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【10月】
３ 自治労連定期大会（web）
６ ココロユニオン執行委
伊方原発運転差止訴訟
10 はたらく女性の中央集会
in WEB
コロナなんでも電話相談会
11 県本部保育部会幹事会
16 県市長会長要請（新居浜）
17 県本部拡大執行委員会
医療介護評定期総会
23 南予総支部代表者会議

件一覧表」と「正規職員
の賃金実態」の資料づく
りを要請しました。次回
執行委員会で「賃金学習
会・後編」を行い、これ
らの資料から賃金改善に
向けた課題と運動の具体
化を学びます。

８月 ・ ・ 日、県
自治体一般労組と西条市
職労は、会計年度任用職
員の組織拡大と要求前進
を目的に、西条市で働く
会計年度任用職員を対象
とした「組合説明会」を
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程
日

【９月】
19 県本部拡大執行委員会
県本部現業評議会幹事会
東予総支部定期総会
中予総支部定期総会
20 自治労連医療部会定期大
会（web）
24 伊予市職労執行委員会
26 県本部女性部幹事会
全労連青年部定期大会
（web）
30 津島吉田病労組執行委
全労連公務部会・公務労
組連定期総会（web併用）

員の賃金実態」調査の必
要性について伝え、会計
年度任用職員の労働条件
の改善、組合員が自分た
ちの賃金の理解と要求の
ポイント知ることを目的
に、各単組に「会計年度
任用職員の賃金等労働条
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県本部は８月 日、第
１回拡大執行委員会を開
催し 単組 人が参加。
森賀県本部副委員長を講
師となり「賃金学習・前
編」を実施。学習では①
「会計年度任用職員の賃
金労働条件」②「正規職

72

セントワークの確立、◎
憲法９条改憲阻止・核兵
器廃絶など平和求めると
りくみ、◎消費税減税・
社会保障の拡充を求める
とりくみ、◎持続可能な
地域経済・社会の実現な
どを提案し討論へ。今治
市職の西原代議員、愛媛
労連女性部の越智代議員
（松山市職労）、愛媛労
連青年部・山内代議員
（西条市職労）が発言。
運動方針と予算、新役員
が確認されました。

開催し、３日間でのべ
の説明が、所属長の簡単
人が参加。説明会は、保 な話だけで『パートにな
育士職場（パート）（フ るか辞めるか』と言われ
ルタイム）、一般事務、 た。制度の細かい内容や
介護職場など職種・勤務 条件提示はなかった」
形態に分けて開催。はじ 「事務職はフルタイムか
めに、県本部の森賀副委 ら７時間パートとなった
員長より西条市での「会 が、仕事量は変わらず」
計年度任用職員」労働条 「給料面が低いので応募
件や給料表の見方など、 も無い状況」「人員不足
パワーポイントで説明後、 が深刻で、休憩時間が取
現在の制度の問題点を伝 れない。サービス残業に
えました。その後、県自 なっている」など、さま
治体一般の石井委員長よ ざまな意見が出されまし
り、組合の説明を行い自 た。会計年度任用職員制
治体一般西条支部への加 度スタート後初めて当事
入を呼びかけ意見交換。 者からの意見を聞く場を
参加者から、会計年度任 設けましたが、さらなる
用職員制度や職場状況に 制度改善に向けて「組合
対して「会計年度任用職 加入」を強く呼びかける
員制度に切り替わるとき 説明会となりました。
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８月 日、自治労連共
済愛媛支部の「実務研修
会」に、 単組 人が参
加。はじめに、自治労連
共済本部の打越さん（四
国担当）がリモートで講
師となり「自治労連共済
のとりくみと意義」「組
織共済について」「組織
整備と区分会計」など、
共済の基本や共済会計の
基本レクチャーと加入手
13
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９月５日、愛媛労連第
回定期大会に 人が参
加（自治労連 人）。今
回はｗｅｂを併用して開
催。今井議長は「新型コ
ロナ禍で非正規労働者を
中心に雇い止めが起き、
休業補償や賃金カットな
どの相談が寄せられてお
り、労働組合の役割が非
常に大事になっている」
などあいさつ。運動方針
の重点として◎組織強化
拡大、◎生活できる賃金
の実現、◎職場からディー
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続き時の書類の書き方の 会』は、各単組で行った
注意点など、実際の書類 方が組合員と話すきっか
を使って実践形式での研 けにもなるし、共済のこ
修を行いました。
とを知ってもらえる」な
後半は、自治労連共済 どの意見があり、「組織
の高尾理事から「本部組 共済改定」「県本部新キャ
織共済制度の改定討議 ンペーン」が共済拡大と
（案）」の説明と県本部 なるよう、みんなで意見
共済担当の石井さんから を出し合い、組合員にとっ
「県本部共済キャンペー てより良い制度となるよ
ン（案）」の説明を行い、 うにしていくことを確認
参加単組から意見を出し しました。
てもらいました。参加者
今回、なかなか参加す
から「組織共済は、組合 ることのできない単組役
員への給付を第一に考え 員・共済担当・書記が参
た改定をしてほしい」 加できたので、共済活動
「組織共済の意見集約か を全単組へさらに広げる
ら決定までのスケジュー ため、全国規模での研修
ルが短かすぎて、組合員 会や共済学校の開催が困
への説明と意見集約が困 難だからこそ県支部や支
難」「県本部の新キャン 所での共済研修の場を設
ペーン『ありがとう抽選 ける予定です。
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第 ５２４ 号
初任給と若年者賃金の大幅改善で雇用維持と人材確保につながる所得水準確保を求めます。
感染防止対策の徹底と衛生用品の確保で、安心して働くことができる職場環境を求めます。
適正な労働時間把握で、長時間労働の是正につなげ職員の負担軽減と健康維持を求めます。
安定した職の設定と、職務内容に見合う労働条件となる会計年度任用職員制度を求めます。
新型コロナウイルス感染から、住民のいのちとくらしを守るための制度の拡充を求めます。
①
②
③
④
⑤

