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２月８日「労働安全衛
生学習会」を県本部で開
催し 単組 人が参加。
講師にマルトモ㈱の土居
幹治さん（取締役・開発
本部長）を招き「天然だ
しを極める」のテーマで
実演を交え講演。「『だ
し』は油・砂糖とともに
中毒性があるが『だし』
だけはいくらとっても健
康に良い」など話され、
カツオ節などの種類、製
造工程などを説明。「カ
ツオ節は栄養のかたまり」
「『だし』をしっかりと
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れば減塩可能」「フレイ
ル（健康と要介護の中間
状態）サイクル回避のた
めにも『だし』は重要」
と講演。簡単でおいしい
『だし』の取り方の実演
と試飲も行われ『だし』
による「幸せ感や心が安
らぐ」効果も実体験を通
して学びあいました。同
日、県本部労働安全衛生・
職業病対策委員会も開催
し、健康状況調査データ
をもとに、各単組の委員
会の開催状況などを交流
しました。

２月４日、宇和島市吉 同事務局長、市議会議員 いくか、医師確保等へも
田公民館で「市立吉田病 ら約 人が参加。冒頭、 努力していきたい」と発
院を存続・充実させる住 松崎会長が「吉田病院が 言。参加した市議会議員
民の会（松崎勝一会長） 存続できるよう住民の協 からも「安心して暮らせ
第 回総会」が開催され、 力のもと署名を集めるこ る地域医療をめざす必要
地域住民や岡原文彰宇和 とができた。今後も病院 がある」など発言。また
島市長、吉田病院院長・ 機能をはたしてもらいた 吉田病院の看護師長より
い」とあいさつ。松崎会 「現場では看護師の人数
長より岡原市長へ「診療 が足りない。毎日走り回っ
科維持と医師確保の要請 て仕事しており、良い看
署名」３８６４筆を提出。 護ができない」と看護職
岡原市長から「皆さんに 場の実態を市に訴える場
大切にされている吉田病 面もありました。住民か
院は必要。病院局として ら「国からどんな指摘が
どういう形で存続させる あろうが、市がこの病院
かの結論を出した後での を残す強い意志が最も必
９月の厚労省の発表は納 要」「実際に高齢の患者
得できない。今後の協議 が宇和島病院まで行くの
に向け、みなさんの意見 は難しい。公平な医療環
に耳をかたむけたい。ど 境をもっと考えてほしい」
のように病院を維持して と意見もありました。
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程
日
県本部は、１月 ～
日と２月 日に統一要求
書の全県単組での提出と
あわせ、要請を行いまし
た。〔文責：県本部〕
【Ａ市】初任給改善など
賃金改善は、現行の昇給
制度やラスパイレス指数
などを分析して検討が必
要。【Ｂ水道局】技師の
採用が本当に困難。組合
の提案なども踏まえ、募
集要項を「募集５名以内」
と変更し応募が増えた印
象。【Ｃ市】他律的業務
の明確な規定はなく、窓
口業務など市民対応が多
いため、こうした業務全
部が他律的とも考えられ
る。【Ｄ市】他律的業務
は『各所属長からの申出

