（１） 第５１１号
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り、「楽しかった、ま
た参加したい」などの
声もありました。若者
を中心に職種を超えて
楽しく交流しました。
企画案内の『組合情報』
を職場配布後、「以前
脱退したが再加入しビ
アガーデンに参加したい」
と組合へ電話があり、加
入・参加もありました。
事前準備・当日進行の青
年部幹事から「次に企画
するイベントがもっと楽
しくなるようにしたい」
の声もありました。
■７月 日には女性部恒
例『牛鬼まつり』の「ゆ
かた着付け」を実施し、
家族含め８人が参加。み
なさん『うわじま音頭踊
り』出場のため、限られ

新居浜市職労は、６月
日から毎年恒例の「婦
人部年代別懇談会」を実
施し、７月 日までに役
員も含めて１０５人が参
加しました。テレビドラ
マ『わたし、定時で帰り
ます。』が放映されてい
る時期だったので話題と
なり、「残業問題」を切
り口として、単なる制度
改革ではなく「働く人々
の意識改革」＝社会人の
持つべき『ワークライフ
バランス』について描か
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■市立宇和島病院労組は
７月 日、ビアガーデン
日和の梅雨の晴れ間に、
恒例の「青年部主催・新
組合員歓迎会」を開催し
人（うち新採 人）が
参加。今年は青年部幹事
が積極的によびかけたこ
県本部保育部会は８年 場は限られた人数・予算 に向け、勤務時間内に書 ともあり、前年３倍の参
目となる「市町保育担当 で頑張っている。「人」 類作成の時間を設けるこ 加に。山村青年副部長の
課訪問」を７月 日～８ が一番大事、保育・保育 とや書類の簡素化、非常 元気な乾杯の音頭で始ま
月１日に東・中・南予で 士の質向上を進めていき 勤職員のサポートなど実
実施し、担当課より次の たい。◇再就職支援や潜 施。◇監査の指摘で負担
コメントがありました。 在保育士の掘り起こしも 軽減した部分を戻すこと
（コメント要約・抜粋） 喫緊の課題。◇管理職に も。地域によって監査の
《保育無償化》
職員の勤務時間の把握を 指導方針が違うので統一
◇無償化は、保護者にとっ 周知徹底した。◇ 協定 してほしい。県との連携
て良いこと。市でも関連 の締結は必要と認識し進 が必要。◇保育職場のＩ
条例・法令を整備対応中。 めている。◇保育職場で ＣＴ化でタブレット導入
保育士が足りない中、無 全職員対象アンケート実 し、保育士の負担軽減や
償化により現場に負担が 施。「時間外の仕事が多 書類の簡素化を行ってい
かからないか不安がある。 い（持ち帰り含む）」が る。登降園の確認なども
月実施というのは拙速、 一番多かったため、時間 タブレットで情報共有し
時期をずらすなどすれば 外に絞ったアンケートを ており、今後の活用方法
より丁寧な対応ができた 再度実施の予定。実態調 などをさらに検討中。
と思う。◇給食費の実費 査と並行し保育所の全て 《会計年度任用職員》
徴収は、国の指針に基づ の職員と面談し、改善策 ◇人事課に対し早く制度
き月４５００円を予定。 について意見を集めたい。 設計をと伝えている。現
喫食数に応じての徴収も 《業務負担軽減》
場の保育士に早く伝えな
検討。事務の負担増を懸 ◇保育士の業務負担軽減 いと不安もあり、退職も
念。食育も大事にしてい
視野に次の仕事を探して
るので給食の質を下げな
いる人もいる。◇会計年
いようにしたい。◇私立
度任用職員制度の導入で
保育園からも「給食費の
人員確保・待遇改善につ
無償化」要望があり、市
ながるようにしたい。と
として「子育て・食育」
くに保育士は人が足りて
などの観点から、独自補
いない。他市町の様子も
助を検討したが残念なが
見ていく。正規保育士も
ら実施に至っていない。
計画的に採用していく。
《人員・時間管理》
■今回の職場状況・改善
◇保育士不足が深刻化、
要望を、８／ 県子育て
正規の応募が少ない。現
支援課要請につなげます。
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【８月】
23 県本部保育部会幹事会
県子育て支援課要請懇談
24 自治労連全国大会事前会
議（東京）
25 自治労連全国大会
（東京～27）
31 県本部青年部幹事会
【９月】
１ 非正規公共全県交流集会・
非正規公共評総会・県自治
体一般定期大会（今治）
７ 愛媛労連定期大会（コミ
セン）
14 県本部第１回拡大執行委
員会・単組代表者会議
中予総支部定期総会
東予総支部定期総会
21 県本部現業評幹事会
四国ブロック現業評世話
人会（松山）
29 県本部女性部幹事会
【10月】
12 県本部第３回拡大執行委
員会・単組代表者会議
17 自治労連全国野球大会
（松山～19）

