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張所の窓口業務に支 障をき
たし、出張所 業務が遅延し
たりしています。
慢性的な職 員不足は、現
場に出ない技術職員、組織
的でなく個人で業務を担
当、相談したり業務を見た
りする先輩が いない等の状
況を作り出し、職場に多数

配置（ 事務所によっては、
職員以上）されてい る支援
業務に より、技術力の継承
不 足 ･技 術 力 の 低 下 を 招 い
ていま す。発注側の技術力
の低下は、受注側の 技術力
の低下 を容認することにな
り、設計業務の成果 が近年
著しく 塾度が劣悪となり、
頻繁な設計
変更をもた
らし、質問
を受けても
応えられな
い設計担当
や係長、現
場技術員と
一緒でない
と現場に行
けな い監督
職員を生み
出して います。
発注者支援業務は 、政府
・当局 のアウトソーシング
の推進の下、事業費 に粉飾
されて年々拡大していま
す 。 こ の 問 題 は 、「 職 員 の
経費との比 較で事業費（国
費 ） の 無 駄 遣 い 」「 技 術 力
の低下」に止 まらず、公共
事業の品質確保にも関わる
重大な問題を 生み出す可能
性があります。

事務所 出張所 専門員
係長
係長
等
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国家公務員の定員削減
は、昭和４３ 年の第一次定
員削減から始まり、現在も
続けられてい ます。その結
果、地方整備局（旧地建）
の予算定員は 、昭和４２年
度との比較で半数近くの１
３５２０名も の定員が削減
されています。
その結果、歪な 職員の年
齢構成 を生みだし、全国に
４００以上の係長な どの空
きポス トを生み出していま
す。職場では、空き ポスト
の業務 を他の職員がカバー
せざるを得ず、慢性 的な超
勤、メ ンタルによる病休者
の増加につながっていま
す。
ま た 、「 部 下 無 し 係 長 」
も増えていま す。係員の状
態でありながら仕事の責任
だけは「係長 」という状況
になっており、転勤が多い
・超過勤務が 多い・給与の
不安・先行き不安・上司と
のコミュニケ ーションの問
題など から、係長・係員の
退職が後を絶たない 原因に
もなっ ています。
事務所の空きポストを埋
めるた め、出張所係長に併
任が掛けられ、結果 的には
出張所 が手薄となり、事故
や災害時には出張所 が初動
体制で 動きますが、十分な
対応が出来なかった り、出

地整の職員は13,520名も削減

これ以上職員は減らせない

適切な施工監督や完成検
査を遂行するために 、組織
的な技 術力の継承がされ、
自らが技術力を磨くため
に，職 員の増員を訴えてい
きましょう。

声を大にして訴えましょう

国民 に安心して使って頂
く安全で高品質な社 会資本
を提供 するために、もうこ
れ以上職員は減らせ ないと
いう声 を大きくしていきま
しょう。

第２２回全国建設研究・交流集会開催
平和 をまもり 復興を実 現する 未来ある 地域の発 展を

全体会では、いわき 市長
から歓迎の挨 拶、記念講演
では福島大学の今野名誉教
授による「東 日本大震災か
らの復旧・復興の現状と課
題」について の報告を受け
ました。また、特別報告と
して日建連の 福田常務執行
役から「建設業の長期ビジ
ョン」の概略に ついての報
告もあ りました。

【 参加者の声 】

（駅舎が流された富 岡駅 ）

に参加。浪江町から 国道６
号を南下し、 途中、富岡駅
前の様子を見てきました。
震災後、磐城 国道にいたこ
ともありますが、６号沿線
以外に足を踏 み入れるの初
めて。富岡駅は津波の被害
により、駅舎 は流され、駅
前の商店も被害を受けたま
まで残っている 状況 。最近 、
ようや く富岡町も本格的な
除染がはじまり、今 後は、
少しず つ片付けられていく
でしょう。いわき市 にある
道の駅 「よつくら港」にも
よりました。そこで 、全国
から集 まった人たちが地元
のものを買っている 姿を見
るのは東北 の人間としてと
てもうれしく感じました。

