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◆人 材 の 確 保 ・ 育 成

調査から見た各単組の課
題」は、県本部森賀俊二
副執行委員長を講師に、
出身の新居浜市の給料表
などを例に給与制度のし
くみについて説明。県内
単組の賃金集計表の調査
結果をもとに比較を行い
ながら、各単組の賃金課
題を整理し、賃金改善に
向けた要求のポイントを
学びました。比較表をも
とにして単組課題を明ら
かにしながら、各単組で
この秋季年末にとりくむ
課題を確認し、賃金改善
のポイントはどこにある
のかなども意見を出しあ
いました。
身になる労働学校１日
目となり、２日目への期
待も高まっています。
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【10月】
19 県本部統一要求提出
（～21）
23 コロナ何でも電話相談会
27 県市長会長要請
今治市職定期大会
28 県町村会長要請
松山労連定期大会
29 本部全国代表者会議
30 女性部幹事会
【11月】
７ 地方自治研究愛媛県集会
（西条）
13 津島吉田病院局労組定期
大会
全労連四国働くものの学
習交流集会（高知・web）
日本母親大会in沖縄
15 県本部拡大執行委員会
県市町振興課要請
27 四国ブロック総会・事前
会議（徳島）
28 四国ブロック・共済学校
（徳島）
【12月】
11 県本部拡大執行委員会
12 女性部定期大会

12

第 ５３７ 号
… 人材確保へ学生等の考え方の変化を捉え、県職員の仕事の魅力ややりがいのほか、働きや
すい職場環境を情報発信。時代に即した採用試験制度など検討し、受験者確保にとりくむ。
◆仕事と家庭生活の両立支援 … 今年６月育児休業取得促進の法整備、人事院の育児休業制度も同様の法整備をの意見申出
があった。男性職員の育児参加とりくみ強化、不妊治療の休暇制度創設等も検討進める。
◆超 過 勤 務 の 縮 減 … 人事委員会規則で定める上限を超えて長時間労働を命じられる職員も見受けられる。超勤
要因の分析・検証し、結果等を踏まえ、引き続き超勤縮減の実効性あるとりくみが必要。

程
日
９月 日、県本部は 額は許されない、または
『労働学校（１日目）』 年収ベースで下がらない
よう期末手当下げるなら
をｗｅｂ併用で開催、
単組 人が参加しました。 月例給改善が必要」「不
第一講義「 人事院勧 妊治療のための休暇の新
告の問題点と課題」と題 設、妊娠・出産等の休暇
し自治労連本部の嶋林弘 といった『社会の要請』
一中央執行委員を講師に のある課題では遠慮なく
学びました。嶋林さんは 地方が先行し制度化を」
「そもそも人事院勧告と 「病気に常勤も非常勤も
は」の基本から話し、 なく、私傷病休暇は有給
「労働基本権制約の代償 で当然」「長時間労働の
機関なのに給与を下げろ 是正での『要員確保』報
と言うのか」と指摘。ま 告は地方自治体でも活用
た人事院勧告の内容につ を」「人事院勧告に依拠
いても「平均給与月額に せず、乗り越える運動を
は地方公務員には関係な すすめよう」など、時に
いものもある」「人事院 怒りを関西弁で表し、ツッ
の生計費調査はでたらめ」 コミもいれながらわかり
「国の非常勤職員には勤 やすく語っていただきま
勉手当も支給されており、 した。
第二講義の「賃金実態
会計年度職員の一時金減

９月 日、愛媛労連と
愛媛県公務員共闘会議
（自治労連・県教組・県
国公）は、県人事委員会
に対して「 年度県人事
委員会勧告への要請」
「定年引上げに関する要
請」を行い、公務員共闘
の加藤議長、愛媛労連烏
谷事務局長など５人が参
加。要請書と集めた要請
署名（団体 ・個人８３
６筆）を提出しました。
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10月６日、愛媛県人事委員会は県知事と県議会に対し、「公民較差極めて小さく給料表・諸手当の改定なし」「期末手当の
支給割合を0.15月分引下げ」などの勧告を行いました。また「人材の確保・育成」「仕事と家庭生活の両立支援」「超過勤務
の縮減」などについての報告も行われました。

■「給与勧告」○月例給 … 給料表・諸手当は改定なし。民間を47円下回るが、公民較差が極めて小さいため。
●特別給 … 年間0.15月分《期末手当引き下げ》（国勧告同様） → 民間4.28月・公務4.45月

