＝第１５回定期全国大会＝

「厳しい局面を打破し、新たな前進を確認」
岡村委員長・山本事務局長を再選

国土 交 通省 管理 職ユ ニオ ンは 、五 月二 六 ・二七日 の両
日、 愛知 県豊 橋市 「ホ テル シー パ レス リゾ ート」 におい
て、第一五回定期全国大会を開催しました。
大会 には 、代 議員 ・ 役員 ・来 賓・ 傍聴 者な ど七九 名が
参 加し 、こ の 一年 間の 運動 の総 括と 今後 一年 間の運 動方
針な ど を満 場一 致で 採択 し、 岡村 委員 長 をはじ めとす る
新役員を選出しました。

出先機関廃止反対、職場・直轄守れの大運動

労と 協力 し、九 州全 地方 議
会の四 〇％ を超 える議 会で
請 願 採 択 を 実 現 し 、「 九 州
広域 連合 」のお 膝元 で整備
局廃止 反対の 運動 が広 がっ
てい るこ とが 報告さ れま し
た。
各 地で 首長や 議会 との 懇
談の 中で 、職員 が災 害対 応
・復旧 の最前 線で 活躍 する
姿が 、各 自治 体の 首長な ど
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地域から反撃の大きなうねり
大会 では、 東日 本大震 災
や豪 雨・ 豪雪 など の自然 災
害に 対する 現場 体制の 不備
是 正や 給与削 減法 案撤回 を
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から 評価 を受 け、 私たち の
活動 や主 張が支 持を広 げて
い るこ とも多 くの 支部 から
報告 があ りまし た。

６級昇格など処遇改善、
過重労働解消を

仕 事や 職場 の問 題では 、
近年入札制度の相次ぐ変
更、過 度の 説明 資料や 、中
に は幹 部の「 個人 的趣味 」
とも 思わ れる資 料、 仕事の
やり方 などで 本来 業務 はそ
っち のけ で長 時間・ 過重 労
働に追 われ てい る実態 が出
され、
「もっ と 国 民 目 線 で 、
住民 に役 立つ仕 事と 定時 に
帰れる ような 職場 環境 を」
などの切実な実態が出さ

れ、 今後 、災 害時 の体制 整
備、 処遇 改善の 要求と あわ
せ 、こ の面で の運 動強 化を
確認 しま した。

組織を拡大し、
攻撃に歯止めを

組 織で は残 念な がら、 昨
年大 会時 を回復 でき ませ ん
でした が、 職場 での存 在感
を いっ そう広 げ、 早期に 六
〇〇 名組 織を達 成す ると共
に 、七〇〇 名組 織を展 望し 、
また 、賃 金・ 退職金 削減 な
ど攻撃 が大 規模 化して いる
こ とか ら 、要 求実 現のた め 、
国公 労連 との連 携、 オブ 加
盟の検 討など も進 めて いく
こと を確 認し まし た。
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求めた「要求支 持署 名 」を 、
短期 間の 取り 組み で全支 部
が目 標を達 成し 、団体 交渉
で 官房 長が「 業務 執行体 制
改善 の要 求は皆 さん の話 を
良く聞 きた い」と 回答 する
など 、職 場の声 を大 事に し 、
要求 、運 動して いくこ との
重 要性 が改め て確 認さ れま
した 。
また 、「出先機 関廃 止 」「ブ
ロッ ク単 位で の地 方移譲 」
反対 の運 動では 、東日 本大
震 災や その後 の台 風１ ２号
災害 など で、地 方整 備局 が
国の機 関と して の役割 を果
た す中、 地方 議会 請願・ 首
長懇 談会 を精力 的に取 り組
み 、九 州支部 では 、旧 全建
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移譲法案の閣議決定出来ず！！

拙速･協議無し･災害対応不安､市町村猛反発

しかも法案はまともな行政体の形ち無し

政府は６月８日の「アクションプラン推進委員会」で、出先
機関の移譲法案（国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関す
る法律案）を確認、１５日の閣議決定を予定していました。し
かし、この日の閣議決定が出来ず、先送りとなり、今国会での
法 案成 立は ほぼ 頓挫 、「 ２４ 年度 法案 成立、２ ６年度移 行」の
方針も不透明な状況となってきています。
６ 月１ ６日 付日 経新 聞は 「出 先機 関、 地方移管に 暗雲 」「 市
町村の反発強く」と見出しを掲げ、暗礁に乗り上げた理由は「民
主党 の反対 と自 治体 の足 並み の乱 れ」 として いますが 、「市町
村 が反 発し たこ とが党 内の 反対 論が 勢い づいた 」と、地 域･草
の根からの反対の運動、意見が閣議決定を先送りに追い込み、
「 分権 論議 、一 から 出直 しを （日 経新 聞 ）」 の状況を 作ったこ
とを示唆しています。
６月議会でも引き続き地方自治体の請願採択が行われ、整備
局移管反対の支持は一層広がっていますが、これをバネに政府
に法案提出断念、国民本位の整備局充実の運動を一層発展させ
ることが求められます。

