全国各支部で局長交渉実施

増員要求を放棄したような地整当局
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な整理 が行われたと思って
いる。事務所毎に判 断基準
が違う ので、扱いが異なる
ことはありうると思 う。事
務所長の判 断である。人規
にのつとった適切な運用に
ついて指導し ていく。

①増員に最大限努力してい
く 。（ 電 子 決 済 に つ い て ）
職場に 周知した後意見を聞
いて検討している。 基本的
には今 まで紙と電子があっ
たのだが、印を押す ことを
電子で やることを基本にや
っていくということ です。
②希望 を聞きながら人事作
業の中で、業務上の 必要性
や定員状況 、若手職員の確
保の必要性など総合的に勘
案しながら検 討していく 。、
勤務形態については今の段
階では決まっ ていない。
③本省からは手当の運用に
関する統一性 の確保があっ
て本省に相談することにな
っている。
管特勤 に係わるこの間の議
論は私も承知してい る。先

増員に最大限努力

④職員の処遇 については、
大変重要な課題と認識して
い る 。。 相 手 の あ る こ と で
はあるが、皆さんの要望を
念頭において 、全体として
良くし ていくという気持ち
で努力していく。

北陸支部は１ ２月１６日に
実施しました。

ユニオンの各支部では昨年１２月から今年２月にかけて局長交渉を実施しています。
今号 で は各 支部 で行 われ た交 渉の 概要 を 報告 します 。特に次 の４点 の項目 について 各地整
当局の回答をお知らせします。
①業務執行と増員 ②再任用 ③管理職特勤手当 ④処遇改善関係
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北陸支部

ほどか ら調査官から話され
ているとおり、地整 から本
省に相 談し、本省が人事院
と相談しているとい うふう
に承知 している。私として
は管理職の皆さんが 現場の
第一線 で一生懸命ご苦労さ
れていることは承知 してい
る。労 使関係を損なうとい
ったことのないよう 今後と
も信頼関係の 維持発展に努
めて参りたい。今日交渉で
聞いた話につ いては十分承
知したので、どうやって危
機管理をやっ ていくかにつ
いてもう一度考えていく。
④職員の処遇 改善は大事だ
と考えている。職責に見合
った処遇改善を 行う必要が
あるの で、上位級の拡大に
努力していく。
・地整 の実状を本省に話な
がら上位級拡大に努 力して
いく。

中部支 部は１月２７日に実
施しました。
①出張 所が重要だという認
識は同じだ。要員確 保に工
夫して 努めたい。
②地理と地整は同じ 事情で

中部支部

東北 支部は１月２７日に
実施しました。
①要員の確保につい ては、
整備局とし ていろいろ工夫
して業務執行の一層の簡素
・合理化を図 るとともに、
今後とも必要な要因の確保
に、努力しな ければならな
いという考えに変わりはな
い。引き続き 、一人でも多
くという気持ちで、整備局
の業務の実態 ・必要性・厳
しい定 員事情等を十分説明
するなど、適切に対 処して
いく。
②平成２８年度再任 用の条
件は検 討中だ。
③平成２３年３月１ １日当
時、職 場が混乱を極めてい
たが 、２３年３月の整理は 、
整理簿 、出勤簿など確認で
きる資料を見る限り 、適切

処遇は働く上
で重要なこと
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３・１１は適切に
整理
東北支部

処遇改善には努力表明も

はない 。結論が出ているわ
けではない。可能性 を検討
してい る。フルタイムを除
外している訳ではな い。
決して 楽観的には考えてい
な い 。『 何 と か し な け れ ば
いけな い』ともがき苦しん
でいる。本日は状況 をお聞
かせ頂 いた。十分に受け止
め、いろいろな事を 検討し
ていく。
④処遇改善は重要な課題。
級別定数の制 約はあるが、
出来るところを色々と考え
てやって行き たい。人事院
にも機会を捉えて話してい
きたい。
昨年度発生したこと（６級
外し）も聞いて いる。処遇
は皆さ んが働く上で重要な
ことだと認識してい る。処
遇改善 できるところはして
いく。出来るところ の工夫
はやっ ていく。

交渉の様子（中部支部）

誇りを持てる職場
づくりを 近 畿 支 部
④局長の指導 のもと、労使
関係の維持発展に努めて参
りたい。処遇 改善は十分と
思っていない、できる限り
の努力をして いきたい。要
員確保は本省に説明してき
た、今後とも 一層努力して
いく。

④（管 理職の６級昇格）
話は承った。

②平成２５年３月の 閣議決
定を踏 まえ、面接により再
任用希望者の希望を 伺った
ところ 。定員事情、人員構
成や業務の必要性等 から総
合的に 判断した結果だ。

