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【11月】
18 県医労連・医療介護評キャ
ラバン（労働局ほか）
20 今治水道労組定期大会
26 県本部拡大執行委員会・
単組代表者会議

28 四国ブロック定 期総
会（高知）

県市町振興課要請

四国ブロック共済実務研
修会（高知）
30 過労死等防止シンポジウ
ム（愛媛大学）
【12月】
12 県本部拡大執行委員会・
単組代表者会議
コロナなんでも電話相談
会
18 県公務員共闘定期総会
19 自治労連第33回組織集会
20 県本部女性部定期大会
県本部保育部会幹事会
【１月】
８ 県本部拡大執行委員会・
単組代表者会議
愛媛労連旗びらき集会

■午後《全体会》は「３ 原幸男さん（経済雇用戦
部構成」として開催。 略課長・伊予市職労元書
【職場報告】「感染症患 記次長）は市がとりくむ
者受け入れ病棟からの報 事業者支援策・消費者対
告」として感染病棟に勤 策・景気浮揚策・新しい
務する看護師から、最前 生活様式対応策の新型コ
線で新型コロナ対応にあ ロナ対策事業について説
たった病院内の過酷な状 明。米湊明弘さん（福祉
月 ～ 日、県本部 大きく、職員には公私と 【Ｊ町】ラス指数は他市
況、具体的対応、職員の 課長・伊予市職労元副委
は統一要求を全県単組で もに厳しい環境で仕事し 町と比べ低くならないよ
生活・家族を含めた当時 員長）は、コロナ禍での
提出、要請しました。 てもらったと認識。業務 う配慮したい。【Ｋ市】
の苦悩、そして組合要求 感染防止での避難所運営
〔文責：県本部〕
量にあった人員確保を人 人勧は組合の意見も聞い
での改善など、生々しく に準備やマンパワーがい
【Ａ事業団】市の会計年 事担当と協議。【Ｇ市】 て対応したい。他律的業
語られました。
つも以上に必要となり、
度職員制度を参考に、こ 会計年度任用職員につい 務は各課からの連絡で判
職員の疲弊や大規模避難
れまでの日額から月額に て国から調査来ている。 断し何でも他律的業務と
の際の課題について発言。
切り替える。【Ｂ社協】 給与・休暇がバラバラで、 はしない。【Ｌ施設】コ
月８日、「第 回地
相田紗也可さん（健康増
年休５日以上取得に向け、 調査結果ふまえ対応予定。 ロナ感染あると利用者・ 方自治研究愛媛県集会」
進課主査・伊予市職労副
昨年度から総務が取得日 《組合》会計年度職員の 運営に大きな影響がある を伊予市で開催し、組合
委員長）は、実際に新型
数を確認し本人へ通知し １号昇給では正規と差が のでしっかり対策してい 員・市民など１０６人が
コロナ対策に関わり、住
ている。【Ｃ市】国勧告 大きく、近隣市とも比較 る。【Ｍ清掃】限られた 参加。武智 典・伊予市 【記念講演】「吉田病院 民対応での課題、各課で
を尊重だが県勧告も無視 されてしまうので協議を。 職員なので感染者が出る 長から「今年度の集会テー からみえる地域医療の課 の業務に対し求められる
はできない。採用応募者 【Ｈ市】初任給などは国 と市民生活に影響がある マは、まさに今私たちが 題」をテーマに、山本定 対応が違うことなどに触
数は減った。【Ｄ市】コ 準拠。適正な職員数を確 ため、シビアに対応した。 悩み、手探りで進めてい 彦さん（宇和島市議会議 れ、具体的で必要な対策
ロナ対策として在宅勤務 保していく。会計年度職 【Ｎ病院】マスク等対応 ることを深める内容であ 員）が、地域医療確保の を改善しながら、伊予市
のハード・ソフト面のシ 員は来年度への意向調査 は全体で実施。【Ｏ市】 り、意見を持ち寄り、互 課題・公的病院再編統合 民・職員の誰も新型コロ
ステム構築し 月から試 を行い、ほとんどの人が 人員確保は採用数を増や いに理解を深め合うこと 問題について、地域医療 ナに感染させないために
行。４月から正式運用を 再度の任用を希望。【Ｉ し人数は増加傾向。【Ｐ で、愛媛県内のそれぞれ 構想での愛媛県の対応が とりくんだ奮闘を発言。
予定。【Ｅ市】初任給改 市】人勧は県勧告に準拠 市】年休取得はプレミア の地域が発展することに 不十分として、地域を守 各パネラーはフロア質問
善を組合から要求される して改定を予定。初任給 ム休暇（土日含む４連休） 大いに寄与するものと期 るため連携し、首長がビ にも答えながら、自治体
が引き続き検討。会計年 は来年度も１号改善し県 の取得促したい。組合要 待します」と『歓迎メッ ジョンをもって旗を振り、 での各部署での奮闘と役
度職員はよりよい制度に と同様にする。会計年度 求の不妊治療・会計年度 セージ』が寄せられまし 公立病院も医師確保のた 割を語りました。
したい。【Ｆ水道】今年 職員の期末手当はできれ 職員の産前休暇改善を今 た。
めに施策を打つべき。総
度当初からコロナ影響が ば下げたくはないが…。 年度中に制度に組み込む。 ■午前《分科会》は①地 合診療医が必要でありそ
域経済活性化、②地域医 れを育て、ドクター確保
療・公的病院再編、③コ に予算もかけることが必
ロナ禍での情報発信のあ 要など話されました。
り方と人権、④保育、⑤ 【パネルディスカッション】
地域の安全安心・現業職 「コロナ禍における自治
場、⑥青年講座に分かれ、 体の機能と役割」として、
分科会のテーマに沿った 清野良榮先生（県自治体
自身の仕事の状況や職場 問題研究所・松山大学名
の課題について交流しま 誉教授）をコーディネー
した。
ターに３人が発言。小笠
11

