（１） 第５２２号
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化が進むもとでの赤字運
行、民間事業者が撤退で
きる規制緩和の流れをど
こで押しとどめるか、な
どあげられました。参加
者から質問とあわせ、四
国中央市・久万高原町・
松山市の地域の交通の課
題など地域の実状も出さ
れました。前野さんと一
緒に参加した内子町職員
の兵頭さんから「この
路線は完成形だが、バス
需給状況が変わり見直し
は必要。利用の少ない路
線もあるが、利用者の掘
り起こしが課題」との発
言が印象的でした。
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程
日
西予市野村町乙亥会館周辺。会館も浸
水し、発災当初は災害ごみ置き場とも
なっていた。
現在、復旧復興も進み、元の状況を取
り戻しつつある。

愛媛労連が熊本県労連へ支援物資届ける

【８月】
２ 原水爆禁止世界大会
（web、６・９日）
３ 宇和島病院労組執行委員
会
４ 新居浜市職労定期大会
７ 南予総支部定期総会
千羽鶴を海外へ送るつど
い
22 県本部拡大執行委員会
30 自治労連定期大会
（神奈川～31）
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第 ５２２ 号
西日本豪雨災害の復旧復興へ、県内自治体から被災自
治体へ支援に行き、尽力された職員のみなさんが感じた
「状況・課題・感想」を伺いました（下記）。
また愛媛労連は７月 日、豪雨被害を受けた地域のう
ち、特に被害の大きい熊本に向け、愛媛県商工団体連合
会・津島吉田病院局労組からの緊急支援物資もあわせて
熊本県労連へ届けました。

から、新型コロナに関す える自治労連にしたいと
る県内市町の対応や医療 思案中。【松山】給食調
職場の状況など、あいさ 理場は１日４回、場内・
つ。単組報告では【新居 事務所などを拭き掃除し
浜】新採歓迎イベントが ている。感染防止のため
中止となったが、保育士、 先生だけが配膳し、残菜
保健師などの加入は進ん の分別なく返ってくるの
でいる。毎年実施の婦人 で調理員の仕事は増えて
部年代別懇談会を７～８ いるが増員もない。１人
月末にかけて行う予定。 熱中症で倒れた。【今治】
【伊予】新採歓迎会は中 ６月 日から新採職員を
止になったが文房具を入 訪ねて説明会、加入が続
れたプレゼントを贈って いている。女性部は７月
呼びかけたのが好評、加 ２日に書面で総会開催。
入状況は例年並に進んだ。 このほか毎月 日「フラ
【久万高原】新採歓迎会、 ワーデモ」の紹介、「ジェ
勧誘などできていない。 ンダー４署名」などとり
若い人に関心寄せてもら くみ報告がありました。

でも過疎・高齢化ととも
に「買物難民」など、
『車を運転できない高齢
者の地域交通の課題』が
あり、基幹１路線の町営
バスと 路線のデマンド
バスを導入して「住民の
足＝交通権＝基本的人権」
を確保していると報告。
デマンドバス運行を町内
タクシー会社に委託し、
週１～２回、各路線は最
大朝昼晩の３往復運行、
デマンドバスで農産物コ
ンテナも一緒に運べるシ
ステムなど有効活用して
いることなどを説明。課
題として、過疎化と高齢
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【７月】
18 県本部第79回定期大会・
（共済会館）
県本部自治研推進委員会
19 県本部青年部定期大会
女性 部 全国 代 表者 会 議
（大阪）
原水禁四国大会（徳島）
21 宇和島市職執行委員会
29 西条市職労定期大会
津島吉田病院局労組執行
委員会
全労連第30回定期大会
（web会議～30）

