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２００８年７月３１日
№０８０６
現評レク ３０名参加
現業組織集会に参加
農林水産関係の取り組み
われら現業 ここにあり（新連載）
「取組方針」を考える（新連載）

た。

（詳細は次号）

今回は、
ＣＭでも有名な伊
東温泉、
ホテルサンハトヤに
宿泊です。
早めにチェックインでき
ましたので、
お部屋でのんび
りしたり、
温泉に入ったりし
てのんびりしていました。
夕食交流会では、
来年３月
定年を迎える４人の参加者
に議長より記念品の贈呈を
行ない、
そしてこの交流会の
メイン（？）、副議長・事務

◆◇ 当面の日程 ◇◆

８月９日(土) 会場：アイリス愛知
10:30- 本部役員会議
13:30- 支部代表者会議
15:30- 農水部関係代表者会議

翌日は箱根・大涌谷方面に
向かいました。
途中のドライブインで休
憩した時に、
ドクターヘリに
遭遇しました。
不謹慎かもし
れませんが、
まるでドラマの
１シーンを観てるようで迫
力がありました。
２日目も気温がドンドン
上昇して、
箱根神社参拝の時
はかなり暑くなり、
大涌谷で
はみんなフーフー言いなが
ら散策しました。名物の「黒
たまご」を私も買いました
が、１個食べると 年、２

◆ ◇ 現業さま

◇◆

先日、島崎藤村の小説「破
戒」を読んだ。以前から興
味があったので長い小説だ
ったが、二日間で読みきっ
た。読み終えた後、複雑な
気持ちになった。同じ人間
なのに、出身地で差別され
る。いくら努力しても、そ
この出身地だからとの一言
で、すべてが無になってし
まう。なんと不条理な事か。
しかし、他人事ではなく
局長の漫才です。
殆ど練習が
できなかったため、
カンペを 我々にも、相通じるものが
見ながらの公演でしたが、
参 ある様に思えてならない。
加者全員が良い人ばかりで、 皆さん、一度「破戒」を
つまらなくても笑っていた 読んでみてください。
（加茂支部 Ｓ）
だき、
無事終えることができ
ましたが、
しかし人を笑わせ
個食べると 年、３個食べ
るというのは至難の業なの
ると死ぬまで長生きするそ
ですね。
うです。
汗かきながら散策を楽し
２日目は
んだ後は、
箱根ロープウェイ
箱根ざんまい
で早雲山まで乗車。
あいにく
ここから富士山を拝見する
ことはできませんでしたが、
帰路の富士川ＳＡよりほん
の少し拝見することができ
ました。
事
皆さんのマナーが良く、
故もなく予定通りにレクを
終わらせることができまし
た。
来年は、さらに磨きをか
け、
今回以上に楽しいレクを
お約束いたします。
大変お疲
れ様でした。
（現評事務局長 友山）

１０月１７日(金)〜１８日(土)
学習交流集会 サンヒルズ三河湾

７
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今回のレクは、箱根・大涌 きなくなりました。
それでも
谷周遊と伊東温泉の旅とい 車内は、クイズ・カラオケで
うことで、 名の組合員が 大賑わいです。
参加しました。
天気が良く、
気温もどんど
現評レクは、
北はコロニー ん上昇してぐったりしてい
から南は新城まで全６ケ所 ましたが、伊豆「萬城の滝」
コロ ではしっかりマイナスイオ
の送迎をするのですが、
ニーと新城の出発の時差は ンを浴び元気を取り戻しま
３時間。これでも、以前に比 した。
べると３ケ所減らしたので
夕食交流会で喝采
すよ！早くに乗車された
事務局長の漫才
方々達は、
待ち切れなくって 副議長・
車内宴会、大盛況！
６月１日からの道交法改
正により後部座席のシート
ベルト着用が義務づけられ、
以前のように車内移動がで

現業の見直しをはね返す奮闘をまなぶ
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集会では、
現業の見直し攻
７月 日 ～ 日に 岩手
各組
県花巻市で開催された現業 勢など新しい情勢の中、

２日目 大涌谷（上）、箱根神社（下）にて

★☆★☆
★☆★☆ ７月５日〜６日 伊豆・箱根

自治労 現業組織集会に参加

2008 年現評レク ３０名参加!!

組織集会に、
役員５名が参加 合からの参加者で真剣な討
し学習、
討論を深めてきまし 論が行われました。
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笹山副議長（左）と
友山事務局長

７月２６日、全体集会

「天気にも恵まれ、楽しいレクだったねえ！」
「うん、料理も美味しかったですよねえ！」
「そうそう、漫才も…」「???」
24
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（１）

全職場で
現業職場集会を開催

「取組方針」を考える

農林水産関係の現業職員を

いよいよ夏真っ
盛り。現場の仕事
で心配されるのが
熱中症です。熱中
症は「熱に中（あ
た）る」という意
味で、高温の下で
おきる障害の総
称。適切な処置が
遅れると死亡することもあ
ります。
厚生労働省の発表では、
平成 年からは毎年 名
前後の熱中症による死亡災
害が発生しており、平成
年においても 件の死亡
災害が発生。例年７月と８
月に集中しており、時間帯
別では午後２時から午後４
時台に多発。
厚生労働省は、涼しい場
所に休憩場所の確保、十分
な作業休止時間や休憩時間
の確保、スポーツドリンク
などによる水分、塩分の補
給、温度計や湿度計の設置
などを呼びかけています。
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︵連載で掲載していきます︶