61

第 ５２６ 号
10月 14日、 県本部 町村 評議 会で
「 県町村 会長」 へ要請 。稲本 隆壽会
長 （内子 町長） 「内子 町の初 任給が
県 下で最 も低い との指 摘だが 、町の
財 政力に 依ると ころも あり全 国一律
で 、とは 考えて いない 」「感 染防止
対 策はど の自治 体でも 初のと りくみ
だ ったが 、課題 もあり ７月に 全国町
村会から国へ要望をあげている」
10月16日 、県本 部市職評 議会で 「県
市長 会長」 へ要 請。石 川勝 行会長 （新
居浜 市長） 「公 務員は コロ ナ禍で 住民
のた めに頑 張っ ている こと は理解 して
いる が、民 間が 疲弊す る中 で賃金 を改
善は 難しい 」「 会計年 度任 用職員 制度
はど こも試 行錯 誤。職 場の 状況な どみ
なが ら適切 な給 与水準 とし 、必要 であ
れば正規雇用を考えないといけない」
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■10月28日、人事院は国会と内閣に対し、官民較差△0.04％・△164円にもとづき、「較差が極めて小さ
く、俸給表及び諸手当の適切な改定が困難であることから月例給の改定を行わない」ことを「報告」
しました。給与としては2011年以来の《引き下げ》となりました。

※「給与報告」のポイント（抜粋）
（１）官民較差… △0.04％・△164円（民間給与408,704円、国家公務員給与408,868円）
（２）改定方針… 民間給与との較差が極めて小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定を行う
ことが困難であることから月例給の改定を行わない。

（２）第５２６号
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対応が急がれる。要求書
を提出しているので折衝
で詰めていきたい」と話
しました。経過報告では
昨年の大会以降の組合加
今治市職は 月 日定
入や人勧の状況など報告。 期大会を開催し 人が参
運動方針では「現業の正
規採用」「標準昇格に基
づいた賃金改善」「公的
保育を守る」など全会一
致で確認。役員改選で再
選した高橋委員長の「団
結がんばろう」で大会を
終え、感染対策を講じて
の懇親会を行いました。
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加。佐々木委員長が「今
年、新型コロナの影響で
例年と同じ活動はできな
かったが、組織拡大では
コロナ禍でもできること
を模索して活動し、組織
拡大につながった」など
あいさつ。運動方針では
「要求活動では、職場の
声を吸い上げ、声に基づ
く要求交渉を行う。組織
拡大は最重点課題、未加
入者へのアプローチ、本

西予市職労は 月 日、 「ジオパークは西予市の
女性部１日研修として すべて、西予市に住む私
『地元、明浜の魅力を満 たちもジオパークです」
喫するプラン』を計画し、 と言われ、町や歴史をこ
人（うち子ども７人） れからも大切に守ってい
が参加。まず西予市のジ かなければならないと感
オスポットの１つ『狩浜 じました。その後、「真
の段々畑』をジオガイド 珠でアクセサリー作り体
さん付きで見聞。ジオガ 験」、レストラン「あけ
イドさんのお話の中で はま～れ」でおいしい海

月１日、非正規公務
公共評総会と非正規公共
学習交流集会を開催。非
正規公共評総会では、運
動方針として、県内での
会計年度任用職員の組織
化を進めることを提案。
総会に引き続き、「学習
交流集会」を開催。高尾
県本部委員長を講師に