全国から３５６名が参加
第２２回全国建設研 究・
交流集会は、 １１月２９～
３０日の２日間、福島県い
わき市におい て開催され、
全国から３５６名の仲間が
参加しました 。
集会は「平和をまもり復
興を実現する 未来ある地域
の発展を」～働き生活でき
る建設産業のル ールを作ろ
う～を テーマに、一日目を
常磐市民会館で全体 会を開
き、二 日目にはスパリゾー
トハワイアンズで分 科会な
どが行 われ、バスによる現
地視察も行われまし た。
東北支部 土 田執行委員
１日目は常磐市民
会館での講演等。印
象に残ったのは福島
県労働組合総連合・
労働相談センター副
所長 小川英雄氏の
「除染労働者の実
態 」。 賃 金 不 払 い が
あるとは聞いていま
したが、こんなにひ
どいとは。１日休む
と５万円 の罰金を取
られる、やめると損
害賠償を請求すると
言われ社長の入れ墨
を見せられたり、け
がをしても労災をも
み消されたりという
状況があるようで
す。
２日目は現地視察

この ような機会に全国の
方が福島県を訪れ、 実際に
見るこ とにより、福島の現
状を正しく理解すること
で、風 評被害払拭につなが
ればと思います。
加藤中央執行委員
本集 会は、建設産業に働
く「民と官」の労働 者が一
堂に会して「 戦争態勢に入
れば、真っ先に建設労働者
が動員される 」という情勢
のもと、３年続けての福島
県での開催で した。労働組
合の集会にゼネコン団体で
ある日建連か らの特別報告
もあり、ビックリポンでし
たが、建設産業 界の健全な
発展を 願う役員もいること
に勇気づけられまし た。
私は 二日目に「復興の現
状と課題 」という分科会に 。
被災三 県と言われる岩手・
宮城・福島から復興 の現状
が報告 されましたが、県と
自治体が被災者に寄 り添う
岩手県、冷 たい県政の宮城
県、原発被災が重なり別次
元の福島県と 各々違う課題
が浮き彫りになり、同じ日
本なのに被災 者補償すら違
う現状に「国の無責任」を
痛感。１００ キロ以上も離
れて放射線も低いのに福島
県だからとい う風評被害を
訴える 参加者。安全だから
と暮らしてきたのに 、今頃
になっ て除染が始まること
に怒る参加者。仮設 住宅か
ら集会 に参加した寡黙な参
加者。震災復興募金 箱と同
じよう に忘れ去られようと
している大震災。自 分で何
が出来 るか？考えさせられ
ました。

２０１５年度人事院勧告の

完全実施を閣議決定

今後は、交渉回答実施を迫ります

政府 は１２月４日、８月
６日に人事院が行っ た給与
に 関 す る 勧 告 月( 例 給 １ ，
４６９円・０．３６ ％、一
時 金 ０ ． １ ヵ 月 の 改 善 及)
び職員の勤務時間の 改定に
関する 勧告（新たな「フレ
ックスタイム制」の 導入）
につい て、勧告どおりに実
施することを閣議決 定しま
した。
今年度の勧告についてユ
ニオンは、賃 金の改善が生
活改善に遠く及ばないこ
と、実態を踏 まえた上での
定年延長，フル再任用にな
っていないこ とや勤務時間
の変更を労働組合との交渉
なく一方的に勧 告したこと
につい て問題であると人事
院に申し入れを行っ てきま
した。 同時に内閣人事局交
渉の場でも同様の追 及を行
ってき ました。こうした経
過の中で今回の閣議 決定が
行われ ましたが、内閣人事
局交渉で，フル再任 用問題
について「 実態を伺ったの
で人事課（国交省）に状況
を伺って一緒 に課題を検証
し て い き た い 」， さ ら に は
フレックスタ イムの全職員
への強制反対について「強
制 し な い こ と が 重 要 」「 法
律とは別の形、文書などで
徹底する」と の回答を得て
います ので、今後の内閣人
事局との交渉でその 実施に
ついて 追求していくことと
します。