政府へ114,240筆
※2020人勧・2021予算にむけ、９･３署名提出行動人事院へ120,277筆

９月２０日
２０２０年
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自

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、公務職場の必要性と重要性が明らかとなりました。感染防止対策や各種給付金
支給業務など、住民のいのちとくらしを守るために、精神的・肉体的に負担の大きい状況の中、奮闘が続いています。コロナ
禍において公務公共サービスを引き続き維持するためにも、安全安心の労働環境の構築、業務量に見合った人員確保、またそ
の働きを正当に評価する賃金改善や手当支給を求めていく必要があります。

新型コロナウイルスの感染拡大により人事院の民間給与実態調査が大幅に遅れ、人事院勧告のスケジュールが明確になってい
ません。全労連公務部会・公務労組連絡会は、９月３日、人事院・官邸前要求行動を実施し、150人が参加。この間とりくんでき
た人事院宛署名120,277筆、政府・内閣人事局宛署名114,240筆を提出しました。公務労組連絡会の代表は「12万人を超える署名
に込められた思いをしっかりと受け止めてほしい。コロナ禍や自然災害に対応するなかで、賃金・待遇の改善、公務労働者を励
ます勧告となるよう代償機関としての務めを果たしてほしい」と訴えました。

※2020人勧～秋季の《共通重点要求》

（２）第５２４号

員を対象に、自治労連共
済と労金の説明を行いま
した。自治労連共済の説
明は、県本部共済担当の
石井さんが「全国の組合
員同士の助け合いで運営
されている自治労連共済
の大切さ」や自治労連共
済の保障と格安な掛金な
どについて説明。その後
３密にならないよう屋外
でのビアガーデンスタイ
ルで懇親会を実施し、組
合員同士親睦を深めまし
た。
県本部医療介護評は８
月 日、幹事会を６単組
９人の参加で開催。山内
会長から「医療従事者へ
の感染予防の観点から幹
事会が延期され約半年ぶ
りの開催となった。職場
の課題など共有を」とあ
いさつ。山本幹事からは
「本部医療部会でも全国

慰労金が支給、などの報
告がありました。定期総
会を 月に松山市内で開
催すると確認しました。

①京都・竜安寺の石庭が有名
②♪アウト、セーフ、○○○○○○
③○○田、○○欠、ラスベ○○
⑤金属製品を型を用いてプレスする成型作業
⑥街ぐるみで行われる合コンのこと
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■５２２号のパズルの答
えは「ラジオタイソウ」
（ラジオ体操）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）

唯（新 居 浜）
佑亮（宇 和 島）
優喜（今
治）
良子（今
治）
梨央（新 居 浜）

【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】５２６号（ 月号）

前田
河野
越智
村上
山田
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マス目を埋め、二重枠の８文字で、
演歌歌手にして下さい。

の自治体病院での感染症
対応の課題が出され、看
護協会との懇談も実施」
と発言。職場からは会計
年度職員への移行、感染
症の拡大で来院を控える
傾向が続く、スタッフ不
足で夏季休暇も取得でき
ない、施設で利用者制限
もある、医療従事者への

を要求。組合は「会計年
度任用職員制度はスター
トしたばかりだが職場か
らはいろんな声が出てい
る。引き続き改善が必要
な部分は協議交渉を」
「会計年度の退職手当は
これまでの勤務実績を考
慮し支給を」「会計年度
職員の一番の不安は次年
度も任用されるかどうか。
安心して働き続けられる
制度へ協議を進めたい」
など、要望しました。

