（１） 第５０５号

第 ５０５ 号

20

36

36

も中止しなかった大会が
豪雨で乙亥会館が使えず
開催が危ぶまれたが、地
元の奮闘で復興シンボル
として開催できたのは励
みだ」と語りました（イ
ンタビュー内容は『自治
と分権』自治労連・地方
自治問題研究機構発行に
掲載されます）。

その後、松繁副委員長 テレビ会議で対策を議論
らは四国地方整備局・大 していた」と当時の様子
洲河川国道事務所を訪問。 を説明。さらに「この事
応対した山内維持修繕係 務所規模から相当の職員
長と約１時間懇談。山内 がいると思われるが、配
係長は７月豪雨災害発生 置職員の約半数は民間か
前後の河川変化状況や対 らの出向、出先機関では
応などについて「河川な 民間企業からの職員比率
どに設置の監視カメラか はさらに高く、緊急時に
らの情報は大型モニター 現場で動ける職員は限ら
に映して変化を捉えてい れている」と職場の課題
た。同時進行で本省とも なども話されました。

１月 日、自治労連本 間雨量が３４７ミリに達
部の松繁副委員長らが管 するほどの大雨。放流情
家・西予市長を訪問し、 報と避難のあり方につい
首長インタビューを実施。 ては委員会を立ち上げ、
市長は「７月豪雨は 時 検証を行っている。ダム
の貯水能力向上や防災無
線整備など議論されてい
る」と話し、復興に向け
て「乙亥相撲は去年で１
６７年目。第二次大戦中
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２月５・６・７日県本 ら技師確保が困難な状況
部は東予・中予・南予地 で、何とかしたいと考え
域で『県本部統一要求書』 ている。【Ｅ市】人材確
を「単組委員長連名」で 保については頭を悩ませ
提出しました。※以下 ている。採用試験の時期
「やりとり抜粋」（文責 なども検討していく。今
県本部）
年度退職者数と同数の新
【Ａ市】１月から出勤簿 規採用を確保できなかっ
へ出退勤時刻を記載して た。応募人数も減ってい
いるが、今のところ大き る。【Ｆ市】会計年度職
な混乱はない。時刻を記 員の制度内容は組合とも
録することで、時間管理 協議中。財政課とも話を
に対する職員の意識が変 つめる必要がある。【Ｇ
わり、仕事の効率化にも 市】ハラスメント研修は
つなげたい。【Ｂ市】技 労働局から講師を招いて
術職確保が困難なため、 実施。自前研修もしてい
来年度の採用試験は４月 る。【Ｈ町】新規採用の
に実施を早めることを検 努力をしていきたい。介
討している。【Ｃ市】会 護職として採用するには
計年度職員制度の議会提 免許が必要だが、地元高
案時期は未定で９月議会 校生で就職し働きながら
までにと考えている。 免許を取ってもらうよう
〔組合〕年度内に「制度 なことも考えたい。【Ｉ
設計案」の提示を求める。 市】会計年度職員は９月
意見交換をしたい。【Ｄ 議会提案予定。職の洗い
水道】職員採用は以前か 出しが終わり、新たな職

１月 ～ 日、横浜市 説明会開催や要求作成、
での自治労連中央委員会 ③人員確保など、各単組
に全国２５７人（愛媛８） の動きを紹介。「職場で
が参加。春闘～夏季闘争 は『非正規の制度が変わ
までの要求活動、新採加 るのは知っているが中身
入はじめ組織強化拡大、 までは知らない』という
選挙で「政治を変え、職 人が多い。みんなのチカ
場とくらしを変える」活 ラでよりよい制度でスター
動方針が提案され討議。 トできるよう『組合加入
愛媛県本部代表で廣瀬文 して要求し交渉しよう』
美さん（今治市職）が、 と呼びかけ、要求と組織
①労働時間管理での要求、 拡大を一体に活動を進め
②会計年度職員制度での る」と発言しました。
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【２月】
15 自治労連共済学校
（山口～16）
16 都市職町村職全国交流集
会（豊橋～17）
17 女性部幹事会
18 愛媛労連春闘要求キャラ
バン行動・自治体病院介護
施設要請（全県～28）
23 医療介護評幹事会
自治体保育労働者全国集
会（京都～24）
28 東予総支部代表者会議
【３月】
２ 自治労連青年女性ステッ
プセミナー（東京～３）
公衆衛生全国交流集会
（神戸～３）
５ 春闘四国総行動・人事院
四国事務局要請（高松）
７ 春闘中央行動・四国ブロッ
ク総務省要請（東京）
９ 国際女性デー愛媛集会
上旬 春闘ブロック別集会
（西条・松山・西予）
16 県本部拡大執行委員会
23 現業評幹事会

