職場から増員要求を積み上げ

一人でも多くの増員を勝ち取ろう
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災害対応に責任の持てる体制

れた 「増 員の政 策」 を議 論
し職 場か らの要 求・ 運動 で
増員 を勝 ち取り 国民 の「 安
全 」・「安心 」が 守れる 体制
とし てい くこと の重 要性 が
確認 され ました 。
また、管理職ユニオン
への期待感は強まってお
り、 各支 部に おい て組織 活
動を 積極 的に 実行 してい く

（事務所・出張所）へチェンジ！
大会 では 、昨 年の鬼 怒川
の水 害、 今年の 熊本 地震 な
ど激甚災害が多発するな
か、 定員 削減に より 不十 分
な執 行体 制で、 国民 の「 安
全 」・「安心 」は 守れる のか 、
職場 では 、連 年にわ たる 定
員削 減に より 、肉 体的に も
精神 的に も追 い詰 められ 、
健康 や精 神を 害す る職員 が
増え てい る、 委託 はもう 限
界で 職員 の増 員が 必要、 な
ど厳 しい 職場 状況 が報告 さ
れ 、管 理職ユ ニオ ンと して 、
仕 事の 政策「 今な らまだ 間
に 合う 、国土 交通 省に勤 め
て 良か ったと 思え る職場 環
境 の改 善と働 くル ールの 確
立 を目 指して 」を 今こそ 実
践 する こと、 今大 会で 出さ

第１９回 定 期

ことが 、ユニ オン 一千 名組
織建設 に向け ての 「大 きな
力！」 となる こと が改 めて
確認さ れま した。
活動 の総括 では 、管理 職
の処遇 改善 で、 誰でも 五五
歳まで に六 級昇 格する 昇給
制度を 確立 させ るため 、本
省及び 人事 院へ さらな る追
求を行 うこ とが 確認さ れま
した。
再任用関係では、国土
地理 院でフ ルタ イムを 実現
させ たこ と、地 方整備 局で
は、 ワン ランク アップ の四
級・ 五級 格付け を実現 させ
たこ とを 教訓に 「希 望者全
員の フル タイム での 採用」
の闘 いを 、定年 延長 の運 動
も含 めて 、強化 する こと が
確認 され ました 。
運動 方針 では 、今後 一年
間、 重点 的に取 り組 む要 求
運動 とし て、① 震災 復興 と
防災 対策 強化の 運動 、②「国
民の 安心 ・安 全」を 守る た
め、 道州 制導 入に反 対す る
運動 、③ 国民 の期 待に応 え
る業 務執 行を 目指 して、 ④

労使関係改善に関する要
求 、⑮支 部の 独自 要求の 取
り 組み強 化、 組織 の拡大 ・
強 化な どの課 題に 対し、 要
求 実現 に向け 活動 するこ と
を 確認 しまし た。
以 上の 課題 を前 進させ る
ため に、 私たち 管理 職ユ ニ
オ ン は 、「 管 理 職 員 等 ア ン
ケー ト 」、「政策」 を手に 職
場で 働く管 理職 員一人 一人
の 要求 や悩み を聞 き、 職場
要求 を実 現させ る運 動を 組
合員、 未加 入者 、一般 職員
の多 くの 仲間 と進 め、共 通
する 産別 ・国民 的課題 と結
び つけ 仲間と 共に 課題 実現
を目 指し 、この 一年 間運 動
を展開 して いく ことを 意思
統 一し、 全国 の職 場から そ
の取 り組 みを実 践して いく
こ とを 確認し まし た。

神野委員長、塩冶事務局長を

職場 の増 員実現 、職 場環 境
の見 直し 、健 康と家 庭を 守
る業務執行体制確立の運
動、 ⑤賃 金・ 公務 員制度 改
悪と の闘 い、 ⑥六 〇歳以 降
の働 き方 につ いて 、⑦ 共闘 、
共同 の重 視、 ⑧管 理職員 の
処遇 改善 につ いて、 ⑨ 人事
評 価制度 に関 する 要求、 ⑩
年 金、 共済、 退職 金に関 す
る 要求 、⑪憲 法と 平和、 民
主 主義 を守る たた かい、 ⑫
原 発か ら再生 可能 エネル ギ
ー 政策 への転 換、 ⑬労働 規
制 撤廃 に反対 する 運動 、⑭

全国大会開 催

TEL 03-3509-1138
E ﾒｰﾙ
k-union@alpha.ocn.
ne.jp
ホームページ
http://www.k-union.
network/

国 交管ユ ニオン は５月２ ８日～ ２９日に、愛知県豊橋市ホテル シーパレスリゾー
トに おいて 第１９回 定期全 国大会 を開催しました。大会には代議員を はじめ来賓等
含め延べ１１９名が参加しました。
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増員の政策（素案）を発表

第19回定期全国大会

北陸支部
新潟市で開催された「総がかりメーデー」は、連合新
潟加盟一部組合の「元祖 5・1 にいがたメーデー実行委員
会」と、新潟県労連が中心となる「第 87 回メーデー県中
央集会実行委員会」の共催による、初の統一メーデーと
なり、１８００人が参加しました。集会では参院選野党
統一候補の森ゆう子さんも紹介され、市民と野党の共同
を進め、安倍政権の
暴走ストップ、参院
選勝利の決意を固め
ました。
県民会館での集会
後、「戦争法廃止、9
条守れ、大幅賃上げ、
消費費税増税反対」
など元気なシュプレ
ヒコールでデモ行進
を行いました。
富山市では、労働法制の改悪や社会保障の切り捨て、
破綻したアベノミクスにしがみつき、消費税増税・国会
決議違反のＴＰＰ協定など国民の声を無視して数々の悪
政を推し進めています。これに対して夏の参議院選挙に
向けて国民運動に押されて
全国で野党共闘が次々に生
まれてきています。富山で
も野党共闘候補者として道
用えつ子さんも駆けつけて
いました。

富山の参加者

「大幅賃上げで景気回
復」
「戦争法の廃止を」
第８７回メーデー

仙台メーデーの写真：雨の中、８７回メーデー宮城県中央集会に
１６００名。左ユニオン大槻事務局次長、右東北建設支部亀田書
記長（左下の写真）
青森メーデーの写真＝左ユニオン一戸特別執行委員と建設支部青
森分会の仲間たち（右下の写真）

国民 共同の力で 戦争法を 廃止し、野党共闘で安倍「暴走」政治をストップしようと
５ 月１日、 第８７回 メーデー が全国３１１カ所で開かれ、１６万人がつどいました。
ユニオン本部はユニ オン関東支部 国
･土交通労組と共に東京・代々木公園で開催中央メ
ー デーに参 加（主催者発表３万人以上）。汗ばむ陽気のなか 「賃金上げろ 」「許すな戦
争への道 」
「アベはやめろ」など のプラカードを手に、都内３コース をデモ行進してア
ピールしました。各支部に於いても各地のメーデーに参加しました。

中央メーデーの様子

東北支部

近畿支部
≪大阪中央メーデー≫
前委員長の河野さん（左端）、本
部事務局員の西村さん（左から
２番目）も含め、総勢７名が参
加しました。集会後は、ユニオ
ン旗を高々に掲げ大阪の中心を
デモ行進し、その後は中華料理
で団結を深めました。

≪兵庫中央メーデー≫
ユニオンとＯＢで、１７
名が参加しました。
デモ行進後は、いつもの
所でいつものように懇親
会で団結を深めました。

≪奈良中央メーデー≫
ユニオンとＯＢと孫で７
名が参加しました。
若いときは子ども連れ
でしたが、孫を連れての
参加の世代になりまし
た。

