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ど課題も出ると思う。保
護者や現場の声も踏まえ
改善を」「保育士の負担
軽減の協議がＨ 年に終
わったとのことだが、書
類の簡素化などは始まっ
たばかり。引き続き協議
を」「保育士は正規でも
集まらない。会計年度職
員制度では、非正規全員
パート職員とする自治体
もあり、賃金面で離職が
進み確保がさらに困難に
なると思う」など意見・
要望を伝えました。

９月１日、県本部「女

８月３日、四国ブロック「野球大会」
を四万十スタジアム（四万十市）で開
催し、愛媛代表・新居浜市職労チーム
と高知代表・大月町職労チームが対戦。
大月が先制し、新居浜が逆転。大月が
追う展開となりましたが、新居浜が１
点差で逃げ切りました。
月 ～ 日、地元愛媛県松山市で
開催の「自治労連第 回スポーツ大会・
軟式野球」に、県大会優勝の西条市職
労チームが《開催県愛媛代表》として、
新居浜市職労チームが《四国ブロック
代表》として出場します。応援をお願
いします。

開催。新居浜市職労と今
治市職の対戦で、実力伯
仲のなか、新居浜チーム
が接戦で２セット連取
（ ‐ ・ ‐ ）し、
自治労連全国バレーボー
ル大会（ ／７～９高知
県）出場を決めました。
毎年組合員による手づく
り大会ですが、今回主審・
副審・線審など新居浜・
今治の男子チームに多数
ご協力いただきました。
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子バレーボール大会」
（今治市波方体育館）を
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【10月】
１ 愛媛自治体退職者の会
総会・懇親会（共済会館）
５ 県本部医療介護評幹事会
12 県本部第３回拡大執行委
員会・単組代表者会議・全
国野球大会現地実行委員会
17 自治労連全国野球大会
（松山～19、予備日20日）
19 自治体にはたらく女性の
つどい（横浜～20）
21 自治体病院・介護施設
要請（宇和島）
25 自治体病院・介護施設
要請（西予・大洲）
自治労連共済実務研修会
（北九州～26）
27 県本部保育部会幹事会
31 今治市職定期大会

29

ことが多くて正解が少な
かった」「チーム対抗ク
イズ形式で行う学習会は
おもしろい」「普段は当
たり前に使っている年休
も細かい法律に基づいた
付与日数・取得方法・単
位があるとわかった」な
どの感想がありました。
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新居浜市

８月 ～ 日、東京都 入もあった。 協定での
内での自治労連「全国大 残業上限時間を短縮させ
会」に愛媛県本部から
た」、山内「組合員の声
単組 人が参加。「第
から『治療と仕事の両立
回定期大会」では、横田 支援』の要求課題にとり
さん（宇和島市職）が大 くんでいる。新採加入を
会議長団となり、宇和島 工夫し、若手の加入を前
病院労組・佐野副執行委 進させ、単組活性化にと
員長と西条市職労・山内 りくむ」など発言。
執行委員長が討論に参加。
日の部評「定期総会」
佐野「職場アンケート・ にも愛媛県本部単組から
残業実態調査で職場訪問 参加し、発言や活動交流
にとりくみ、組合への加 を行いました。

24

【９月】
21 県本部現業評幹事会・四
国ブロック現業評世話人会
22 愛媛労連・ＪＡえひめ南
みかんボランティア（吉田）
29 県本部女性部幹事会
30 南予総支部代表者会議
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10

程
日
県本部保育部会は８月 の援助、就職支援など県
日、今年で 回目とな も全力をあげている。
る「県子育て支援課との
参加者から「県の監査
懇談」を実施し７単組
項目で 協定締結有無が
人が参加。（以下「見解 あるのに、これまで指摘
要約」文責県本部）①保 されていない」「保育無
育園への監査項目【県】 償化は、国の決定から実
今年度は大きな変更はな 施までが急で保護者の理
いと思う。 協定の締結 解が進んでいない」「
確認の項目は以前からあ 月制度開始で、今後給食
る。②保育士の負担軽減・ 費無償化、保育士確保な
書類簡素化【県】Ｈ 年
度より保育士の負担軽減
に向けた各市町のとりく
み結果を持ち寄り共有・
協議する場を設けている。
③保育の無償化【県】現
非正規公共評は９月１
場で働く保育士の不足、 日「定期総会＆学習交流
保育の質確保などの課題 集会」を今治で開催し、
もあるので、引き続き助
単組 人が参加。総会
言する。④保育士不足 後の交流集会では、県本
【県】保育士確保に向け、 部高尾委員長を講師に
潜在保育士支援、これか 「『働き方改革』を活か
ら資格を取る人へ奨学金 したよりよい職場づくり」
のテーマでクイズに答え
ながら考える『参加型学
習会』を実施。『働き方
改革』の中身に沿って
「労働時間」「 協定」
「有給休暇」などのクイ
ズに、グループごとに
「○✕」で回答し「理由」
も出しあい「答えあわせ」
で楽しく学び交流する学
習となりました。参加者
からは「意外と知らない
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第 ５１２ 号
≪今後の日程≫
9／ 5（木） 県市長会長〔新居浜市長〕要請
18（水） 県人事委員会要請〔人事委員会勧告・会計年度職員制度〕・『署名』提出
下 旬
県町村会長〔内子町長〕要請・町村評定期総会
10／上 旬
県本部「秋季年末・統一要求書」提出（東予・中予・南予・公共事業所）
愛媛県人事委員会勧告
12（土） 第３回拡大執行委員会・単組代表者会「県勧告のポイント・単組交渉準備交流」
11／下 旬
県市町振興課要請

