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08 現業レクの魅力

給与実態調査について

動物管理指導員部会が総会
東海地連組織集会に参加

箱根ロープウェイの空中散歩
わさび工場見学、萬城の滝

ださい。
現業レクは、年１回、
全県の 現業組合員の 交
流の場です。
現業 の仲間は全 県に
散らばっています。まと
まって 現業職員がい る
職場もあります。職場に
は現業 はわたし一人 と
いう方もいます。
ぜひ、この現業レクへ

用した 査定昇給があ り
ました。
勤務 評定のＡＢ の職
員には １号の昇給加 算
を、また公務貢献として
該当の 職員に１号の 昇
給加算を行うものです。
昇任がない現業は、こ
れまで 勤評でＡＢは な
かったと思われますが、
査定昇 給では公平さ が
求められます。
現業 職の昇給実 態を
つかみ、問題があれば改
善を図っていきます。

ご参加してください。日
ごろの 思いを語り合 っ
たり、こういう仕事も現
業の仲 間はやってい る
のかと知らされたりと、
現業レ クは元気を与 え
てくれます。
初めての方、大歓迎で
す。独りになりたい方以
外は一人にさせません。
飲ん で歌って笑 い転
げての２日間、参加をお
待ちしています。

今年の現業レクは︑７月５︑６日に﹁箱根大涌谷散策と伊東温泉の
旅﹂と銘打って行います。グループでも︑お一人でも︑お気軽にご参
加ください。
チラシでは伝えきれないツアーの魅力を裏面でも紹介しています。
毎年 好評をいただ い
ている 現業レクの内 容
が決まり、募集を始めま
した。もうチラシをご覧
になったでしょうか。
今年は、海も山もと一
日目は伊豆、泊まりは伊
東温泉、サンハトヤ。二
日目は、箱根、大涌谷。
参加費も、ぐっとお値
打ちです。裏面をご覧く

日時 ６月

◆ ◇現 評 さ ま ◇◆

ＮＨＫで「社会保障が
危ない」とのタイトルの
番組をやっていた。さま
ざまな社会保障制度が、
弱者の 為にあるはず な
のに、その弱者が恩恵に
あずか れなくなって い
る状況 を取り上げて い
た。
いつ 誰が弱者にな っ
てもお かしくない世 の
中、「いったい、どうす
りゃいいのか、弱者予備
軍の自分…」
東三河支部︵Ｓ︶

個人情報の取扱いは

記入した調査票は、封
筒に入 れて分会の役 員
へ渡してください。その
まま本 部へ送っても ら
います。
個人情報の調査で、抵
抗感は あるかと思い ま
すが、重要な調査です。
昨年度も、ほぼ全員出
していただきました。今
年も、ご協力をお願いし
ます。

会場 アイリス愛知

評議員の方は︑必ず出席してください。

日
（土）
午後２時から

県職連合 現業評議会 第２回 評議員会

昨年 の職名、給 与の
級・号給に加え、今年の
調査で は昇給状況も 調
査します。
今年の４月１日、初め
て勤務 評定の結果を 活

どんなことを
調査するのか

昨年度と同様に、ご協
力をお願いします。

全員 ご協力を

給与実態調査を行います
今年は昇給実態も調査

現業評議会では、昨年
に続き 現業組合員の 全
員の給 与実態調査を 行
います。

この調査は、現業組合
員の給 与の実態を把 握
し、賃金改善をめざして
いくための労使交渉（協
議）での基礎的なデータ
となる重要な資料です。
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箱根大涌谷散策と伊東温泉の旅
も

申し込み 受付中
６月 13 日まで お早めに

７月５日(土)〜６日(日)
大涌谷からの箱根ロープウェイの絶景
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2008 県職連合現評交流レク

