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月 日、前日の四国
ブロック定期総会に続い
て「自治労連共済実務研
修会」をブロック主催と
して初めて開催。四国
県と共済本部から 単組
人が参加。午前は久保
智さん（四国ろうきん高
知支店）から「現役世代
から準備しておくマネー
プラン」と題して講演。
続いて清水一成さん（自
治労連共済副理事長）か
ら「自治労連共済を生か
した拡大運動」について
基調報告。自然災害の頻
発での民間損保の保険料
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■続く《定期総会》では
筒井議長が「新型コロナ
禍はこの間の世界の流れ
であった『新自由主義』
では乗り越えられないこ
とが明らかになり、国民・
住民・労働者本位の政策
への転換が求められてい
る」などあいさつ。経過
と決算報告、方針と予算
の提案を受け討論。青年・
女性・現業・町村・保育・
医療介護の事前会議の報
告、各県・単組の活動、
ブロックへの要望など９
人が発言。総会は、報告・
提案を全体の拍手で承認
し、筒井議長はじめ新役
員を選出しました。

値上げの動きや共済活動 用を」と呼びかけました。
の到達などの説明があり、 午後は、「共済実践シ
次期拡大運動で「春の新 ミュレーション」として、
採加入に向けた拡大促進 組合員から自治労連共済
措置として新共済プレゼ の相談を想定した各種申
ントを予定。単組の強化 込用紙の記載方法を学び
拡大に位置づけ大いに活 ました。参加者は２人１
組のペアとなり出題事例
に基づいて相談しながら
実際の申請用紙に記入。
出題は組合事務所でのや
り取りを寸劇で実演。書
類記載が終わると設問ご
とに打越さん（共済本部
書記）が解答と一緒に
「共済のてびき」を参照
しながら解説しました。

月 日、自治労連四 ⑦組織強化拡大交流会
国ブロック「定期総会」 人に分かれて交流。
に 人が参加。午前は ■午後の《労働学校》で
《事前会議》を開催し、 は「コロナ禍のもと、も
①青年部総会 人、②女 とめられる自治体、公務
性部総会８人、③現業評 公共労働者の役割とは」
総会８人、④町村評総会 のテーマで、佐賀達也さ
７人、⑤医療介護交流会 ん（自治労連中央執行委
６人、⑥保育交流会４人、 員）が講演。名古屋水道
で働く自治体労働者とし
て大きなターニングポイ
ントとなった「東海豪雨
災害」の対応や「東日本
大震災」の災害派遣で得
た教訓から、新型コロナ
ウイルス感染拡大という
災害に苦しむ地域やそこ
に暮らす住民のために今
こそ公務公共労働者の力
を発揮しようと呼びかけ
ました。
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【12月】
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
25 県本部現業評県要請

【１月】
８ 県本部拡大執行委員会・
単組代表者会議
愛媛労連春闘スタート集
会
12 新春宣伝行動
13 久万高原町職執行委員会
21 伊予市職労執行委員会
宇和島市職連会議
22 自治労連全国代表者会議
30 愛媛労連中央委員会