すが、
これ以上正規職員を減
らされると今まででも何と
かやりくりしていたのが、
本
当に「お手上げ」状態になり
かねません。
来年度も優良な基礎牛を
酪農家に提供するためにも
現業評議会と連帯していき
たいと思います。
皆で頑張り
ましょう。

18

﹁取組方針﹂とは︑総務省の強い圧力により愛知県
が３月に発表した『技能労務職員等の給与等の見直し
に向けた取組方針』のことです︒
この﹁取組方針﹂は︑現業職の全廃や給与の大幅な
引き下げも視野に入れたものです︒
このコーナーでは︑﹁取組方針﹂の内容︑問題点︑
全国の状況などを連載していきます︒

ら引き 下げ 、民間委 託
化、非常勤化できる業務
は正規 の現 業職員はな
くして いく という こと
です。
二つの攻撃
どう考えるか
このよ うな 県の方向
には、次の二つの考え方
が背景にあります。
①今、現業職員が担って
いる仕 事は 公務員がや
らなくても、民間でも同
じようにできるはず。
②公務員の現業職員は、民間
に比べ給料が高すぎる。高い
給料に見合った仕事はしてい
第１回

引きつづき正規職員で
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掲載分には、薄謝を検討
中。組合本部まで。
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また、「取組方針」による
新しい情勢学習と組合の方
職場の状況は︑待ったなし
針の討議のため、
８月中に昼
た「取組方針」では、 年 休み又は時間外に職場単位
度末までに現業職員の業務 で農林水産部関係の現業職
を整理するとしており、
来年
度に向けての職場要求の取
組みで今後の農林水産部関
係の現業職員のあり方を明
確にさせる必要があります。

段戸山牧場の職場集会（７月 31 日）

﹁引き続き正規の職員で﹂
農林水産部に求めていく

「取組方針」では、「
場集会を開催します。
給与制度及び職員定数の
７月 日 段戸山牧場、 適正な管理による総人件
山間農業研究所（合同）、８ 費の削減に取り組みます」
月４日 農業総合試験場、
８ としています。
月５日 東三河農業研究所、 「給与制度の適正な管
理」では、「社会情勢の
森林 林･業技術センター、８
変化等を踏まえながら、
月 日 畜産総合センター 地域民間給与の適切な反
その他は調整中
映に向けた取り組みを進
め、職務・職責に応じた
給与制度の適正化に努め
ていく」としています。
また、「職員定数の適
正な管理」では、「委託化・非
常勤化を進めるとともに、『業
務のあり方』を総点検すること

その① 段戸山牧場
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現業評議会では、
農林水産
部関係の職場代表者会議を
２回開き話し合ってきまし
た。
今後
農林水産部に対して、
の現業業務のあり方や現業
職員の必要性を明確にさせ
ることが重要なため、
「現業
職員の担っている業務につ
いては、
引き続き正規の職員
で行うこと」
を統一要求して
いくこととしました。
所属長への分会要求にも
必ず統一要求を入れ、
所属長
交渉で支持、
賛同をとり部交
渉で前進をめざします。
15

投稿を
お待ちしています

農林水産部関係の職場で
は、この２、３年で現業職員
の退職が続き、
従来の退職不
補充のままでは業務そのも
のが立ち行かなくなる実態
です。
農林
組合はこれまでにも、
水産部関係の現業職員の今
後の方向を明らかにするよ
う求めてきましたが、
明確な
回答はありませんでした。
現
場では、
一般職も含め待った
なしの状態となっています。
さらに３月に県が発表し

１１字×４０行
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段戸山牧場は、豊田市（旧 により、更なる職員定数の適正 ない。
あなたは、どう思います
稲武町）に位置し、職員は現 化に努めていく」とし、民間委
か？「取組方針」に対する今
業職員６名、一般職６名、再 託化、非常勤化などを前提に「 後の活動は、この二つの考え
業務のあり方」を整理して職員
任用職員１名、
嘱託職員２名
方
、
世論とのたたかいです。
定数の削減を明記しています。
の合わせて 名です。（
〈注〉﹁取組方針﹂は︑県のＨＰ
給与は民間と比べ高すぎるか
に全文が載っています︒
年前の半数ぐらい）
育成グループと草地グル
草地グループは、約 ｈ
ープの２グループに別れ、
育
ａの採草地の牧草をロール
成グループは県下の酪農家
ベールサイレージにし、
年間
から特に将来性のある子牛
約６５０ｔ造り子牛のおな
かを充たしています。
全体的
に機械化は進んできていま
すがそれにも増して、
人員削
６００頭を年間６期に別け
減が進み、
機械に人間が使わ
て購入し、
放牧を取入れ集団
れているような錯覚に陥り
育成をし、
健康で丈夫な基礎
ます。
牛を県内酪農家に譲渡して
今年度退職者が３人いま
います。
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