新年明けましておめでとうございます。
年末からお正月にかけては比較的に穏やかな日々で、
ゆっくりした新年を迎えられたことではないでしょうか。
さて昨年を思い返せば、３月の東日本大震災と福島原発の事故では未曾有の犠
牲者と被害が発生し、その後７月の新潟・福島豪雨と９月の台風１２号・１５号
でも日本各地に甚大な被害が発生しましたが、私たち地方整備局の組織が救援や
復旧で大きな力と役割を発揮した１年でした。
そういった中でも、国の出先機関の原則廃止・地方への移譲の動きは着実に進
められつつあり、２０１４年度中の移管開始を目指して今年の通常国会に法案が
提出予定されているなど、いよいよ正念場を迎えようとしています。
一方では、民主党政権となって３人目の総理の野田首相は、年頭の記者会見で
「消費税増税に関する与野党協議を呼びかける」考えを示すなど、内閣発足時に
掲げた消費税の増税推進姿勢を改めて鮮明にし、
「震災の復旧・復興」を口実に、
国民にさらなる負担を押し付けようとしています。その露払いの役割として公務
員給与の削減を行おうとしていることは明白であるにも関わらず、１月末頃召集
予定の通常国会の冒頭での処理を画策するなど予断を許さない状況となっていま
す。
国交管ユニオンは１９９８年に結成してから今年で１４年目を迎えます。結成
時は２６２名だった組合員は６００名近い組織となり、無権利状態で当局に意見
さえ言うことができなかった管理職員の権利と利益をまもり発展させる役割を十
二分に果たしてきました。
出先機関の廃止と権限の移譲に向けての流れは確実に動いていますが、私たち
は国土の保全や国民の安全と安心をまもるのは国の責務だと考え、一昨年来から
地方議会への請願行動などを行い、市町村の基礎自治体から多くの賛同の声を頂
くなど“応援団の輪”が着実に広がってきています。
今年は解散・総選挙が行われる可能性のある年でもあり、さらに幅広くより多
くの地方議会へ私たちの声を届けることが出来れば、“応援団の輪”をもっと広げ
ることは可能な状況と言えます。
これらのユニオン運動に対し、皆さま方のさらなるご理解とご協力を頂くこと
により、管理職員の悩みや要求を解決できる力も倍増することとなり、その力を
糧に何としても拙速な地方移管論議に歯止めをかけ、組織と処遇も前進させる１
年とすることを決意し、２０１２年の年頭にあたってのごあいさつとさせていた
だきます。
国土交通省管理職ユニオン
中央執行委員長 岡村昌美

みんなで力を合わせ、明るい未来を切り開こう

組合員のみなさま
管理職員のみなさま
職場に働くすべての仲間のみなさま
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龍のごとく風雲を巻き起こし、
今年こそ上昇気流に
【年男の抱負・決意】

年 男 のののの 年 頭 のののの 抱 負
辰年生 まれな のでＨ ２４
（２０ １２ ）年 は年男 です 。
年男で めでた い気が しな
くも ないで すが、 むし ろ、
いよい よ定年 との感 慨がほ
ぼ１ ００％ である し、 定年
後 の身 の処し 方に思 い惑う
年越 しです 。
な どと 言いつ つ、還 暦だ
から 赤いも のを着 なけれ ば
と 、ユ ニクロ で赤い シャツ
を買 っても らった りする と
こ ろが、 多少 のおめ でたい
気分 です。 この歳 まで生 き
て これて 、ま あ良か ったの
かな 、と。
と いう ことで 、この 大き
な節 目をソ フトラ ンディ ン
グ で迎え られる よう に準備
の一 年にな るはず です。
再 任用さ れる のが一 番楽
そう ではあ るので すが、 楽
を キーワ ードに 身を 処すこ
とが 果たし て良い ことな の
か と、そ こが惑 いど ころと
いう わけで す。
と もあれ 、現時 点で の健
康状 態をな るべく 長く保 ち
た いとい う希望 と、思 い返
してみ れば いくつ かある 趣
味 をほど ほどに楽 しみつ
つ、仕 事で は、も う一度 必
ず 経験す ると思 われる 会計
検査で の無 事を祈 り、そ し
て ソフト ランデ ィング 、
と、
これを 私の年 頭の 抱負と い
た します 。
四国 土佐 国道
大野 八郎

管 理 職 ユ ニ オ ン の 組組組組
合員になって
昭和 ２７年 ４月 の辰年 生
まれで 、国土 交通省 最後の
ご奉 公の年 になっ てし まい
ました 。
まさ か、５ ９才 になっ て
管 理職 昇任（出 張所長 ）し 、
管理 職ユニ オンに 加入 する
羽 目に なると は思っ てもい
ませ んでし た。
年 男の 抱負を 書けと のこ
とで すが、 厳しい 世情の 中
では、
管理 職の みでは なく 、
職員 全体が モチベ ーショ ン
が 上がら ない ことこ の上な
い中 で、昨 年の「 なでし こ
ジ ャ パ ン 」（ ホ ン ト に 感 動
しま した。 でもワ ンバッ ク
選 手は凄 かった です ね）に
あや かり、 雌伏の 時を乗 り
越 え要求 が前進 出来 るよう
に、 猫の手 ならぬ 、辰の 爪
で 行動す る皆さ んに ぶら下
がり ながら 、微力 ではあ り
ま すが頑 張って いき たいと
思っ ていま す。
東 北 青 森河川 国道
一戸 寿文

