第２回全国活動者会議（10.1～10.2）

政府の狙いを許さず、職場を守り、
国民の安心・安全の為にがんばろう！
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打って 出る運 動の意思 統一
を行い ました 。
そして 、この 運動を通 し
て「組 織の拡大 強化」 をは
かる事 が確認さ れまし た。

「人 勧 」 撤回
修正 に 向 けて
今 回の勧 告及び意 見の申
出 は、公務 員に大 幅な賃 下
げ を無理強 いする 内容です
が 、政府・ 民主党 は東日本
大震 災の復 興財源 捻出を名
目と して国 会に提出 した

緊急署名にご協力を！！

「一 〇％給与 引き下 げ法案 」
の取 り扱い を重視 した姿勢
が見 られま す。
ユニ オンと しては、 今回
の人 事院勧告 は数多 くの問
題が あり、年 齢によ る一律
引き 下げとい う制度 そのも
のを無 視した 勧告の是 正を
指摘し つつ、 これ以上 の公
務員賃 金の切 り下げを 阻止
するこ とを最大 の要求 とし
て取り 組みます 。
総務省 ・各地整 ・人事 院
地方事務 局に要 求書を 提出
し、人事 院勧告 勧の撤回 と
修正の申 し入れ 行動を提 起
し ます。
ま た、職 場では「 二〇一
一 年人事 院勧告及 び給与 の
臨 時特例法 案撤回 と国土 交
通 省管理職 員の処 遇改善」
を 求める「 緊急署 名」の取
り組 みを非 常に短 期間とは
なり ますが 実施しま す。

☆署名にご協力ありがとうございました☆

東京都千 代田区霞ヶ
関 2-1-2 中央合同庁
舎２号館

二本柱のののの運動をををを中心にににに
闘闘闘闘いを展開しよう！

大震災 、七月 の新潟・ 福島
災害に 続き、 九月には 台風
一二号 ・一五 号による 紀伊
半島の 奈良・和 歌山等 で連
続発生 した災害 、そし てそ
れらの 災害復旧 での全 国の
職員の頑 張りも あり、 今ま
で声を潜 めてい た「地方 分
権（ 地 域主 権 ）
」 に疑 問 を
持 つ勢力 が声を上 げ始め る
と ともに 、地方整 備局必 要
論 の声も 各方面か ら聞こ え
て きていま す。
本 会議では 、厳し い情勢
も ある中で 、今が 「地域主
権」 構想に 対する 反転攻勢
の好 機と捉 え、職場 内外に

目標２，１１０筆 →２，５３１筆（１２０％）
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一九九八年の管理職ユニオン発足以来、組合員の親睦を 図ることを目的として、秋
に実施してきた「全国管理職員交流集会」を、昨年度から「全 国活動者会議」として
支部活動者が集まり、重要な課題について議論・意思統一し、運動を 前進させる場に
位置付けを変えました。その「第二回全国活動者会議」が一〇月一日から二日 の二日
間に亘り愛知県豊橋市にて開催されました。
この会議には、全国から代表者三〇名と中央執行委員二〇名による合計五〇名の仲
間が参加し、延べ三六名からの発言があり、前向きで活発な議論が交わされました。

「 地域 主 権」
阻 止に 向 けて
地方整 備局の廃 止問題 で
は、地域 主権戦 略大綱 （二
〇一〇年 六月に 閣議決定 ）
に基づい て、地 域主権戦 略
会 議のア クション ・プラ ン
（ 二〇一 〇年一二 月に閣 議
決 定 ） に沿 っ て 、「広 域 的
な 実 施体 制 の 枠組 み 」
「人
員 移管の枠 組み」 が年内に
も 決定され ようと していま
す。
しか し、三 ・一一東 日本

◎全支部で目標を期限内に達成しました

国土交通省管理職ユニオンは、
１，政府・財界に迎合した政治勧告撤回
２，2005 給与保障 の「経 過措置」 廃止反対
３，定年延長に伴う制度見直しの修正，
４，国家公務員賃金８％カット法案廃止
５， 国土 交通 省管 理職 員の５ 級頭 打ち 解消
６，6 級・55 歳以上職員の 1.5%カット回復
７，退職金削減見直し反対
の、緊 急要 求を 掲げ 、
「 2011年 人事院 勧告
及び 給与 の臨 時特 例法 案撤回 と国 土交 通省
管理 職員 の処 遇改 善を 求める 要求 支持 署名
」 の署名活動を実施します。
こ の緊 急要 求署 名は 、秋 の通 常国会 に提
出する予定です。
対 象は 専門 職以 上の 職員 を対 象にし てい
ます が、 趣旨 に賛 同さ れる方 は皆 さん 協力
お願いします。

「 災害 時に おける 業務 執行 体制 に関 する 要求（ 支持 ）署名 」
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【３年連続のマイナス勧告】