にあてはめており、まと
まりつつある段階。年度
内に組合に案を提示し協
議する。〔組合〕超勤時
間の上限規制など『 協
定』改定協議を。定年引
き上げは情報交換を。
【Ｊ市】人員配置は従来
の削減方向から前年度に
現状適正維持する方向に
変えた。 年ほど採用な
しだった保育士を採用す
る。公務員の給与面が相
対的に悪くなり、良い人
材、特に技術職員が確保
できない。【Ｋ施設】時
間管理は力を入れてとり
くんでいる。『 協定』
は４月更新。夜勤回数は
減らしていきたいが、人
員的には厳しい。職場的
には定年延長された方が
人員確保しやすいかもし
れない。【Ｌ社協】年休
５日以上の取得義務は、
職場で周知しており計画
的に取れるようにしたい。
保育職場の人員不足は認 制度設計は業務委託して
識している。【Ｍ町】消 いる。技術職確保が困難
費税増税など国からの通 な状況。退職者は医療職
達で自治体業務が増えて が多い。ほとんどの職員
おり、本当はもっと採用 が再任用を希望し対応し
も増やしたい思いもある。 ている。時間管理はＩＣ
時間外勤務も増え、代休 カードで行い、実態との
取得できてない人も多い。 乖離については確認を進
【Ｎ市】会計年度職員の めていく。
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（２）第５０５号

参加者みんなで盛り上が
りました。今年は忘年会
に参加できなかった組合
員さんにも『景品』をプ
レゼントすることにし、
各園で持ち帰って渡して
もらいました。最後に、
藤枝執行委員長が「みな
さん１年間お疲れさまで
した。来年もみんなでチ
カラをあわせ働きやすい
職場をめざしましょう」
とあいさつしました。
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が代休だったらゾッとす
る」など率直な意見もあ
り、学習し要求すること
で一歩ずつ確実に改善さ
れていることを実感。新
年会は、豪雨災害で上半
期の活動ができず、久し
ぶりの集まりでしたが、
災害対応の難しさなど振
り返り、この経験を無駄
にせず復興に向けて頑張
ることを誓いました。

①自動車など、新しい年次に開発・販売
された型式。○○○○○○⇔低年式
④「雖も」の読み方は？
⑦児童書「○○○○ないきもの事典」
⑧外出用の衣服や持ち物。
○○○○に着替える
⑨土木建築用の栗の実ぐらいの小石。ぐり

【タテのカギ】

①（選挙）○○○○○○⇔浮動票
②粘土で作ったいろいろな物
③○○うゆ、こ○○う、○○うが
⑤きまりきって新しみがない。
○○○○型のあいさつ
⑥料金をとって物を貸す。○○○○⇔賃借り

マス目を埋め、二重枠の９文字で、
公務員制度に関わることにして下さい。

■５０３号のパズルの答
えは「アンドウモモフク」
（安藤百福）でした。正
解は９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）

友近 寅男（松 山）
菊池奈緒子（西 予）
井上 裕也（西 予）
小林 弘樹(津島吉田)
竹森 千晶（西 予）

【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】３月 日【発
表】５０７号（４月号）
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の声が出されました。こ
れらの声は『保育部会要
求書』にまとめ、１月
日に提出しました。

西予市職労青年部は１
月 日「学習会＆新年会」
を開催し 人が参加。和
氣委員長を講師に「西予
市職員の給与制度」を学
習。県準拠による給料表
の改定で松山市に次ぐ初
任給の改善には「驚きの
声」がありました。ここ
数年で組合の要求活動で
改善された点を説明し、
「以前のように災害対応