中国支部は２月５日に実施
しました

中国支部

近畿支部は ２月３日に実
施しました
①要員の実態は認識してい
る。近畿の実 態を説明し努
力してきた。管理職特勤の
話も、ご苦労 されているこ
とも十分認識した。
適正支給すると いうのは
基本。 処遇は十分と思って
いない、できる限り 努力し
ていき たい。誇りを持てる
職場づくりをしていきた
い。
②閣議決定について は承知
してい る。但し書きでは職
員の年齢構成等の適 正化を
図るためフ ルタイムが困難
な場合は短時間勤務も可能
とされている 。再任用につ
いては勤務形態や定員等勘
案し、週四日 勤務を基本と
決定させて頂いたところ。
四四年の特例 は今も生きて
いるという認識はある。
・皆さんの意 見とかはしっ
かりと お聞きした。再任用
の方が仕事に誇り持 てるよ
うに十分努力していきた
い。
③非常 にご苦労いただいて
いる。手当の支払い の運用
をどう するかは本省、人事
院と相談した上で支 払うこ
とが出 来ないという結論に
なった。

管理職６級昇格
承った

四国支部

③真にやむを得ない ものが
対象と 考えている。災害は
平日深夜で有り、き わめて
短い時 間は考えられない。
・人事院に要求して やっと
新設さ れた手当。支給しよ
うという姿勢で対応すべ
き。

②再任用は希望、意 向を聞
き取り総合 的に判断して週
４日と３日になった。
フルタイムだと定数に入
る。四国の考え方は能力、
過去の経験等 を評価して格
付けしている。四国の再任
用の数として は４０～４５
人。業務上の分担、役割を
考えている。 原則週４日。

四国支部は１ 月２８日に実
施しました
①現在の整備局 の業務は増
える一 方であり、組織人員
が充分とは思ってい ない。
（処遇 が悪いという）認識
に差があるとは思っ ていな
い。四 国の実情を話して理
解を得たいと思って いる。

昇格は組織にと
って重要

④５０ 代後半が厳しいのは
承知している。昇格 につい
ては、 級別定数の確保、切
り上げに努力する。 昇格は
組織に とって重要と考えて
いるので全体として 良くな
るよう に努力する。

九州支部
①災害対応等厳しい 条件の
なか対応い ただき感謝して
いる。反省する点もあった
と思う。局・ 事務所・出張
所の連携が重要。
災害対応・リ エゾン派遣な
どにおいて、本末転倒の対
応となっては いけない。
今回は不慣れな雪への対応
であり長引い た事もあり通
常の道 路のやり方を踏襲し
たためったため、う まくい
かなか った場面もあった。
色んな場面でアンテ ナを張
って情 報を得たい。
②今回は、行（一） につい
て３日 と４日の内定通知を
行っている。職員の 年齢構
成では 若年層が極端に少な
くなっている。定員 管理上

九州支 部は２月１０日に実
施しました

災害対応などへ
の評価は変わる

の問題 。何年たったら解消
できるかは分からな い。
職務内 容によって定員合理
化計画は変わってく る。国
交省に 対する災害対応など
への評価は変わって きてい
る。一 つ一つの積み重ね、
組織の必要性を伝え る。そ
のこと で定員削減の考えを
変えていく。
再任用者には 経験・能力は
活かしていただきたい。フ
ルタイム化に は至っていな
いが３日を４日勤務にした
り、３ｃ→４ ｃ等を実施し
てきた。来年に向けてまた
取り組んでい く。
③今回の雪の対応では、１
月に２００弱の 件数が来て
いる。 積極的に出す意向で
ある。
④昇格 については要件があ
る。総合判断であり 、要件
や級別 の範囲内での対応と
なっている。未発令 者につ
いては 認識している。必要
な級別定数は全力挙
げて取れる ようにしていき
たい。本省に伝えていく。
５級未発令に ついても認識
し て い る 。 H２ ５ 年 度 に
５級のまま退 職された方も
あり同様なことにならない
ようにしてい きたい。

３／１７

全国統一行動

ユ ニ オ ン も 結 集！

２０１６年 春闘の最大の
山場となった３月１７日
は、前日の集 中回答を踏ま
え、全労連・国民春闘共闘
に結集する単 産・単組は、
全国各地でストライキをは
じめとする「全国統一行動 」
を実施 しました。
国公管ユニオンも 国交労
組と共 同で早朝職場集会を
取り組んだ支部もありま
す。

集会の様子（近畿支部）