女性部は７月４日「幹
事会」を開催し６単組６
災害発生から２年が経 ているが、被災箇所が多 人が参加しました。約４
過しましたが、避難所の く、施行業者等が不足し カ月ぶりの幹事会でした
開設・運営にはじまり、 ており、思い通りに進ん が、大雨警報対応で参加
罹災証明の発行や仮設住 でいないのが現状。
できなかった人もありま
宅の建設など、住民の暮 【人員体制】
した。最初に高尾委員長
らしの基盤づくりは刻々 ○派遣職員・任期付職員
と変化する課題への対応 で業務を行っている。
と合わせた敏速性が求め ○発災から 月までの間、
られました。被災した自 現地職員の方はとにかく
治体へは応援のための職 人手不足で大変な苦労を
員派遣も行われましたが、 されていた。発災後は仕
そこには膨大な業務量や 事が山積で、とにかく人
難題に挑む職員の奮闘ぶ 手が必要と私も現地です
りとあわせて課題も見え ぐ実感した。
てきました。
○時間外勤務を減らすと
（以下・派遣職員へのア りくみを積極的に行い、
ンケートから一部抜粋） 皆で協力し時間内に仕事
【支援業務の内容】
が終わるよう努めていた。
○災害復旧工事。
【派遣されての感想】
○国から災害査定を受け ○西日本豪雨災害は想像
た工事の発注・現場監督。 以上に広範囲の甚大な被
修繕工事など。
害だと災害直後の給水支
○災害査定に関する業務。 援で目の当たりにした。
６月 日、県自治体問
被災箇所の現地踏査、泥 ○３カ月という短い期間 題研究所の定期総会・研
かき、清掃、被災箇所の でしたが、被災地の復興 究例会が開催され 人が
写真撮影、測量などの現 に貢献できてよかったと 参加。研究例会は「内子
地作業後に、事務所で設 思う。自分にとっても良 町の公共交通の現状と課
計書作成等の事務作業。 い経験になった。
題」をテーマに研究所事
【支援業務の課題】
○他自治体の方と仕事が 務局長の前野良二さん
○支援期間を終えてもま でき、情報交換できたの （元県本部書記長・内子
だ多くの復旧工事が残っ は非常に有意義だった。 町職員）が講演。内子町
ており、被災自治体の職 また西予市役所や関東か
員はとても大変と思う。 らの派遣職員とも親しく
○災害査定は発災から一 なり、今でも交流が続く
定期間内に受ける必要が のは本当にうれしく思う。
あり、一件の査定が終わ
全国各地で災害が多発
れば次の査定の準備に取 していますが、住民のい
り掛かるという流れが派 のちとくらしを守るため
遣期間中続いた。
に必要な人員の確保を求
○災害復旧へ業務を進め める必要があります。

19
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西予市野村保育園。浸水で建て
替えとなり、元の場所は更地に。
場所を変え、新設の野村保育所
で保育を行っている。

７月２０日
２０２０年
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平成最悪の水害となった西日本豪雨災害から７月７日で２年となりました。県内では災害関連死含め33人が亡くなり、１人
が行方不明のまま。かんきつ園地では復旧工事が本格化し、企業等への支援も進みました。現在、九州などで大規模な豪雨災
害が発生しており、愛媛でも引き続き災害に備える必要があります。今後、新型コロナ感染症対策を踏まえた避難所の密集回
避と支援、他県からのボランティア受け入れも慎重にならざるをえない状況は、かつてない事態です。

（２）第５２２号

来年２月「全国非正規公
共評学習交流集会㏌愛媛」
への参加を呼びかけるこ
とを確認。参加者から会
非正規公務公共評は６ 計年度職員制度に関わっ
月 日「幹事会」を開催 て「一律７時間パートに
し５人が参加。６月８日 変更」「賃金面では一時
県本部統一要求書提出し、 金支給の代わりに月額を
職場のコロナウイルス感 下げ年収ベースで収入維
染防止対策や職員の健康 持するなど、『待遇改善』
管理等を確認したことを につながったのか疑問。
報告。毎年開催の「県非 今後も待遇改善に向け要
正規学習交流集会」を今 求・交渉する」などの意
年は 月開催（予定）や 見が出されました。

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
小学生の夏休みには…にして下さい。

■５２０号のパズルの答
えは「カンコンソウサイ」
（冠婚葬祭）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）

竹本 明人（西
予）
河野 佑亮（宇和島病院）
十亀真由美（新居浜文体）
近藤 敬彦（新居浜文体）
大西 京子（周桑病院）
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新委員長となった柿原稔
広委員長は、運動方針に
触れ「組合活動の３つの
原点『要求活動』『職場
西予市職労は６月 日 づくり』『仲間づくり』
「定期大会」を書面決議 を大切に、みんなのチカ
で行いました。新型コロ ラで要求前進・職場改善
ナウイルス感染症拡大防 をめざし、全職員一丸と
止の観点から「書面決議」 なり災害からの復旧復興
とし、 日に全組合員へ を。新しい生活様式の実
大会資料を配布。 日ま 践で新型コロナウイルス
でを意見集約期間として、 から身を守ろう」と決意
各職場から選出された代 を表明。７月３日には市
議員が表決し、全議案が 長と会い、新旧役員あい
承認・可決されました。 さつを行いました。

11

【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】８月 日【発
表】５２４号（９月号）

10

堀川孝行

出題者

10

ました。単組活動の報告
を行い、状況交流。今後
のとりくみとして、①コ
ロナ対策で感じた職場課
県本部現業評議会は６ 題を夏季～秋季年末の要
月 日「幹事会」を開催 求にする、②会計年度任
し４単組５人が参加。ミ 用職員の実状と職場の声
ニ学習として「今年の人 を要求にする、③今後の
事院勧告の動き」「公務 課題として「集中ではな
員定年延長の動き」を県 く分散」「委託ではなく
本部役員が報告。続いて、 行政の直接責任＝直営」
職場のコロナ影響と対応、 の声を上げることなどを
学校給食調理場統合など 話しあいました。
について意見交換を行い