少ないのではないか。
【Ｊ社協】来年度保育士
２人採用。労働時間縮減
策には人員確保が不可欠。
有給休暇の義務化対応は
前倒しで「５日取得」を
目標に設定。【Ｋ町】昨
年からは県内の私立学校
で人事課が認めたもの』 にも出向き説明会で人材
と定義。労働時間縮減に 確保に力を入れている。
向けて業務のスリム化を 住居手当は県勧告も考慮
めざしている。【Ｅ水道 し、据え置きで検討。
局】年休取得は、管理職 【Ｌ病院】会計年度任用
が特に少ない。上司から 職員制度は、現行より賃
率先して取らないと部下 金が下がることがないよ
も取りづらい。【Ｆ市】 う現給保障も取り入れた
全庁消灯日を設定し定着 制度とした。【Ｍ病院】
していることで超過勤務 人材確保には「賃金面だ
は減少していると感じる。 けでなく職場環境の整備
会計年度職員はパートタ が不可欠」とする組合の
イムのみの設定としたが 考え方には同感。病院再
応募が減っている。【Ｇ 編統合は総務省から文書
市】４月から初任給を１ 通達があったが、内容が
号引き上げ、来年も同様 抽象的との印象を受けた。
に実施し計２号引き上げ 【Ｎ市】働き方改革とし
予定。【Ｈ町】災害対応 て「超勤縮減」は検討す
や国の制度変更対応など、 べき重要な問題と認識。
課ごとに業務量の偏りが 将来的にはＡＩ等の導入
ある。今年度途中から有 で負担軽減を図ることも
給取得を電子申請に切り 検討中。【Ｏ市】ハラス
替えたことで、支所での メントは個別案件が数件
取得手続きが簡素化され あり、職員間のコミュニ
た。【Ｉ市】土木・建築・ ケーションに起因するこ
保育士採用は難しい。公 とが多く、改善を図るこ
務員試験を受ける人材が とが急務となっている。
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【２月】
17 四国中央市職労「会計年
度職員制度」学習会
21 伊予市職労クミアイバル
23 県本部女性部幹事会
24 保健師部会幹事会
26 東予総支部代表者会議
28 内子町職学習会
29 東予ブロック春闘集会
中予ブロック春闘集会
宇和島病労青年部交流会
自治労連青年女性ステッ
プセミナー（東京～3/1）
【３月】
１ 青プロ全国実行委員会
３ 春闘四国総行動・人事院
四国事務局要請（香川）
５ 春闘中央行動・四国ブロッ
ク総務省要請（東京）
７ 県本部現業評幹事会
県本部医療介護評幹事会
南予ブロック春闘集会
伊方原発いらない集会
８ 国際女性デー愛媛集会
12 春闘全国統一行動
14 県本部第７回拡大執行委
員会「組合加入実践講座」
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２月２０日
２０２０年
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２月８日「県本部2020中央委員会」を開催し21単組支部49人が参加。
《報告》①19秋季年末の活動経過・到達課題、②中間決算、③会計監査。
《提案》20春闘～夏季の活動方針など、執行部が提案。単組と部評・共済議員
団から23人が発言し、すべての報告・提案が承認・採択されました。

①
②
③
④
⑤

《春闘期の共通『重点要求』》
春闘の民間賃上げと、地域最低賃金の引上げで、7年連続の公務員給与改善をめざす。
働き続けられる職場環境を提案し、魅力ある職場をつくり、人員増・採用増をめざす。
すべての職員の超過勤務縮減と年次有給休暇の取得促進で「健康で働きやすい職場」を。
非正規職員の処遇改善と安定雇用につながる「会計年度任用職員制度」を求める。
平和・安全安心を守り、くらしの向上が実感できる国の政策・自治体施策を求める。

第 ５１７ 号

（２）第５１７号
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①テレビで放送されるドラマ
②人の生き血を吸うという魔物。バンパイア
③刑○○、○○典、○○廷、魔○○
⑤地球内部の、地殻と核との間の層
⑥調味料。薄口・濃口・溜まりなど

■５１５号のパズルの答
えは「ジャッキーチェン」
（成龍）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）

井上 裕也（西 予）
梶川さくら（西 条）
新城 美希（宇和島）
山里敬一郎（西 予）
越智 紀幸（今治一般）

【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】５１９号（４月号）

厄除けに行った。２月は
娘が友人３人と 歳の厄
除け。気持ちのもちよう
かとは思うけど、やはり
厄除け祈祷してよかった。
（西条・杉）
■今年は暖冬で山の雪が
少ないそうですが、温暖
化の影響としか考えられ
ません。自分ちの周りは
農家さんが多いですが、
作物への影響が、この先
心配です。
（今治一般・越智）
■パズルが息抜きによか
ろうもん。
（西予・井上）
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堀川孝行

出題者

ばは幸せです。今度は何
を歌おうかな～。
（西予・竹森）
■子どもの頃に、家族で
ジャッキーチェンの映画
を観に行き、帰りにジャッ
キーチェンになりきった
私が街路樹を蹴ったりパ
ンチしたりして、周囲か
ら失笑を買ったというエ
ピソードが、今だに親戚
たちが集まった時の両親
の鉄板ネタとなっている
ようです（もうやめてほ
しい爆）
（西予・山里）
■１月、菊間の遍照院に

