人事院は

現給保障措置を継続せよ
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以 上で５ ５歳を 超えた 職員
の賃 金を １．５ ％削減 しま
した 。この ため、 やっ と６
級昇 格せい ても賃 金が下 が
るとい うと んでも ないこ と
が起っ ていま す。
今回の 現給保 障の打 ち切
りはこ れに上 乗せす るもの
で 、生活 を維 持する ために
も 大きな 打撃に なりま す。
同 時に、 どんな に苦労 し
ても 、一 生懸命 働いて も、

「賃金 が下が る」 などと い
うこと は、や る気、 勤労意
欲 を奪 うもの で、絶 対に認
め られる もので はあ りませ
ん。
公務 員の賃 金体系は 職
務、 職責に 応じた 賃金 を建
前とし ています が 、
「地域

に よる差 別（地 域給 ）」
「勤
務官 署（ 本省、 出先な ど）
による 差別」に 加え 、
「年
齢に よる差 別」を 持ち込 ん
だため 、全 く賃金 体系や 考
え方に 整合も 理屈 も取れ な
いもの になって きてい ま
す。
こ れは 、人事 院が「 労働
基 本権代 償機関 」であ りな
が ら、自 身の保 身のた め政
府の 「賃 金抑制 政策」 に迎

勤労意欲をををを下下下下げげげげ、、、、
公務能率向上にににに逆行

義を強 化する とし て年齢 に
よる昇 給延伸 、停止 を廃止
し ま し た が 、「 枠 外 昇 給 」
を 無くし たため 、５ の８５
で 頭打ち となり 、どん なに
勤 務成績 が優秀 でも昇 給は
完全 ストッ プとな りまし
た。
さら に昨年 お勧告 で６級

高齢期のののの連続する労働条件切りりりり下下下下げげげげ

現給保障打ちちちち切切切切りを通告

許せない

人事院 は９月 に予定 され
て いる 勧告で 、前号 でお知
ら せした 定年延 長な ど高齢
期 雇用の 問題と あわせ 、現
給 保障の 打ち切 りも行 うこ
とを 通告 してい ます。
この 「現給 保障 」とは ２
００ ５年の「給与構 造改革 」
で、
俸給 表の ５％引 き下げ 、
地域手 当の導 入、 年功序 列
的な賃 金を抑 えると して給
与カー ブのフ ラット 化など
が おこな われ 、大幅 な賃金
切 り下げ が強行 され、 その
代 償措置 として 設けら れた
もの です 。まだ この時 の賃
金水 準に達し ない人 が多
く、 特にカ ット幅 が多き か
った管 理職 員層が 減給補 償
額に達 しない でい ます。

あわせて５６
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５６歳以上の
歳以上の給与削減の
給与削減の撤回を
撤回を

合し 、あれ これ の削減 に腐
心し ている ためで あり、 こ
れら を質す ことは 、人事 院
本来の 役割を 果た すこと の
もなり ます。

９月 の行わ れる 勧告に 向
け、 職場や 地域か ら人事 院
への 要請、 運動を 強めて い
くこと が決定 的に 重要に な
ってい ます。

安藤副委員長の談話
人 事院の 今回の 「経過 措置 廃止」 通告に 腹の底か ら強い 怒
りを感じる。そもそもこの経過措置は 、
「新たな俸給表の俸給
月額 が平成 １８ 年３月 ３１日 に受け てい た俸給 月額に 達しな
い場 合に対 しては 、経 過措置 として 、その 達す るまで の間は
新たな 俸給 月額に 加え、 新旧 俸給月 額の差 額を 支給す る」と
して実施されているものであり、その措置の理由も「（民間の
場合で も）多 くの 場合急 激な不 利益変 更を せずに 何らか の経
過 措置 を講じ つつ漸 進的 に見直 しが行 われて いる ことも 考慮
す る必要 があ る」と して勧 告さ れてい る。す なわち 、民 間の
実 態に基 づき「 その 達する までの 間、 差額を 支給す る」と い
う ことで ある。 構造改 革完 了と経 過措置 の完 了はリ ンクす る
もの でな く、２ ００５ 年勧告 に言 ってい るよう に「 急激な 不
利益 を緩和 する ための 措置」 であ り、不 利益が 解消す るま で
の間 「差額 を支給 する 」こと になっ てい るもの である 。今回
の「経過措置」廃止の通告は、断じて受け入れられない。

出先３機関（地方整備局・経済産業局
・地方環境事務所）の移管が焦点
前 号でも お知 らせし まし
た が、政 府の地 域主権 戦略
会議 の中 の人材 調整準 備会
では 、左記 のス ケジュ ール
に沿 って国 の出先 機関 の事
務や 権限を 地方へ の移譲 に
向けて 、国 から地 方自治 体
へ人員 を移管 する 為の仕 組
み等に ついて 具体的 な検討
を 始め た。
人 材調整 準備 会合は 、関
係 府省の 政務官 や自治 体首
長 ら一六 名で構 成され てお
り 、移管 対象と なる 要員の
規 模の決 め方や 国家公 務員
から 地方 公務員 へ身分 を切
り替 える方 法、 移管後 の人
事管 理の形 態、給 与を 含む
処遇 全般に ついて が焦点 と
なる。
出先機 関の業 務に ついて
は、二 〇一四 年から ブロッ
ク 単位の 地方組 織に移す
「 アクシ ョンプ ラン 」を閣
議 決定し ており 、受け 皿に
名 乗りを 上げた 関西広 域連
合 と九州 地方知 事会 は、地
方 整備局 （国土 交通省 ）と
経済 産業 局（経 済産業 省）
と地 方環境 事務 所（環境 省 ）
の三 機関が 対象で ある 。
しかし三省 庁幹部から
は、東 日本 大震災 での三 機
関の果 たした 重要 な役割 に
ついて の発言 もあり 、今後
の 私た ちの運 動が重 要とな
っ ている 。

人材 移 管も年末 までにしくみ等 の決 定

【地域主権戦略会議】が本格化

業務執行体制確立の支持署名運動、各支部奮闘中！
【近畿支部】

→ 「パワーポイント作成し職場説明会」

８月から「災害時における業務執行体制等に関する要求」の支持署名を中心とした運動が始まっています。
近畿支部では分会集会や全建労との合同の学習会などで意思統一を進め、これまで兵庫、明石公園、六甲、奈
良、木津上、福井など１６分会で集会を完了し、支持署名への協力を訴えています。
現在のところ、目標４００筆に対して２１１筆と５０％を超えています。

【東北支部】
東北支部は８月９日に人事院交渉を実施、災害出動時の超勤手当支給などを強く訴え、その足で本局にビラ配
布を行い、各職場に署名、宣伝ビラなどを発送し、本格的な取り組みを開始しています。

【関東支部】
関東支部では８月９日現在、本局から約２０筆の署名を集約、また京浜河川分会でもほとんどの管理職員から
署名を集約するなどして、全体で１６０筆を超えました。今後関東全体に広げていくことが課題です。

【中国支部】
中国支部は署名用紙、説明資料、ユニオンニュースなどを封筒に入れ、手渡しを基本に支持署名を訴え、９日
現在で既に目標の５３％、５８筆を集約しています。
運動としては、全体的にはようやくスタートしたばかりですが、頑張りましょう。