【ヨコのカギ】

時間を過ごせました。母 けると思います…。孫の
はまだまだがんばります。 可愛さにも余る懐の寂し
おたより
（西予・竹森） さ、老体の力のなさ、息
ありがとう
■平成最後の年が明け、 絶え絶えです（泣）
■２０１７年の暮れにイ ５月には新元号になり、
（西条・日野）
ンフルエンザにかかって また一つの時代が終わっ ■勤め先が違うが、同級
しまい、年末年始６日間 た気がします。昭和の人 生が定年近くになって転
ずっと寝ていました。教 はもう過去の人なのでしょ 職した。話を聞くが、特
訓を生かして、今シーズ うか？
に誘いがあった訳ではな
ンこそは予防接種をしよ
（西予・田中） く、子どもも独立したの
うと思っていたのに…す ■３年連続で孫のお雛様 で、何かを変えたかった
でに１月末。来シーズン を買いました！ お店の と言うのである。うらや
こそはする！絶対。
方は「幸せなことですね ましい限りである。
（今治・白石） ～」とすばらしく喜んで
（四国中央・笹本）
■年末年始は一日中台所 くださったのですが、こ ■いつも楽しく拝見させ
で立ちっぱなしでしたが、 ちらはもう３回目となる てもらってます。
子どもたちと孫と楽しい と、全てお分かりいただ
（西予・井上）
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堀川孝行

出題者

負担の軽減、給食の実施
回数、熱中症予防対策な
ど職場環境・業務の改善、
栄養士の配置、正規調理
員の採用などを要請。現
今治市職保育部会は１ 正規保育士として長年働
県本部現業評議会は
場の声として「正規調理 月 ・ 日、保育所での いている。保育所では正
月 日、県教育委員会 員のいない調理場をつく 「懇談会」を行いました。 規も非正規も同じ仕事を
「学校給食担当課要請」 らないことを現場は強く 参加者から「人員不足が しているので、みんなが
を実施し５単組９人が参 望んでいる」などを伝え、 深刻化。保育士を確保す 納得できる制度にしてほ
加。『教育の一環として 県教委から「調理員採用 るためにも、非正規保育 しい」「保育所は老朽化
安全で豊かな学校給食の は市町の判断だが、技術 士がずっと働き続けられ が進んでおり、耐震性の
充実を求める要請書』を 継承やアレルギー対策な るように育休や通勤手当、 問題がある。子どもの命
提出し、県教委は保健体 どリーダーとなる正規配 経験加算をつけるなど処 を預かっている場所なの
育課２人が対応しました。 置が必要と思う」などの 遇改善してほしい」「非 で改善してほしい」など
地産地消の推進、給食費 回答もありました。

内子社協労組（ココロ
ユニオン）は 月 日
「忘年会」を開催し、組
合員 人が参加。くじ引
きで席順を決めたので、
普段顔をあわすことのな
い他園の先生たちとも話
ができ、交流を深めまし
た。「ビンゴ大会」では
29

29

何を大切にしたいのか？」
「運動会はなぜ行うのか？
そこで大切にしたいこと
は何か？」「園便りはな
ぜ発行するのか？保護者
に何を伝えたいのか？」
など参加者に向けて問い
かける内容で、保育者そ
れぞれが自分の保育を見
つめ直すいい機会になり
ました。参加者アンケー
トでは「自身の経験を交
えて話してくれてわかり
やすかった」など感想が
寄せられました。

28

西条市職労保育部は１
月 日「研修会」を開催
し、公立保育所・幼稚園
の正規・非正規あわせて
人が参加。東雲短期大
学より５人の講師を招い
て「保育指針改定による
保育者の専門性や今後の
保育実践」について学び
ました。講師から「なぜ
散歩をするのか？その際
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者から「新制度でも少な
くとも今までもらってい
た給与や手当を維持し年々
上がってほしい」「同じ
仕事しているのだから振
替休暇や夏季休暇など待
遇も同じに」「職場環境
も改善を」など多くの意
見が出されました。今後
「非正規職員向けアンケー
ト」を実施し、職場の声
を反映した『要求書』提
出を確認。最後に喜井委
員長が「組合に加入して
一緒に『より良い制度』
にしていきましょう」と
よびかけました。
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四国中央市職労は１月
日、保育部会が中心と
なって３回目の「会計年
度任用職員制度の学習会」
を開催し、臨時保育士・
非正規事務職職員ら 人
と組合役員５人が参加。
学習会では、県本部の石
井拡大推進員が「会計年
度任用職員制度のポイン
ト」を説明し、質問や要
望を出しあい、『要求案』
について意見交換。参加
17
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