『政府・財界に言いなりの政治的な勧告！
政治的な勧告 』
『増税の露払いとしての公務員総人件費削減？』

２０１１年人 事院 勧告 及 び給与 の臨 時特 例 法案 撤回 を求 める声 明
９ 月３０ 日、人 事院は 国会と 内閣に 対して 一般職 国家公 務員の給 与等に 関する 勧告及び 報告、 定年延長 に係る
意見 の申出を行 った。
そ の内容 は、①月 例給は 50歳 代を中 心に俸給 表を0.23％（ 899円） のマイ ナス改定 、②一時 金の引 き上げは
据え 置き、 ③経過 措置の 廃止、 ④定年 延長に 伴う賃 金水準 を60歳前の 70％ とする ことな ど、人 事院の労 働基本
権の 代償措置と しての立 場を投げ 捨て、政 府・財界 の総人件 費抑制政 策に加担し た政治的 な勧告で ある。
私 たち国 土交通 省に働 く管理 職員は 、３月 １１日 の東日 本大震災 でも、 自らや 家族が被 災しな がらも全 体の奉
仕者 として の使命 感から 不眠不 休で災 害復旧 に当た ってき た。輸送 経路を 確保す るため全 国から の応援も 得て、
短期 間で幹 線道路 ・道路 兼用堤 防・港 湾施設 の応急 復旧に 延べで２ 万人に も及ぶ 職員が派 遣され 、現在も 救援・
復旧 業務を 続けて いる。 さらに 、７月 の新潟 ・福島 災害や ９月に発 生した 台風１ ２号・１ ５号に よる近畿 ・中部
地方 を中心 とした 災害も 、短期 間で緊 急復旧 を完成 させて きた。そ して、 今後も 引き続き これら の被災地 の復興
の先 頭に立 つのも 、やは り我々 である 。こう した全 国各地 で「国民 の安全 ・安心 を守る」 という 使命を果 たすた
めに 、身を粉に して働い ている職 員の労苦 に報いる どころか 、３年連 続のマイナ ス勧告で ある。
国 土交通 省に働 く管理 職員の 多くは 、旧建 設省時 代の差 別政策の 結果、 全省庁 の中でも 級別定 数改善が 進んで
おら ず、５ 級管理 職員の ４０％ 近くが 、５ー ８５で 頭打ち となり、 さらに 昨年の 勧告で６ 級以上 で５５歳 を超え
た職 員の賃 金を１ ．５％ 削減し た結果 、定年 前にや っと６ 級に昇格 しても 賃金が 下がると いうと んでもな いこと
が起 っている。
そ んな 中、 雇用形 態の 違いや 勤続 年数 などを 無視 し、官 民の 50歳代の 賃金 較差を こと さら強 調し 、狙 い撃ち
する 賃下 げの 集中は 断じ て許す わけ にはい かな い。 加えて 、「経過 措置 の廃 止」は ２０ ０５年 勧告を 人事 院自ら
が反 古すること であり、 その廃止 は到底許 されない 。
一 方、継 続審議 となっ ている 「給与 の臨時 特例法 案」に ついては 、労働 基本権 制約のも とでは 人事院勧 告にも
とづ かない 労働条 件の切 り下げ は、明 確に憲 法違反 であり 、憲法を 踏みに じるよ うなこと を「異 例の措置 」など
とし て検討 するこ と自体 が不当 なこと である 。人事 院勧告 が出され た以上 、人事 院が労働 基本権 制約の代 償機関
とし て当 然の 役割を 発揮 し、「臨 時特 例法案 」を 直ちに 撤回 するよ う政 府と 国会に 毅然 と対応 するよ う求 める。
定 年延 長問 題では 、職 務・職 責が 変わ らない にも かかわ らず 、60歳を 境に 賃金を 引き 下げる こと は、 職務給
原則 や能力 実績主 義に反 すると ともに 、年齢 差別に 他なら ない。そ もそも この課 題につい ては、 合理的・ 科学的
なデ ータも示さ ず、納得 できる説 明も行わな いまま「意見の申出 」を強行 したことは 極めて不 当である 。さらに 、
制度 の重要 な要素 である 「退職 金」「年金 」
「 定数」 などに ついては 、方向 性すら 示されず 「何の 担保」も ない中
での 申出であり 、極めて 無責任な 内容であ る。
い ま、国 民の生 活と権 利、安 全・安 心を守 るため に公務 ・公共サ ービス の充実 こそ求め られて いる。し かし政
府は 、大企 業には 減税す る一方 、復興 財源と して国 民負担 を押し付 ける増 税を画 策し、そ の露払 いに公務 員総人
件費 の削減を狙 っている 。
私 たちは 、こう した政 府の狙 いを許 さず、 国民の 安全・ 安心を守 る立場 を第一 に堅持し 、すべ ての職員 が働き
がい 、誇り、意 欲を持っ て働ける 職場環境 を作るた めに引き 続き奮闘 する。
２０ １１年１ ０月
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