36
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第 ５１１ 号
１）人材の確保…多様な有為の人材を確保するため、各府省等と連携しつつ、受験層に応じた施策を展開。
２）勤務時間等に関する取り組み…①本年４月から、超過勤務命令の上限等を設定。制度の運用状況を把握し、必要に応じて
各府省を指導。関係機関と連携しつつ、長時間労働の是正に関する取り組みを支援。
②仕事と家庭の両立支援制度の周知。不妊治療を受けやすい職場環境の醸成。
③心の健康づくりの推進。過労死等防止対策の推進。
３）非常勤職員の適切な処遇の確保…休暇について、民間の状況等を踏まえ、夏季休暇を新設。

８月２０日
２０１９年

媛
愛
連
労
治
自

■８／７（水）人事院は国会と内閣に対し、官民較差0.09％・387円にもとづく国家公務員の本俸
（月例給）引上げ、一時金（ボーナス）支給月数改善などの「勧告」を行いました。2014年度
（較差1,090円）、2015年度（較差1,469 円）、2016年度（較差708円）、2017年度（較差631円）、
2018年度（較差655円）に続き、本俸・一時金とも《６年連続の引上げ勧告》となりました。

１）官民較差（民間と公務員の給与較差）0.09％・387 円を埋めるため給料表水準を引上げ。
２）本 俸 …大卒初任給を1,500 円、高卒初任給を2,000 円引上げ。
30 歳台半ばまでの職員が在職する本俸を改定。《平均改定率0.1％》
３）一 時 金 … 民間4.51 月分・公務4.45 月分→ 0.05 月分引上げ、年間4.50 月分に改善。
〔今年度〕12 月勤勉手当が＋ 0.05 月〔来年度以降〕６月一時金と12 月一時金の支給月数を均等に。
《公務員人事管理に関する報告》の骨子（以下抜粋）

た時間で髪のセットと着
付けを分担して行いまし
た。「組合で着付けして
くれると聞いて来たら綺
麗にしてもらえました」
と感謝の言葉もあり、み
なさん満足顔で出かけま
した。昨年は豪雨災害で
「まつり」が中止になっ
たため、２年ぶりの「ゆ
かた着付け」。「来年も
何事もなく『牛鬼まつり』
があるといいね」と話し
あいました。

れたこのドラマは「何の
ために働くのか？」「自
分を大切にすること」
「仲間を大切にすること」
というメッセージが込め
られ、非常に考えさせら
れたとの感想が寄せられ
ました。地道なこの懇談
会が管理職も含め、全職
場の合意をつくり出し、
働きやすい職場環境づく
りのチカラとなるように
とりくみを強めていきま
す。

（２）第５１１号

伊予市職労は７月５日
「定期大会」を開催し
人が参加。活動経過・決
算を報告し、「みんなの
組合であるために、要求・
職場・仲間づくりの大切
さを確認し、組合員が一
致団結し安心して働ける
職場づくり」など運動方
針を提案。討論をうけて

場改善のためみんなで頑
張ってほしい」などあい
さつ。報告・議案・新役
員が承認され、井関新委
員長が決意表明。地元食
材を使った『からり』の
おいしい料理を食べなが
ら、懇親会で交流しまし
た。

松本新書記長が「若い世
代の積極的参加、組合活
動は一丸となって、みん
なの思いを汲んで進めた
い」とまとめを行い、す
べての議案と大会スロー
ガン「『令和』最初の一
致団結！伊予市職労、頑
張ろう！」を全会一致で
確認し、新役員があいさ

県本部青年部は７月６
日「定期大会」を開催し
６単組 人が参加。力石
青年部長が「青年部は楽
しくつながることが大切」
などあいさつ。自治労連
青年部常任委員の玉川貴
大さん（高知自治労連）
つしました。大会後同会 が「働き方改革」につい
場で懇親会を行いました。 て学習講演。経過報告で

で「上司から仕事のオン
オフを意識して…と言わ
れているが、業務が多す
ぎて切り替えできない」
「たまった仕事を土日出
勤で処理することもある
が体が続かない気がする」
の職場状況や意見なども
ありました。役員改選で
は和田委員長の再任が全
会一致で承認され、和田
委員長は「この１年で世
代交代を進める決意。青
年の交流企画などの意見
もあったので、活性化に
つながる活動と執行部体
制を継承させたい」と語
り、総会を終えました。
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マス目を埋め、二重枠の７文字で、
暮らしぶりや心もちを表す四字熟語
にして下さい。