〔県職員と民間企業との初任給比較〕（県人事委員会資料より）
2020.4【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）
2021.4【大卒】民間191,086円・県職員189,643円（較差1,443円）【高卒】民間164,542円・県職員155,674円（較差 8,868円）

県人事委員会は２人が対 込んでおり、適切な対応
応。※●県人事委員会、 が必要。〔定年引上げ〕
○公務員共闘の発言（一 ●国から具体的には示さ
部抜粋）。〔職員平均年 れておらず決まっていな
齢〕○国勧告で本俸は国 い。○現状再任用制度で
家公務員の若年化で結果 も教員は現役時と同じ仕
的に官民格差がない状況、 事。せめて職務職責に応
県はどうか。●精査中だ じた給料の検討を。〔会
が若返っており、平均給 計年度職員〕●各任命権
与が下がる方向。〔期末 者で適切な処遇が行われ
手当削減〕○会計年度職 ていると認識。○正規同
員には期末手当しか支給 様の病休の日数と有給化
されない。限られた任期 の要望が強く勧告等で触
で不利益変更がいいのか。 れていただきたい。〔ハ
少なくとも一時金の変更 ラスメント〕○コロナ禍
はないように。○今後景 で住民からかなり厳しい
気が上向きになり、プラ 指摘・要望を職員が受け
ス勧告となった際にどう 止めている。このハラス
反映させるのか。●県人 メントをどうするのか。
事委員会でも調査研究し ●言われることは理解す
たい。〔人材確保の環境〕 るが人事委員会としては
●国が出産・育児に関す ハードルが高い。業務に
る休業休暇制度の改正、 起因するため任命権者に
不妊治療休暇の新設を見 検討いただくもの。

（２）第５３７号

学校へ参加した黒井副委
員長から「県本部労働学
７～８月初旬まで恒例の
「婦人部年代別懇談会」

新居浜市職労婦人部は

ナワクチンや療養施設な
どの応援勤務のため、ど

家庭の話も出されました。
特に今年度は、新型コロ

③育休代替正規配置、④

宇和島市職は９月 日
執行委員会を開催し８人
校では、他市町の初任給
や昇格基準がわかった。

を実施。本庁女性組合員 の職場も人員不足のひっ
を採用年度ごとに区切り、 迫した状況の中、職場内
全体で１０５人が参加。 で部下は上司を上司は部

できているか疑問、そも

が参加。県本部執行委員
会で話された他市町のと
宇和島も昇給基準は他市
並みだがラスは低い。
月労働学校も参加予定」
今年は、①婦人部要求書
（人員問題・子の看護休