【タテのカギ】

①恋するあまりの悩み、恋のやまい
②非常に欲張りで強情なこと
③火○○、ま○○、ね○○、かさ○○
⑤生活圏・通勤圏など、くくられた内部の
地域
⑥天命を全うし安らかに死ぬことを
「○○○○じょう」

■先月号のパズルを解い ■久しぶりのパズルです。
ていて、久万高原町の天 新型コロナのおかげかど
空の郷さんさんの話でお うか、車のガソリンが減
昼休みに盛り上がりまし りません、無駄使いがな
た！私は初めて知ったの くなりました。
で、今度遊びに行ってみ
（周桑病院・大西）
たいと思います。
■先日祖父が亡くなりま
（新居浜・筒井） した。 歳でした。祖父
■マスク着用で今春から が『人間死ぬまで勉強』
口紅購入する機会はいず とよく言っていたのをふ
こへ。でもアイシャドウ、 と思い出し。偶然、今年
マスカラのバリエーショ 資格取得に向けて勉強を
ンが増えました。新しい していましたが、何かの
生活様式の中、購入する 縁なのか…素敵な結果を
ものも今までと変わり、 祖父に伝えられたらいい
考えさせられる毎日です。 なと思います。
（新居浜・西原）
（伊予・篠原）

89

【ヨコのカギ】

①高野山真言宗の総本山
④レイアウト。印刷物の紙面を作ること
⑦塩漬けを煙でいぶし、乾燥させた食品
⑧♪ハイスクール○○○○
♪聖母たちの○○○○
⑨力いっぱい走ること

ましたが、県の感染縮小
期への移行判断を受け、
おたより
今後の活動について相談。
ありがとう
まず７月 日青年部定期
大会は規模縮小して行う ■梅雨にはいり、庭の家
ことを決め、次期役員・ 庭菜園も勢いが出てきま
全国役員について相談。 した。キュウリとナスは
「何もわからないですが」 最初の収穫を行い、おい
と言いながら、西条市職 しくいただきました。
労の坂東さんが青年部長
（西条・中島）
に立候補を表明すると ■あじさいがいつもと変
「みんなで支えよう」と わらずきれいに咲いてい
拍手が起こりました。今 ました。みんなで笑いな
後の活動では、単組で楽 がら見られる日は必ず来
しかった企画の持ち込み ます。その日が意外に早
など、新企画含め、青年 いことを祈っています。
部として始動します。
（松山・貝崎）
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25

れました。結果は後日組
合ニュースで伝えました。
福嶋新委員長から「より
良い職場環境や待遇をめ
ココロユニオン（内子 ざし、役員一同精一杯が
社協労組）は６月 日 んばります」と決意表明
「定期大会」を書面開催 がありました。７月下旬
しました。各園の役員が、 に、新役員で執行委員会
議案書と書面決議用紙を を行い今後の方針を協議
職場の組合員に事前配布 予定で、今年度も『組合
し、定期大会の開催方法 員の声』にもとづいた、
などを説明。 日役員が 職場環境・待遇改善（人
集まり意見集約をし、 員確保、賃金、時間外労
「経過・方針・新役員」 働など）に向けた活動を
など、全会一致で承認さ 行います。
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県本部青年部は６月
日「幹事会」を開催し５
単組９人が参加。３月予
定の幹事会を延期したた
め、久しぶりに顔をあわ
せる仲間や初めて幹事会
に参加の人もあり、自己
紹介もかねての単組報告
で新型コロナ対応や新採
組合加入などを交流。
『６月 ～ 日青プロ四
国』などさまざまなイベ
ントが中止・延期となり
28

30
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これまで嘱託職員として
勤めてきた期間も含めて
算定し支給を」「会計年
度任用職員への制度移行
大洲市職は６月 日、 が待遇改善につながった
執行委員会を開催し７人 のか疑問。同一労働同一
が参加。職場の状況や４ 賃金の観点からもさらな
月からの会計年度任用職 る待遇改善を」「次年度
員制度について意見を出 任用されないかもという
し合い、夏季要求書へ反 不安が付きまとう」など
映し提出することを確認。 の意見が出されました。
参加者から「会計年度職 次回執行委員会で要求書
員にも業務に必要な資格 を作成し、８月中の交渉
取得の費用補助を」「会 をめざし要求書を提出す
計年度職員の退職手当は、 ることを確認しました。
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７月２０日
２０２０年
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