年男新年のののの抱負
５ 回目の 干支を 迎える こ
ととな り退 職を意 識しな い
訳 にはい かない 年とな りま
した。
こ れまで 、洪水 ・地震 に
よる堤 防決壊 ・ダ ム施設 災
害 などに 直面し て来ま した

が、 昨年３ 月１ １日発 生の
東日本 大震災 による 北上川
河口 部の津 波災 害は、 悪夢
を見て いるよ うな想 像を絶
する 出来事 でし た。
災害時 におけ る緊急 対応
は、 全国か らの支 援の お陰
で何と か被災 地域の 皆さん
のた め対応 するこ とが でき
ま し た 。「 国 土 交 通 省 だ か
らこ そでき る対応 」と あら
た めて 確信し ました 。
退職 まで微 力であ りま す
が 、ユ ニオン 及び職 場の管
理職 の皆さ んと共 に「整 備
局 の移管 阻止 」のた め頑張
って いきた いと思 います 。
東 北 新庄河 川事務 所
阿部 晴夫
新年、、、、明明明明け ましておめで
とうございます
今年 、５回 目の辰 年を迎
え もうす ぐ６０ 歳に なると
ころ です。
ま た、定 年退職 を迎 える年
齢に 達しま した。
昨年 は災害が多く発生
し、 多くの 職員が 被災地 に
派 遣され 、国交 省の技 術力
（精神 力） を十二 分に発 揮
し ました 。と同 時に職 員の
思いは 「国 の出先 機関廃 止
反 対署名 」に集 約され まし
た。
（短期間 でよう集ま っ
た なあ）
最近 、ある 首長が 「大規
模 災害に 対して は、強 力な
組織が 必要。 国交 省は災 害
のプ ロだと 改めて 痛感し

た」 と、我 々の 行政（ 安全
・安心 ）は必 要であ る事が
立証 されて いま す。
皆さん 、出先 機関確 保・
増員 要求で ガン バロー ！
ところ で、地 方分権 に関
して は地域 主権戦 略大 綱が
平成２ ２年６ 月に閣 議決定
され ており 、国の 出先 機関
廃 止と いうこ とで、 国の役
割を 小さく して、 地方 自治
体 の活 動分野 、権限 、ある
いは 裁量範 囲を広 げよう と
い う動 きが進 んでお り、今
年も 我々国 家公務 員にと っ
て は厳し い年 になり そうで
すが 、秘め た情熱 と志を も
っ て管理 職ユ ニオン の発展
に頑 張って 行きた いと思 い
ま す。
近畿 和歌 山分会
西川 正也

新年のののの抱負

１９８ ３年（ 昭和５８
年）
、 新採で豊岡 に赴任し
てか ら 、
早３ ０年近 く経ち 、
再 び、豊 岡の地 で４回 目の
年男 を迎え るのも 何かの 縁
で しょう か？
（私は 、た またま だと思 い
ま すが！ ）
私が 、入所 した年 は前年
度 １９８ ２年の 人勧が 完全
凍結さ れ、 続いて １９８ ３
年 の人勧 も値切 りされ 、国
公の労 働組合 も２ ９分の 時
間 内スト を決行 すると いっ
た、今 思えば 、現 在の厳 し
い 社会情 勢に向 かう始 まり

の時 期だっ たと 思いま す。
その後 、１９ ８９年 、新
たな ナショ ナル センタ ーの
設立で 日本の 労働界 も大き
な返 還を迎 え、 １９９ ０年
代バブ ルの崩 壊後日 本経済
の低 迷が始 まりま した 。
この間 の情勢 の変化 の中
で、 私たち 労働者 から 見る
と 、や はり雇 用形態 が正規
雇用 から非 正規雇 用へ 転換
さ せら れたこ とが大 きな問
題だ ったと 感じま す。大 企
業 はそ ろって 企業の 利益確
保の 手段と して、 業績が 悪
く なれば リス トラを するこ
とが 当然の ように 行われ 、
そ の結果 、失 業者が 増え、
ます ます不 景気と なりま し
た。
その ため、 現時点 でも今
後 に景気 回復の 兆し が一向
に見 えず、 ますま す将来 の
生 活に対 し不安 が増 大する
ばか りです 。
こ んな、 暗い 情勢ば かり
書く と、何 も抱負 が出来 て
き ません が、そ うい う時だ
から こそ、 今の自 分に何 が
出 来るの かを見 つめる 時だ
とも 感じま す。
と りあえ ずの抱 負と して
は、身 近で 一緒に 働いて い
る 仲間と 、事あ る毎に 酒で
も酌み 交わ しなが ら、情 勢
を 語り合 いたいと 思いま
す。
今 後とも よろし くお願 い
します 。
近 畿 豊 岡分会
木村 佳則

