藤委員長が「今年
４月に異動があり新しい
業務にも慣れ始めた頃に
７月豪雨があった。災害
対応で職場が混乱し、気
がつけば定期大会の時期
となっていた。みんなの
協力があって開催するこ
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