■５０９号のパズルの答
えは「ハイクコウシエン」
（俳句甲子園）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）

鎌田 真実（新居浜）
中島 三博（西 条）
西原 和哉（今 治）
貝崎美都志（松 山）
安部田雅也（西 予）
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【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】９月 日【発
表】５１３号（ 月号）
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終え、その後交流会で親
睦を深めました。

【タテのカギ】

①女性や子どもの甲高い声
②軽くて運動に適した靴のこと
③人を集める。客○○パンダ
⑤○○○○⇔外海（そとうみ）
⑥男女○○○○に分かれてディベート

かったこと、非効率だっ ■今年の四国ブロック将
たこと、様々なことを再 棋大会参加しましたが、
確認することができ有益 惜しくも予選落ちとなり
でした。なにより時間っ ました。例年参加者が少
て、健康に並んで特に貴 なく同じ顔ぶればかりな
重なものですね。
のが気になっています。
（今治・白石） 来年以降は、さらなる組
■バラの花が好きでたく 合員の参加を呼びかけ、
さん植えてます。手間は 活気のある大会にして行
かかりますが、手間をか けたらと願っています。
けた分、答えてくれます。
（松山・貝崎）
（新居浜・西原） ■クロスワードのおかげ
■今年の梅雨はなかなか で同僚と仲良くなれた気
明けず、体調管理が大変 がします！
でした。でも夏はまた夏
（西予・井上）
で大変ですね、きっと。
（新居浜・鎌田）

①機動性に優れた力。
○○○○○○を活かす
④一般に働くこと。肉体○○○○
⑦○○○○⇔外股。柔道の技にも
⑧○○○○⇔冷遇
⑨車や船などに積むこと。
○○○○作業

おたより
ありがとう

【ヨコのカギ】

■６月から家族（愛犬）
が増えました。朝が超苦
手で小２になっても毎朝
ギリギリでドタバタだっ
た二女が、別人のように
早起きして散歩へ行く姿
が微笑ましく感激…いつ
まで続くか楽しみです
（笑）
（西予・安部田）
■タイムマネジメントの
研修を受けました。これ
までしてきたことが正し
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堀川孝行

出題者

は「よさこいプロジェク
ト」「反核へんろ」「ド
キジャム」「県自治研青
年講座」「フットサル大
会」など主な活動を振り
返り、運動方針では「青
プロ四国の成功」「青年
部未確立単組の組織化」
などを提起。報告・議案・
新役員を承認して大会を

る。市民のためにこの先
も業務遂行できる人員体
制を」と人員問題など６
項目の方針を提起。婦人
部、青年部、学校給食、
保育部会、技術職などか
ら職場実態の発言があり、
帆谷委員長が「職場の声
を聴くなかで人員不足は たい」と答弁。大会後は
切実な問題と思っている。 恒例の『お楽しみ抽選会』
交渉を通じ改善をめざし を行いました。

西条市職労は７月 日 組織拡大も今年度採用職
「定期総会」を開催し
員の７割加入ができた」
人が参加。山内委員長は と活動経過を報告。方針
「この１年間、①治療と 提案では「運動の継続性
仕事の両立支援、②労働 を高めるため１年交代の
時間管理と人員確保、③ 役員体制の見直しと来年
時間外勤務と休暇取得を 度は新採加入率１００％
要求の３本柱として運動 を目標に、体制と活動を
してきた。人材確保では、 つくりたい」と決意を語
長年の給食調理場での栄 りました。参加者全員の
養士不在校への配置要求 『団結ガンバロー』で大
に今年度２人配置が実現。 会を締めました。
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内子町職は７月５日
「定期大会」を『道の駅
からり』で開催し 人が
参加。懇親会を同会場と
したため例年より多い参
加がありました。２年間
務めた竹内委員長が「若
手に声をかけて新役員の
顔ぶれが若くなった。職

久万高原町職は７月
日「定期総会」を 人
（委任状含む）で開催。
和田委員長（愛媛県市町
村共済組合・職員側代表
理事）が「市町村職員共
済組合から各職員のマイ
ナンバーカード作成が指
示されているが、本来各
職員の判断で行うもの。
共済組合と対応を相談す
る必要がある」などあい
さつ。経過報告、活動方
針・予算提案の後、討論
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新居浜市職労は
７月 日「定期大会」を
開催し 人が参加。清家
副委員長がドラマ『私、
定時で帰ります』の台詞
を引用し「みんなと元気
に働ける職場にしていき
たい」とあいさつ。方針
提案では帆谷委員長が
「新居浜市は他市と比較
しても職員数となってい
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８月２０日
２０１９年
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