係長等の空席ポスト
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過去3年の全国係長等空きポスト実態

川事務所へのもっぱら併任
で対応してきて いますが、
多発す る災害に対し、こう
した組織の状況では 、国民
の安全 ・安心への期待に応

東北

えてい くことができなくな
ります。

出張所長一人だけ

また、出張 所長が一人し
かいない出張所では閉庁す
ることが多く 、地元住民か
ら「出張所は無くなったの
か」と聞かれ たり、緊急時
の対応、一人での地元対応
や業者対応をし なければな
らずコ ンプライアンス上の
問題も生じています 。
当局はこうした 空
｢ きポ
スト の
｣ 業務の穴埋めとし
て 併
｢任 を
｣ 掛けて解決して
いるがごとく説明を してい
ますが、そもそも 併
｢ 任発
令 に
｣ ついては人事院規則
８ー１２の ３５条により、
安易に 併
｢任発 令 を
｣乱発で
きないことになっていま
す。
増員要求に 関して国土交
通省当局は 、自信を持って 、
堂々と 増
｢員 要
｣ 求をして欲
しいものです。

の職場では問題も

（併任）の欄には空きポストだが併任が配置されているポスト数
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ユニオンは、今年度も四月期人事の終了後、係長 専
･門員等ポストの空席状況を調
査しました。今号ではその内容についてお知らせします。
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空席の業務は安易な併任で穴埋する実態を改め、
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所在地
ポスト が空いています。
（ ）書きは昨年 度
そし て、これらの空きポ
ストは事務所 出
･ 張所間の
併任で急場 をしのいでいる
実態です。その一方で本省
本
･ 局が増員されている実
態もあります。
過去３年間 の実態では２
０１４年度からみれば、事
務所・出張所 係長は３倍も
空きポストが増加していま
す。
業務の実働部隊である
係
｢ 長ポ スト （｣専門員等も ）
に欠員 があることはその分
課長・出張所長や他 の職員
の労働 強化になっているこ
とは明白ですし、当 局の都
合で併 任を掛けられた職員
自身も、今まで以上 の労働
強化に なります。
熊本地震の復旧も 熊本河

専門員など

出張所
（地測）

事務所
（本院）
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今回ユニオンが行った
空席ポ スト実態調査 は
｢
｣事
務所 出
･ 張所の係長ポスト
と専門員などのポス トの空
席状況調査 です。昨年も同
様の調査を行っており、全
国で昨年は３ １３の係長ポ
ストが空席でしたが、今年
はさらに増え て５００もの
係長ポストが空席になって
いることが明 らかになりま
した。
組織的には 、事務所係長
２２７ （１３８）ポスト・
出長所係長２７３（１７５ ）
ポスト 、職種的には、事務
系１８３（１３２） ポスト
・技術 系３１７（１８１）
ポストになっていま す。空
きポス トは、係長の他専門
員などや局係長・官 ポスト
にもみ られています。専門
員等は（１１４）１ ０８の
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〈 昨年度は３１３ 〉

加速する組織の空洞化

堂々と増員要求で
臨むべき

全国で５００もの空席に大幅増加

増員、フルタイム再任用、処遇改善実現のため

９．３０全国上京団を実施

国交管ユニオンは、結成以来初めての取組として、全国上京団を９月３０日（金）
に実施します。増員、フルタイム再任用、級別定数改善の実現を目的として人事院、
内閣人事局交渉を配置し全国の生の声をぶつけて要求実現を目指します。

全国の各支部の運動を積み上げ
上京団で最後の押し上げ
人事院は２ 年続けて、人
事院勧告の報告で、フルタ
イム再任用に ついて言及し
ています。その内容は「新
規採用者を確保 しつつ、フ
ルタイ ム中心の再任用が確
保できるように中期 的な定
員管理 が可能となるよう、
政府・内閣人事局の 責任と
権限で 、具体的な対策を行
う 必 要 が あ る 。」 と し て 、
定員で 具体的な手立てを打
つよう提言していま す。
年度途中で の増員が認め
られれば、それをフルタイ
ム再任用に使 うことが可能
です。併せて、来年度は、
定員を理由に フルタイムを
拒むことは不当であること
を地整（国土 地理院）や地
方事務局を追及し、その状
況も上京団に持ち寄りま
す。ま た、来年度の定年退
職者から無年金の期 間が６
３歳ま でになります。定年
延長に向けても、フ ルタイ
ム再任用は重要な課題で
す。

退職金の調査
について

日時：２０１６年９月３０日（金）
午前～ 人事院交渉
午後～ 内閣人事局交渉
規模：各支部代表及び中央執行委員等

前回の調査 では、民間の
比較対象を勤続２０年とし
て、比較して います。公務
では、若年勧奨退職がなく
なり、高卒で４ ２年、短大
などで ４０年、大卒で３８
年の勤続となります 。民間
の比較 対象期間をそれに合
わせる追及も併せて 行いま
す。

〈人事院、内閣人事局交渉を配置〉
九州 支部では、人事院地
方事務局からの現地 調査を
実現さ せています。熊本震
災では、全国からテ ックフ
ォース などが派遣されてい
ます。内閣人事局は 、国公
労連と の交渉（６月 ）で「熊
本震災など緊急な場 合は、
年度途 中も含めて増員が可
能 」との発言をしています 。
本省も我々の指摘を受け
「年度途中の増員に向け、
適切に対処し ている」とし
て内閣人事局に年度途中の
増員を要請し ていることを
示唆しています。
各支部から 、地整（国土
地 理院）や地方事務局に年
度途中にも増員が 必要な組
織であ ることの追及をし、
上京団で最後の押し 上げを
行いま す。

フルタイム再
任用・定年延
長に向けて

全国上京団実施概要

増員に向けて

国交管ユニオン初の取り組み

２０ １５年度以降の新た
な定員削減計画は毎 年２％
（５年 で１０％）以上合理
化（削減）すること を基本
として います。また、定数
査定の基準は、
①新規 業務による増員
②国民から見て必要 な事業
に、定削数 の内から再配置
による増員
③おおよそ５ 年を目処とし
た期限付きの増員
によって査定 されます。
新規増員は政府の重要課
題に対処する もので抑制さ
れ、再配置により対処する
ことを原則に しています。
期限付 きの増員は、年度途
中に顕在化した課題 に対し
機動的 ・弾力的に対応する
ものとされています 。
定員削 減計画は、業務改革
（合理化）を行って 推し進
め、新 たな業務には業務改
革により定削した内 から再
配置を することを基本とし
ています。

ユニ オンではこれ以上の
定削は限界として、 ①定削
をやめ ること ②テックフ
ォースを正式な組織 とし増
員をし ていくこと ③熊本
地震での併任数を年 度内に
時限増 員することを内閣人
事局、本省、地整、 地理に
緊急要 求書として提出して
います。また、人事 院には
災害時に対応 できる定員確
保の要求書を提出していま
す。

内 閣 人 事 局 は 、「 熊 本 地
震など 緊急に対応すべきと
ころがあれば、年度 途中で
も増員 に柔軟に対応してき
てる。テックフォー スにつ
いても 、増員が国民にどの
ような効果を生むかの 説明
と平時の活動 が説明できれ
ば、可能性はある」と明ら
かにしており 、当局の姿勢
によって、定員削減による
一人出張所や 併任で十分な
業務執行ができない状況を
少しでも改善 していく可能
性 が生まれる情勢となって
います。職場から 増員の声
を上げ ていきましょう。

増員は可能

当局の姿勢で

職場から「職員増や
せ」の声で、増員へ
の展望を開こう