現業レク 箱根大涌谷散策と伊東温泉の旅
今年も楽しく
７月５ ６･日

見どころ、いっぱい 参加費、お値

が出され、あらためて今後の
活 動 の 重 要 性 を 再 認 識す る
総会となりました。
指導員部会では「動物管理
指導 員の一般職 並みへの 任
用変更」の取り組みとし
て、独自に毎年会
費を集めて指導員
の知識・技術の向
上のために研修会
を実施しています。
昨年度は講師を
呼んで実務に必要
な家庭犬のトリミ
ング研修会を実施
しました。
今後も「動物管理
指導員の一般職並み」実現の
ために、一致団結して取り組
んでいきたいと思います。
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打
の中京圏でもＣＭで流れて
いました。
今回お泊まりいただく伊
東温泉、
サンハトヤは、
全室、
オーシャンビュー。
とってお
きのお宿を手配いたしまし
た。
ホテルへの到着も、
早めに
してあります。宴会まで、ゆ
っくりおくつろぎください。
露天風呂・海底温泉・千石
風呂が楽しめ、
なんと各お部
屋のお風呂も天然温泉です。

４月５日（土）午後１時
二日目は
分より、
アイリス愛知におい
箱根めぐり
て、動物管理指導員 名、
大涌谷 ロープウェイ 県職連合の岩田執行委員長、
柴田現業評議会議長の参加
のもと、平成 年度動物保
護管理センタ
ー指導員部会総会
を開催いたしまし
た。
総会では平成
年度の活動報告・
会計報告をし、平
成 年度の活動計
画や新役員が決ま
りました。
また総会の後、
岩田執行委員長から現状や
今後の取り組みの報告をし
ていただきました。
会員からは、
厳しい現状に
危機感を抱いた質問や要望
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集会では、
近畿大学教授の久
ひ(さ 隆)浩さんから 公｢務員
労働者の仕事づくり と｣題し
て講演がありました。
公共サービスが、なぜ公営
｢
でなければならないか、
を考
える必要がある。
市民に理解

してもらう、
市民を味方につ
けることが必要。
当然、
仕事ができない人は残
れない。だからこそ『職の確
立』が重要。 と｣強調されま
した。
各県の取り組み状況の報
告行いました。その後、分散
会に分かれて意見交換も行
いました。

指導員部会長 深田一正

４月５日
動物管理指導員部会が総会

30

一般職化めざして

20
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参加費１万９８００円。
宿泊補助、
カフェテリアプラ
ンの両方を利用すれば なん
と４８００円！
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愛知 岐阜 三重 静岡の仲間と学習交流
４月 日、 日に三重県鈴
鹿市で東海４県の自治労現
業評議会組織集会が開かれ
ました。愛知県職連合から
は、安藤副委員長、野田執行
委員の２名が参加しました。
全体で 単組 名の参加。
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別名の通り以前は歩いて
一日目は
滝の裏側を見ることができ
わさび工場
ましたが、
現在は危険防止の
萬城の滝
ため残念ながら、
遊歩道は閉
現業レクの乗車場所は春 鎖されています。
日井のコロニーから新城設
ご宿泊は
楽建設事務所まで県内６ヶ
あの！
所。
お近くの集合場所までバ
ホテル サンハトヤ
スがうかがいます。
♪
「伊東にハトヤとサンハ
わさび工場、見学の後、狩
野川上流に位置する
「萬城の トヤ」♪「伊東にふたつのハ
滝」、別名「裏見の滝」を訪 トヤ」♪
一九八〇年代後半までこ
れます。

上 サンハトヤ 左上 わさび工場
左下 萬城の滝 下 大涌谷の白煙

現業レクは
とにかくお値打ち

詳細は、
別チラシをご覧く
ださい。ご質問等はレク担
当、友山まで！
がんセンター中央病院給食
０
( ５２ ７
) ６４ ２
- ９１ ７
携帯０９０ １-２８０ ８-７
８０

翌日は、箱根ざんまい。
古くより東海道を行きかう
旅人の疲れを癒してきた箱
根。白煙の立ちこめる大涌
谷、
芦ノ湖など自然の恵みが
旅心をかき立てます。
大涌谷は約四〇万年前の箱
根火山最後の爆裂火山でさ
かんに火山ガスを噴き出し
ている所で
す。
お土産は、
言わずと知れ
た大涌谷名物
「黒たまご」。
殻のカルシウ
ムに、
温泉の硫化水素と鉄分
が付着して真っ黒な卵が生
まれるそうです。
ひとつ食べ
れば７年寿命が延びるとい
う言い伝えも。 個食べれ
ば 年長生きできる？…
他にも、
「雲助だんご」や「箱
根寄木細工」なども有名で
す。
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現評東海４県の組織集会に参加
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