五 〇 〇 を 超 え る 自 治 体 で意 見 書 採 択
超え てい ます 。
私た ちの運 動も 反映 し、
３ 月に は「地 方を 守る会 」
が発 足し 、今で は四 八九 の
自治体 に広 がって いま す。
こ うし た自治 体の 動き を
受け 、全 国市長 会は６ 月６
日 に国 の出先 機関 に関 する
決 議 （ 下 記 ）」 を 採 択 、 さ
らに６ 月１ ８日 にも「 国の
出先機関改革の関する意
見」 を発 表し、 移譲の 全体
像 や財 源措置 が不 明確 なこ
とを 指摘 し、改 めて 拙速 な
結果の 押し つけ をやめ 、基
礎 自治体 との 十分 な協議 、
十分 な検 討を要 請して いま
す。

全国市長会は改めて決議・意見表明
一 面紹 介のよ うに 、全 国
大会 では整 備局 の地方 移譲
に 反対 する意 見書 採択の 運
動が 各支 部から 報告 され ま
した。
四 国高 知県で は三 四自 治
体中三三自治体で採択さ
れ 、 地 域 自 治 会 四( 万 十 市 )
から 事務 所存続 の署 名運 動
が行わ れる など の動き が生
まれ てい ます 。
また 、近 畿福井 県で も自
治体自ら意見書をあげる
（大 野市 ）動 きも 報告さ れ 、
九州や 関西 広域 連合の 足元
か ら反対 の動 きが 広がり 、
大会 時点 で集約 された 自治
体 から の意見 書は 五〇 〇を

国 民の 生命･財 産を守 り 、
国土 建設 の将来 をまと もに
考 えた ものと はと ても 思え
ませ ん。 法案を 撤回 し、 ま
さに一から出直すべきで
す。

６月末から８月中旬にかけて第８回管理職員等アン
ケートを実施します。 今回は仕事の問題、整備局移
譲、再任用などが中心です、
是非ご協力をお願いします。

対象機関は地方整備局、経済産業局、地方環境事務所

明記さ れて いま せん。
現 在広 域連合 が組 織さ れ
てい るの は関西 、九州 で、
中 国、 四国が 手を 上げ てい
ます が、 関西は 奈良 が入 っ
ておら ず、 中国 、四国 は整
備 局の 移譲を 希望 してい ま
せん 。
この法 案に よれ ば、整 備
局は 直轄 と広 域連合 に分 け
られ、 広域 連合 の中に は受
け 取ら ないと ころ があり 、
さら に認 定を受 けた 広域 連
合が効 力を失 った 場合 はま
た国 に戻 る、 その たびに 職
員も行ったり来たりとな
る 。こ んな組 織に まとも な
仕事 が出 来るで しょ うか 、
また、 職員 も安心 して 職務
に専 念で きる でし ょうか ！

＝今回も絶大なご協力をお願いします。＝

職員は自動的に広域連合に
明ら かにな った 移譲 法案
は 、移譲 の対 象を 地方整 備
局、 経済 産業局 、地方 環境
事 務所 とし、 移譲 でき る主
体は 「２ 以上の 都道 府県 が
加入す る広 域連 合で、 移譲
対 象機 関の管 轄区 域を包 括
する もの （例外 があ る場合
は政令 で定め る） 並び に北
海道 及び 沖縄 県」と して い
ます。
移 譲を 受けよ うと する 広
域連 合等 は該当 する 市町 村
の意見 を聞い た上 、議 会の
議 決 を 受 け 、「 事 務 等 移 譲
計画」 を策 定、 総理大 臣は
こ れを 認定、 対象 機関の 事
務、 人員 等が移 譲さ れる こ
とにな りま す。
認 定を 受けた 広域 連合 が
解散 または 管轄 区域
を 包括 しなく なっ た
とき は認 定の効 力を
失うと して います 。
職 員の 引き継 ぎで
は認 定を 受けた とき
「 別に 辞令を 発せ ら
れな い限 り、事 務等
が移譲 され た日 に於
いて 、当 該広 域連 合
等の 相当 の職員 にな
る 」と し、処 遇は 、
「給 与、 休暇、 服務
につい ては 、移 管先
の 条例等 によ る」 と
して 、退 職手当 の取
り 扱い の他は 法案 上

第８回管理職員等
アンケートを取り組みます。