【タテのカギ】

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
ある和歌集名にして下さい。

おたより
ありがとう

【ヨコのカギ】

■正月に友達と石鎚神社
した。続く討論では自治 まで往復 キロの初詣ラ
労連から、力石さん（内 ンをしました。鳥居から
子町職）「組織拡大と青 石鎚神社へ続く道は車で
年部活動」、石井さん 大渋滞の中、颯爽と駆け
（今治市職）「人員確保、 抜けて行けました。
労働時間管理、会計年度
（西条・梶川）
職員制度」、山内さん ■私たちにとって３人目
（愛媛労連青年部長・西 の孫が１月に産まれまし
条市職労）「最低賃金引 た。元気な男の子です。
き上げ、平和、青年部活 私が抱っこして、チュー
動」がそれぞれ発言し、 リップを歌うとじっと見
方針を決定しました。
つめ聞いています。ばあ
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①明日の天気は晴れでしょう
④人を病気にするものを悪魔に例えて。
○○○○に冒される
⑦控え目で、つつましいこと。
○○○○な態度
⑧テニス・卓球等でボールなどを打つ用具
⑨サクランボ原料のブランデー。
お菓子の香り付けにも
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演奏」では、演奏してい
るお母さんの姿を見た子
どもさんから「お母さん、
カッコよかったよ！」と
西予市職労は１月 日、 のアマチュア相撲大会の
今治市職青年部は１月 声がかかり、お母さんの 天皇杯第 回全日本相撲 成績優秀選手 名が参加
日「かくし芸大会」を 笑みがこぼれました。普 選手権大会で第３位の成 し、２０１９年 月１日
開催。今年は日程の都合 段見られない職員の一面 績を収めた「由留部 圭 に両国国技館で開催され
で、クリスマスパーティー も見ることができ、職員 祐」選手の健闘を祝して、 ました。５回目の出場で
に代わり年明けに開催し、 と家族が楽しい時間を共 横断幕を作成し、市役所 自己最高成績を収めた由
組合員や家族など合わせ 有し、交流を深めること に掲示しました。全日本 留部さん（スポーツ・文
て 人が参加。各自が ができました。最後に 相撲選手権大会は、アマ 化課）は「次は優勝を目
「フラダンス」「バンド 「お年玉争奪くじ引き大 チュア相撲の日本一を決 指します！」と力強く語っ
演奏」「お笑いネタ」な 会」でみんなで盛り上が 定する大会で、当該年度 てくれました。
ど一芸を披露。「バンド りました。
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載した方がいいのでは」
など具体的な修正点が出
されました。また青年を
対象とした「アレこれカ
伊予市職労は１月 日、 フェトーク」で出された
四役とリクエストチーム 意見にも労働時間やハラ
（要求書の作成を担う役 スメントに関する内容が
員）が集まり、単組春闘 非常に多く「労務管理す
要求の検討を行いました。 る上で、若い職員の『働
要求課題ごとに事前作成 き方』感覚に沿った視点
の要求素案をもとに意見 も組み入れなければ離職
を出しあい、人材確保で 者が出る」といった意見
は「当局は『職員は足り も出されました。作成し
ている』と繰り返すが、 た単組要求書を２月 日
『人員不足』の根拠を記 に提出しました。
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四国中央市職労は１月 「組合の全国集会や交流
日「大阪ＵＳＪ親睦旅 会集会参加も『組合情報』
行」を行い、 人（子ど で知らせ広く募集してほ
も含む）が参加。当日は、 しい。参加できる方がい
寒いながらも晴天に恵ま れば参加してくれると思
れ、参加者からは「毎年 うよ！」「交流をきっか
恒例の組合親睦旅行は、 けに未加入の職員への声
組合員家族同士の交流で かけや組合活動活性化に
楽しく盛り上がれる、今 つなげたい」と、うれし
年も参加できてよかった」 い感想をもらいました。
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１月 日、愛媛労連
「中央委員会」が開かれ
人が参加（自治労連
単組 人）。「最低賃金
１千円、めざせ１５００
円」「８時間働けば人間
らしく暮らせるルールを」
「改憲と戦争する国づく
りに反対」「いのちとく
らしを守り、持続可能な
地域社会への転換を」な
どの方針案が提案されま
50

30

渉し、結果を職場に返し
た」ことを報告。運動方
針として「組合員拡大や
次世代育成が課題、要求
大洲市職は１月 日 前進には組合員拡大と組
「定期大会」を開催し役 合の運動が必要。アンケー
員・組合員・来賓など
トやニュース配布で情報
人が参加。経過報告では、 発信すること、定期的に
大洲市職と県一般大洲支 しゃべり場を開催し、み
部の組織統合から、職場 んなが気軽に集まり話せ
に見える組合活動を重視 る場をつくりたい」と提
し、特に『 春闘要求ア 案。次年度予算案・役員
ンケート』を全職員対象 案など全議案が承認され
に配布、２４０人以上の ました。大会終了後、場
回答・職場の声が集まり、 所を移して新年会を行い
その声をもとに要求・交 ました。
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