９月２０日
２０１９年
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愛
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労
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８月7日人事院は「本俸・一時金を引き上げ」を勧告し、６年連続の改善となりました。公務・民間ともに進めた春闘を起
点とする賃上げサイクルが定着した結果となったものの、10月消費増税もあり、その水準は生活改善には不十分です。
引き上げは初任給をはじめ、30歳代半ばまでの号俸のみの改善であり、それを超える号俸は再任用職員を含めて改定が見
送られ、中高年層は改善されない勧告となっています。また、住居手当の見直しが勧告され、特に地方では家賃5万9千円を
下回る場合に2千円までの額で引き下げとなり、家賃が低い地方では手当減の比率が高く、多くの職員が改悪となります。
10月の県人事委員会勧告へ向けたとりくみ、秋季年末要求で組合員の声と要求をもとにした交
渉を行い、すべての職員の改善、さまざまな要求を前進させましょう！

（２）第５１２号

安全・安心を守る現業職
場・職員の重要性・必要
性、「今日の情勢にふさ
わしく、現業の仕事に新
たなニーズが生まれてい
る」と話しました。『会
計年度任用職員制度』で
は、全国の動きを紹介し
つつ、組合に正規・非正
規が加入し一体でとりく
むことなどを強調。学習
会のあと、スイーツを味
わいながら、四国各県の
状況を交流しました。
企画で、年齢や職場の垣
根を飛び越え、仕事やプ
ライベートの話をしなが
らジンギスカンやビール
を堪能。最後に帆谷委員
長が「来月から職場会が
始まります。ぜひ多数参
加いただき、よりよい職
場づくりへみなさんの声
を聞かせてください」と

あいさつし、参加者の心
をひとつにしました。
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①クッキー名。「猫の舌」の意
②隣り合っている関係。○○○○○○の席
③フランスの作曲家○○ュッシー
⑤必要な条件
⑥○○○○⇔ちっちゃい

マス目を埋め、二重枠の９文字で、
イタリアの芸術家にして下さい。

【タテのカギ】

■５１０号のパズルの答
えは「チュウショウキギョ
ウ」（中小企業）でした。
正解は６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）

杉 まき子（西 条）
友近 寅男（松 山）
小林 弘樹（津島吉田）
菊池奈緒子（西 予）
貝崎美都志（松 山）

【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】５１４号（ 月号）

と言っても子どもたちの います。被害のあった地
笑顔がたまらないですね。 域の皆様にはどうかこれ
（四国中央・笹本） 以上の災害がありません
■ラジオ体操で一日が始 ようお祈り申し上げます。
まり、午前中は宿題の夏
（松山・貝崎）
休み帳、午後からセミ捕 ■２０２０年１月、次女
り、川遊び、そして昼寝、 に赤ちゃんが産まれます。
夕立で目を覚まして夕食。 私たちにとっては３人目
昭和の夏休みです。なつ の孫です。元気に産まれ
かしいですね。
てくることを願い準備し
（松山・友近） て待ってます。
■今年の夏は大きな台風
（西予・竹森）
が来たにも関わらず、浸 ■今回のクロスワードの
水や決壊などの被害を免 答えはとても難しかった
れたことに胸をなでおろ です…大の大人が５人し
しています。今後も油断 て何とか絞り出しました。
せず備えていきたいと思
（西予・井上）
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堀川孝行