庁の組織拡大をめざし、
執行委員で未加入者の加
入対策会議を行う」と提
案。討論では、保育部会、
青年部、女性部、給食部
会などから発言があり、
参加者の拍手ですべての
報告・提案が承認されま
した。最後に今年組合加
入の新入職員の紹介で、
先輩職員から新組合員へ
一言とプレゼントを手渡
し、新採から「入庁した
ばかりで分からないこと
だらけ、これから頑張っ
ていきたい」など決意表
明がありました。
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①洋傘。見た目からこうも呼ばれる
④組織や機関を初めてつくる。創設
⑦一時にたくさん入手したり失ったりするさ
ま。税金に○○○○持って行かれる
⑧四方の西、四神の一。虎で表される
⑨「察する」の丁寧な表現。
ひとかどの人物と○○○○する

【タテのカギ】

①階数の多い、高い建築物の呼び名。
超○○○○○○
②秋に獲れる、南下してくる鰹
③な○○そい、メ○○ン、知らぬ○○とけ
⑤漫才で、ボケと○○○○
⑥選び分けること。えりわけ

マス目を埋め、二重枠の８文字で、
返ってくる？全部？半分？にして下さい。

【ヨコのカギ】
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島）
治）
予）
温）
島）

■５２４号のパズルの答
えは「スイゼンジキヨコ」
（水前寺清子）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）

岡崎 美郁（宇 和
白石
聡（今
竹本 明人（西
武智
徹（東
青木 将吾（宇 和

【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】５２８号（１月号）
の幸をいただきました。
身近な西予市のすばらし
さに気が付いたよい時間
ンフルエンザの予防をしっ かったことをして、観葉
となりました。
かりしていきたいです。 植物の可愛さに癒やされ
おたより
（宇和島・青木） ています。四国内での旅
ありがとう
「あなたの職場の賃金構
■水前寺清子といえば 行をということでダイビ
造を知ろう」をテーマに、 ■秋祭りに例年のにぎや 「３６５歩のマーチ」を ングを予約したのでそれ
「残業・休日出勤・深夜 かさがない 月が過ぎ…、 思い出します。最初「演 に向けてお金を稼ぐぞ〜！
手当」の時間外手当など 子どものころから慣れ親 歌歌手」のお題を見たと と仕事もがんばれてます！
について学習。続いて石 しんだ風景のない寂しさ き、石川さゆりとか美空
（新居浜・岡嶋）
井県自治体一般労組委員 は何とも言い難いですね。 ひばりとかが浮かんでき ■「人員不足で夏季休暇
長より「民間と公務がチ
（今治・白石） ました。水前寺清子とい が取れない」との意見が
カラを合わせて待遇改善 ■今年の夏も暑かった。 う発想はなかったなあ…。 印象的でした。コロナで
を」をテーマに、「春闘・ 来年は草むしりなど無理
（今治・村上） 先が見通せない中ではあ
人事院勧告」など、民間 しないようにしよう。
■ひとり暮らしをはじめ りますが、今後は業務量
や公務職場での賃金改定
（今治一般・越智） て、実家のありがたみを に見合った人員が確保さ
の流れ、相互が影響しあ ■気温も下がり、冬の訪 感じつつ、観葉植物を育 れ、夏季休暇の取得率が
う関係などの基礎学習を れを感じます。乾燥もし てはじめたりと今まで実 向上することを願います。
行いました。
てきたので、コロナとイ 家にいた際にはしていな
（宇和島・河野）
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堀川孝行

出題者

松山市職労は 月２日
定期大会を開催し 人が
参加。高橋委員長は「今
年はコロナウイルス感染
拡大の影響で、勤務体制
の変更など業務への影響
もあるなか、組合の工夫
と努力でしのいできた。
要求活動では現業正規採
用について、職員の平均
年齢も徐々に上がる中で

活用し、５カ所のチェッ
クポイントで、健康づく
りにちなんだ握力測定、
記憶力テスト、縄跳びな
どを競い、小田地区に関
するクイズにも挑戦。成
績優秀者には、小田地区
の特産品をプレゼント。
参加者全員へ内子町観光
協会のプレミアムチケッ
トを配布など、組合員の
親睦が深め、大盛況のイ
ベントとなりました。
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西条市職労青年部は
「新採歓迎会を通して、
月 日、今年度初イベン 組合内でのつながりも増
トとなる「新採職員歓迎 えたと思うので、今後予
会」を開催。新採職員 定されている青年部活動
（組合加入者）と青年部 も積極的に参加いただけ
員あわせて 人で、職場 たらと思っています」と
やプライベート等の会話 青年部。参加のみんなの
で盛り上がり、楽しい雰 いい笑顔がとても印象的
囲気で交流を深めました。 な会でした。

11

内子町職は 月１日、
町職健康づくり事業とし
て『うちっこ健康ウォー
クラリー』を開催。組合
員 人（親子参加６組）
で５班に分かれ、組合員
の健康づくりや交流、コ
ロナ禍に負けないチーム
力と元気を養う機会とし
て、小田地区内をウォー
キング。コースは保健セ
ンター作成の「うちっこ
健康マップ～小田編」を
48
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