①一つひとつの条項に分けて書き並べること
④イカ・するめをあぶり焼にして細く裂いた
⑦苦しみもがきころげまわる。
激痛に○○○○まわる
⑧水に溶けていること。○○○○液
⑨１日一つの善行を。一日○○○○

大洲市職労は８月 日
「団体交渉」を実施。組
合から５人、当局から総
務課長と補佐が参加。夏
季要求では、主に①新型
コロナウイルス感染防止
対策、②会計年度任用職
員制度、③業務に必要な
資格取得費用の負担、④
非正規職員の正規化など

【タテのカギ】

そろそろ食欲の秋…秋の
キャンプとＢＢＱをした
いですね。
（新居浜・大坪）
■夏を迎え、今まで妻任
せだった庭の水やりのた
め早起きをするようにな
りました。名付けて「勝
手にサマータイム」。夜
早く寝る習慣がつき、仕
事もはかどります。次は
腹回りを減らして、より
健康に！脱夏バテ！
（今治・越智）
■真夏に屋外でマスク行
動、これほど体にキツイ
と思いませんでした。来

年の夏はマスクが不要に
なることを願っています。
（今治・白石）
■子どもが小学生になり
初めての夏休み。自分が
小学生の頃は毎日のよう
にラジオ体操があり参加
していたのですが、最近
はラジオ体操を毎日した
りはしてないのだなーと
知りました。今年はコロ
ナの影響もあり、尚更減っ
てしまったようです。時
代の変化と共に「当たり
前」も変わっていくのだ
なと感じました。
（新居浜・筒井）
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堀川孝行

出題者

内子町職は８月 日
「フレッシュパークから
り」にて、新旧役員交代
会を実施し、 人（うち
新採６人）が参加。今年
度は新型コロナウイルス
の感染拡大防止として、
新採職員歓迎会を見送っ
たことから、新規採用職
員との親睦も兼ねて実施
しました。初めに新採職

本に頑張りたい」との力
強い発言がありました。
また各専門部からの報告
で、現業部「学校給食が
西条市職労は８月 日、 自校方式からセンター方
新体制になって初めての 式の方針が出された。子
執行委員会を開催し 人 どもにとってよりよい給
が参加。各委員の役割分 食は自校方式と確信して
担を確認し、全ての執行 いる」など、発言があり
委員から職場報告及び決 ました。今後「職場懇談
意表明が出されました。 会」を９月初旬～ 月初
新規、再任、復帰、それ 旬にかけて実施すること
ぞれ立場は違えど「新型 を確認。今年は 歳以上
コロナで先が見通せない と 歳以下の年代に分け
なかでも、職場の声を基 て開催となりました。

【ヨコのカギ】

０～１日取得が実態。日
勤の人数は維持して外来
おたより
からヘルプに入ってもら
ありがとう
うことで、少しずつ取得
できている。【吉田病院】 ■急に気温が高くなり暑
「２交代勤務の実施に関 さに負けて室内で過ごす
するアンケート」が回っ ことが多いですが、ラジ
てきたが、ほとんどの職 オ体操している子どもた
員が「２交代はできない」 ちを見習って外に出なけ
と回答。【オレンジ荘】 ればと思う毎日です。
人員が足りていない。看
（新居浜・前田）
護師は夏季休暇が取得で ■夏祭りも花火もなく夏
きていない。今はマスク らしいイベントを今年は
が汚れたら変えて良いこ 楽しめませんでしたがた
とになった。定期大会の くさん遊べる時期になっ
月書面開催を検討など たらその分季節を満喫す
についても確認しました。 ると心に決めています。
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津島吉田病院労組は８
月 日、執行委員会を開
催し 人が参加。石村書
記長より「前回の執行委
員会で確認した組合での
マスク購入はいま配布し
ている」と報告。各施設
から職場状況を報告。
【津島病院】組合からの
マスク配布はみんな喜ん
でくれた。職場は人員不
足が深刻で、夏季休暇の
取得はほとんどの職員が
25
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書記長から「職場や市全
体の把握としてこの機会
を重視したい」「今年は
特に新型コロナの影響で
伊予市職労は８月 日、 仕事もプライベートも例
執行委員会を開催し 人 年とは違う、そこも聞い
が参加。はじめに久保委 てほしい」などの説明に
員長から「これから職場 続き、職場懇談会の実施
懇談会に入る。要求書の に向け、職場状況・夏季
提出、団体交渉につなげ 休暇など休暇取得・組合
る組合員の生の声を集め への要望など、設問項目
る機会として重視したい」 を確認。その他参加でき
などあいさつ。続いて職 なかった人に向けた『私
場懇談会の日程と準備に の要求書』を準備するこ
ついて提案があり、向井 とも確認しました。
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２０２０年
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