月 日、県本部は８ 学歴加算が国基準より抑 時間外労働している場合
単組９人が参加して「県 制されている。大卒の人 などは、適切な任用を助
市町振興課」へ要請。県 材を求めるなら上級採用 言する。□保育園でのパー
側は担当課長ら９人が対 を設定するよう助言を。 ト任用だと園児に対応す
応。●市町振興課回答、 ②職員の勤務時間は定時 る保育士が１日に何度も
□自治労連（やりとり一 退庁を原則に計画的な職 変わる。こうした状況が
部抜粋、文責：県本部） 員採用を行うこと。●各 適切な時間設定と言える
①採用者の学歴・社会人 市町の定員管理計画にも か疑問が残る。
経験を適切に評価した初 とづき職員数の合理化を ⑤常勤的非常勤の退職手
任給設定を。●初任給は 図る。近年、一般職を中 当は勤務期間を通算した
各自治体の規則で定めら 心に職員定数を増加の地 退職手当支給を。●退職
れており、実施する試験 方公共団体もある。
手当は、各市町の条例に
はどのような人材を必要 ③マスクや消毒液などの で定め運用されている。
とするか、国家公務員制 職員の自己調達の状況を 会計年度任用職員制度ス
度を基本とし、民間との 早急に改善すること。● タート後も条例上の変更
均衡を考慮して決定。□ 衛生用品などの備品は各 はない。支給要件を満た
一部自治体では上級採用 自治体の備蓄を有効活用 せば該当する勤務期間は
を設定せず初級採用のみ するよう伝えている。医 通算される。各市町の適
の募集で、大卒者も初級 療職場などへ優先配布し 切な判断で運用と理解。
採用に応募せざるをえず、 在庫の原状回復などは基 □市町総合事務組合の条
金制度活用も伝えている。 例では「支給対象」となっ
□感染リスクに対する緊 ていても自治体独自の判
張感がトーンダウンして 断で退職手当を請求しな
おり職員感染も想定した い事例がある。
対応策を求めたい。
⑥期末手当支給要件は総
④労働時間設定は、勤務 務省マニュアルが示す基
する「職」として必要な 準とすること。●期末手
時間とすること。●労働 当の支給要件は職務給原
時間の設定は業務の量に 則・常勤職員との均衡を
応じた時間設定の必要が 考慮して決定される。会
あり、単に財政上の制約 計年度職員の取扱いは、
のみを理由に短時間の勤 人事院勧告など、 月６
務時間設定は法の趣旨に 日には総務副大臣通知を
そぐわない。パート会計 発出し、市町の判断で適
年度任用職員が慢性的に 切な決定を求めている。
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【２月】
６ 非正規公共労働者全国交
流集会（web）
13 県本部2021中央委員会
（県本部）
15 愛媛労連春闘キャラバン
（～3/5）
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１２月２０日
２０２０年
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■11月16日、愛媛県人事委員会は、県議会議長・県知事に対して「報告」を行いました。
※「給与報告」のポイント（抜粋）
（１）官民較差… △0.01％・△30円（民間給与359,714円、県職員給与359,744円）
（２）改定方針… 民間給与との差は30円（0.01％）であり、両者はほぼ均衡している。本年の較
差の状況、人事院による給与報告、他の都道府県の状況等を踏まえ、県人事委
員会は、本年の県職員の給与について、本県における公民較差が極めて小さい
ことから、月例給（給料表及び諸手当）の改定は行わないことが適当と判断。
■県職員も国同様に若年層の人数が増加したこと等により、昨年に比べ平均給与月額は減少。

第 ５２７ 号
□県職員と民間企業との初任給比較 ※県職員初任給は県内民間企業初任給平均を下回っており、その格差が拡大している。
〔県人事委員会データ〕県職員と民間企業との初任給比較（上段Ｈ31年４月現在、下段Ｒ２年４月現在）
【大 卒】民 間195,686円・県職員188,136円（較差7,550円）【高 卒】民 間160,411円・県職員153,765円（較差 6,646円）
【大 卒】民 間198,719円・県職員189,643円（較差9,076円）【高 卒】民 間167,975円・県職員155,674円（較差12,301円）

（２）第５２７号

今治水道労組は 月
日、定期大会を開催し
人（来賓含む）が参加。
活動経過では、今年度の
改善事項として「災害応
急作業手当」「用地交渉
手当」の新設や引き続き
時間外勤務する場合の
時 分開始を確認。活動
方針では、①市民に喜ば

後、２回目 時時点の調
査では、組合役員の訪問
の気配を察してか、ある
役員の担当フロアは全職
員が退庁していました。
参加役員からは「１回目
の時点で、お菓子を渡す
と皆さんの和やかな笑顔
を見ることができました。
普段はなかなか関わるこ
とのない職員の方へ声か
けができ、貴重な機会と
なりました」などの感想
がありました。

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
いまや社会現象にして下さい。

【ヨコのカギ】

①よく中年男性が口にする冗談、しゃれ
④「アメーバブログ」の略称
⑦つけこむ。○○○○隙を与えない
⑧役に立つ。有用。社会に○○○○人材
⑨のこぎりの一種。うすくて細い刃が特徴

【タテのカギ】

①祖母の呼び方の一つ
②実物と同じ大きさ。原寸大
③その手は桑名の○○はまぐり
⑤写真や記念の品などを入れて身につける
金属製の小さい容器
⑥金箱。利益をもたらす人や商品。

「○○○○スター」

■５２５号のパズルの答
えは「アオリウンテン」
（煽り運転）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）