初任給問題、⑤定年引上
げ、の資料を説明し、参
加者から職場のみならず

りくみや課題などを紹介
し、特に今治での「頑張っ
ている職員へ 月勤勉手
などの報告がありました。
その他、働くみんなの要

暇・育児部分休業など）、 の多くの貴重な意見を聞
②改正育児・介護休業法、 くことができました。

そも現行の制度で評価で
きないのか、などを話し
ました。また県本部労働

当の加算」提案に触れ、
加算は否定しないが、明
求アンケート、西条市で
の県自治研への参加を呼
びかけました。

下を思い、気遣う声を多
く聞けました。コロナ禍

確な基準がなく所属長の
判断のみで加算の職員が
選別され、公平な評価が

今治市職は９月 日、
執行委員会を開催し５人
が参加。副市長通知「

禍で職員一丸でがんばっ
ている、加算するなら全

の反映は人事評価との二
重評価であり反対」と意
見表明を行い、「コロナ

加算」の内容で、組合は
「一時金への加算は賛成

末要求でも継続交渉を確
認し、職場集会は今年も
オンライン開催を決定。

月勤勉手当成績率への加
算」の問題点と今後の要

職員へ」と求めています。
組合の人事考課アンケー
トには、制度への不公平

求回答では、介護職の処

また県本部労働学校へ参
加した柿原委員長が、西

求について協議を行いま
した。通知では、人事考
課制度ではなく今年度の

感の声が寄せられ、昇給・
一時金に結果の反映中止

だが、特定職員（顕著な
業績を収めた職員）のみ

が参加。久しぶりの開催
となった執行委員会の冒
予市給与の現状について、
昇給・昇格の県内比較な
ど詳細に説明し、西予市

み「顕著な業績を挙げた
職員の 月勤勉手当へ予

遇改善や日直業務の回答
への不満が続出し秋季年

頭、県本部高尾委員長が
西予市が導入検討してい
る「クラウドＰＢＸ」の

の昇格の遅さを当局へ訴
え昇格基準改善につなげ

マス目を埋め、二重枠の８文字で、
いつになれば行ける？にして下さい。

④熱い食べ物を口にできないこと

⑧江戸中期の浄瑠璃・歌舞伎作者。

■５３５号のパズルの答
えは「スローモーション」
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）

小林 弘樹（津島吉田）
岡嶋ひかる（新 居 浜）
岡本 文英（伊
予）
松浦 拳汰（新 居 浜）
武智
徹（東
温）

【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】５３９号（ 月号）

要で意図しない勤務シフ
トに組み込まれることは
避けなければならないと

■期末手当の引き下げに

います。
（伊予・篠原）
■涼しくなり朝が起きれ

応等少しドキドキします
が…一日も早い収束を願

（新居浜・大坪）
■大学生の子どもは夏休

は難しくても「予定を立
てる楽しみ」はまだまだ
大事にしたいと思います。

に行くことが決まりまし
た。「出掛ける楽しみ」

ぐに歌のフレーズをモノ
マネ風に口ずさんでしま

なくなってきました。こ
のまま冬眠したいです。

り、皆で焼肉をしたいと
いうのが最近の話題。外

い、最後まで歌い１人満
足してしまいます。
（新居浜・西原）

ついて、コロナ禍におい
て、保健師の業務はより

出自粛で貯金する余裕が
できたから、次の機会で
は普段よりも豪華なお店

思い提案した内容がほほ
原案で取り入れられたこ

■コロナ予防接種が着々
と始まり、 月私も接種
の予約をしました。副反

宇和島病院労組は９月

○○○○営業

みでしたが帰省を自粛さ
せました。
（宇和島・岡崎）

出題者 堀川孝行

（今治・野尻）
複雑化している中でのこ
とで少し悲しかったです。 ■自身含め、私の周りは
全国的に厳しい状況です 「食欲の秋」な人が非常

⑥公の機関に申請出さず許可を得ていない。

とは評価できる。あとは
運用を見ながら再要求し
たい」と説明がありまし

⑤航空機などの乗り降りに使うはしご段

日、執行委員会を開催
し６人が参加。はじめに
会計年度任用職員採用の

③に○○、いき○○、○○ろけ

■「スローモーション」
という言葉を聞くと、す

②1868～1912年に誕生した人

に多いです。夏のＢＢＱ
ができなかったこともあ

越されぬ大井川

が、せめて基本給の低い
若者に対しては考慮して

①○○○○○○は馬でも越すが越すに

た。また、ワクチン接種
やコロナ患者対応などで

【タテのカギ】

看護師の夜勤配置につい
ての「労使協定」締結が

○○○○門左衛門

ほしいと感じました。
（新居浜・岡嶋）

⑨美術品などの模写・複製。名画の○○○○

医療職場の労働時間増大
からの 協定上限に、当

算の範囲内で０・ 月分

12
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西予市職労は９月 日
執行委員会を開催し 人

課題とリスクを報告し、
出席者から「これまで見

たいと報告。組合員の声
を集め、要求実現への奮

①多くの発明を生み出す、またはエジソン

おたより
ありがとう

【ヨコのカギ】

報告され、協定書には組
合が提案した「採用時ま

たは更新時に本人の申し 局が労基法 条の例外適
出が前提」が盛り込まれ、 用を労基署に申請したこ
佐野委員長から「夜勤強 とが報告されました。

13

も求めています。

えていなかった新しい課
題が見つかった」などの

ト」を話し合うことに決
定。各単組からの事例報

闘を確認しました。

県本部青年部は９月
日、幹事会をｗｅｂ併用

告を行い、班ごとにわか
れてワークショップを行
う予定です。延期の青プ
ロ四国プレ企画の開催に
から出され、ｗｅｂ参加
を増やしても実施するこ
とを確認しました。

04

12

11

15

10

声がありました。夏季要

で開催、５単組６人が参
加。はじめに 人勧を学
習。続いて今年度の活動
の日程と内容、重点を確

ついて「これまでの準備
なども考えてもやりきり
たい」という意見が全員

33

18

認。県自治研青年講座の
テーマでは、「デジタル
化のメリット・デメリッ

⑦文書・書画などの裏面に文字を書くこと

10
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