出題者

新居浜市職労は８月
日、組合員の交流企画と
して「西条アサヒビール
園ツアー」を開催し、組
合員・家族 人が参加。
「家族含めた交流会で、
『元気にみんなと一緒に
働ける市役所づくり』へ
おおいに語りあおう」と
の声かけのもと始まった

カット』がいいね」の声
もあり、女性部に期待が
集中しました。

10

８月３日、四国ブロッ
ク「現業夏季学習交流集
会」（愛媛）に 人が参
加。学習では、講師の久
保貴裕さん（自治労連本
部中執）が『憲法をいか
し、住民のために、自分
のために、働き続けられ
る現業職場をつくろう』
のテーマで講演。住民の

ちも大喜び。取ったぶど
うは食べ切りで、子ども
連れのお母さんが食べる
のに大変な様子も。どの
ぶどうも美味しく、「お
土産ぶどう」を購入した
家族から「帰りに寄った
道の駅より安かった」の
声もあり、お得で美味し
いぶどう狩りに大満足。
「来年は『シャインマス

65

49

21

宇和島病院労組は８月
日、女性部企画「ぶど
う狩り」を開催し 人が
参加。バス２台で大洲へ
出発。雨模様で天気が心
配されましたが、日頃の
行いか、『バーベキュー
＆ぶどう狩り』の間は傘
要らず！夏休み最後の親
子で参加できる企画は女
性部ならでは。子どもた

26

が働きやすい環境をめざ
している」と伝え、新採
職員の組合加入を訴えま
した。経過報告・決算報
告のあと、運動方針案で
は「みんなの声と運動で
職場を良くしていこう」
と提案。役員改選では豊
田委員長が退任し、佐伯
新委員長があいさつ。終
了後は「交流会」で楽し
いひとときを過ごしまし
た。
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①ボクシングでミドル級よりも軽く
ウエルター級よりも重い階級
④軍隊の捕虜をこう呼ぶことも
⑦同じ列。○○○○に扱う
⑧質入れした品物を請け出すこと
⑨寝るとき用いる台。ベッド。○○○○車

が参加し、西予市職労の
おたより
峰平さんが大会議長を務
ありがとう
め、討論では４人が発言。
西条市職労・山内委員長、 ■中学３年生の息子は志
県本部・堀川書記次長、 望校目指し、勉強の夏。
今治市職・佐々木委員長、 中学１年生の娘は部活の
津島吉田病院労組・若藤 夏。働く母ちゃんも子ど
委員長が、「青年部活動」 も達の為に毎日お弁当作
「 月県人事委員会勧告 りを頑張った夏でした。
へのとりくみ」「会計年
（西条・青野）
度任用職員制度での処遇 ■私の職場は主に小学生
改善」「地域医療と自治 が遊びに来る施設ですが
体病院を守る運動をすす いよいよ夏休みも終わり
める地域医療の拠点とし 二学期が始まります。今
て病院を守るとりくみ」 年の夏休みは毎日のよう
などを発言しました。
にかき氷をしました。何
16

周桑病院労組は７月
日、「定期大会」を開催
し 人（うち新採職員８
人）が参加。豊田委員長
が手作りの横断幕『ハー
ドな勤務の中でも笑顔で
働けるこころのつながり
がある雰囲気・職場づく
り』を掲げ「組合は職員

21

【ヨコのカギ】

９月７日、愛媛労連
「第 回定期大会」に
人が参加。「すべての労
働者を視野に組織拡大と
要求の前進を！８時間働
いて普通に暮らせる社会
の実現を」などのスロー
ガンで、１年間の活動総
括と運動方針など参加者
の発言と討論を受け、確
認・採択されました。自
治労連からは 単組 人
31

28

35

課題」など説明。参加者
から「この学習会こそ私
が聞きたかったこと」と
感想が出され、また「ウ
新居浜社協労組は８月 チの組合はまず何をすべ
・ 日の２日間、 月 きか？」と質問があり、
スタートの「介護職員の 講師が「制度設計に『労
特定処遇改善加算の学習 使合意が前提になる』認
会」を開催し、組合員や 識が必要。事業者の加算
施設管理者などのべ 人 申請前に『制度計画案』
が参加。講師の高尾県本 の組合への提示を要求し
部委員長が「新制度では てはどうか」とアドバイ
職員を３グループに分け、 ス。最後に石井委員長が
それぞれで改善額の割合 「２日間学習し制度の理
に制約がある。グループ 解が進んだ。職員処遇改
分けや具体的な配分額な 善へ組合として対応した
ど、事業所の裁量の部分 い」と述べ、学習会を終
は組合として要求すべき えました。
19

９月２０日
２０１９年
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