【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】１月 日【発
表】５２９号（２月号）

向井 裕子（伊
予）
久保田 敬子(新居浜社協)
篠原 紀代（伊
予）
越智 紀幸（今治一般）
岡本 文英（伊
予）
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■コロナ一色の２０２０ の目撃だったので、大丈
年もあと少し…。少しで 夫だったのですが、自分
おたより
も明るい新年となるよう、 が被害を受ける立場だっ
ありがとう
初詣へ出かけようと思い たらと考えると煽り運転
■愛媛でも連日のコロナ ます。ただし、分散して。 はあってはならないもの
感染者。今年は息子の高
（今治・白石） だと改めて思いました。
校受験で、無事に入試が ■今年はコロナの影響で、
（愛南・猪野）
行われるのか不安ですが、 旅行も外食も控えたはず ■長かった一人暮らしを
家族みんなで受験を乗り なのに、なぜかお金は一 卒業し最近二人暮らしを
切りたいです！
向に貯まってない。どこ 始めました。段ボールだ
（伊予・上本） に消えてるのか。謎です。 らけで２人ともバタバタ
■毎日コロナのニュース
（新居浜・前田） な毎日ですが良い新年を
で憂鬱です。職場が高齢 ■５２５号のパズルの回 迎えるためにコロナ禍の
者の利用者施設なので緊 答は「あおりうんてん」 自粛を活用・協力して新
張しながら仕事していま でしたが、先日自分も煽 生活を楽しめたらいいな
す。早く収束を願います。 り運転の現場を目撃しま と思う今日この頃です…。
（新居浜社協・久保田） した。被害の無い場所で
（西予・山下）

27

れ、安心される水道事業、
を引き下げていて今年の
②職場の声を集め職場に
人勧によるマイナス改定
返す要求活動、③みんな
の影響が心配される」な
が加入し支える組合をめ
どの発言もありました。
ざすことが提案され、全
医療介護評は 月５日、 組７人の参加で開催。総 感染防止対策などで組合
員の拍手で承認されまし 総会後初の幹事会を６単 会以降の活動報告に続い 活動が十分できず、来年
た。引き続き、西坂委員
て、単組のとりくみでは、 度の新規採用職員の組合
長以下 人の執行部が承
２交代勤務試行などの状 加入について「今年度よ
認され、新たな１年の活
況と課題、職場でのマス りスピード感をもって早
動をスタートしました。
クの支給状況、感染防止 めに対応したい」などの
大会終了後は、恒例の懇
対策での面会制限継続と 報告がありました。また、
親会を「プレミアム商品
対応の困難、外来患者へ 本部医療部会の山本幹事
券」を活用して実施しま
のＰＣＲ検査事例の発生 から「看護師対象アンケー
した。
などについて交流しまし ト」への協力などの提案、
た。また、会計年度職員 「代休・振休の違い」に
について「元々一時金を ついての学習会の要望も
支給する代わりに月例給 出されました。

伊予市職労は 月 日
「長時間労働調査」を実
施。１回目は 時時点で
の時間外調査を開始。役
員 人が手分けして各フ
ロアーを回り、管理職を
含め残業中職員を確認し
ながら、残っている職員
に「アンケート」とお菓
子を手渡しました。その

21

23 20

17

13

感染拡大が懸念される中、
職員目線での不安解消と
労働条件改善にとりくみ
たい」と提起。参加者全
員の拍手で承認されまし
た。役員選挙の報告で岩
藤委員長の再選が確認さ
れ、岩藤委員長は「コロ
ナ禍で医療職場は大変な
状況が続くが、大変な時
こそ職場課題もあるはず
で、要求・交渉が大切だ
と思う。職場の声に耳を
傾け組織拡大を見据えた
活動を続けていく」と抱
負を語りました。
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のボランティアを行いま
した。新型コロナウイル
スの影響で、県外からの
ボランティア受け入れも
難しい状況も、この日は
約１００人のボランティ
アが来ているとのことで
した。みかん山へ行く途
中の農道は雨で路肩が崩
れた所もまだあり、復興
が間にあっていないと実
感、参加してまだまだみ
かん収穫に人手が必要と
あらためて感じました。

11

月 日、愛媛労連は
「みかんボランティア」
をよびかけ、 人が参加
しました。２年前の西日
本豪雨災害で被災した宇
和島市吉田町への災害支
援の一環として、愛媛労
連でバスを貸し切り、３
つの班に分かれて農家さ
んのみかん畑で収穫作業

10

堀川孝行

出題者

11

津島吉田病院局労組は
月 日、定期大会を開
催。例年の全組合員参加
対象方式から、密を避け
るため委任状と職場代表
者による参加へと変更し
人が参加。経過報告に
続く方針提案では石村書
記長から「ＰＣＲ検査の
拡充や衛生用品確保、医
療従事者への危険手当の
改善など、冬場に向けて

11 12
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生計費原則が第一、『生
活できる賃金を』という
要求に自信をもって主張
してほしい」と話しまし
た。組合として実態を把
握し、西条と新居浜との
昇給昇格の取り扱いの違
い、給料表月額水準・年
収比較での差なども説明。
賃金改善、組合要求につ
いて理解を深めました。
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西条市職労は 月 日
賃金学習会を開催し 人
が参加。講師に高橋靖さ
ん（新居浜市職労元委員
長）を招いて「賃金の基
本原則」「給与明細の見
方」などを学習。高橋さ
んは「公務員の給与は条
例主義で決まっており、
誰でもわかるもの」と説
明。また「職員の給与は
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