平成２９年度 １，５５２名の増員を要求

国土交通省の定員要求内訳

業務改革に
新規増員（時
伴う再配置要 減 員 差し引き 時限増員
限増員を除く
求

９・３０
全国上京
団実施

下表 は、内閣人事局への
各年度の要求数とそ の査定
結果で すが、２９年度の要
求数は昨年とほぼ同 数の要
求数と なっています。
新規増員はきわめ て厳し
いこと を考えれば、再配置
による増員、時限の 増員に
どれだ け当局が努力するか
が問われていると言えま
す。
平成２６年７月２５日に
閣議決定され た定員削減計
画では、平成２７年度から
毎年２％（５ 年で１０％）
の削減を行うことが決定さ
れ 、国土交通 省全体では６ ，
２００名を削減する目標が
設定されていま す。

問われています。
熊本地震や 東北、北海道
を襲った台風１０号など多
発する災害対 応や社会資本
の老朽 化対策など防災、減
災対策など組織の拡 充が喫
緊の課 題となっています。
再配置によるテッ クフォ
ースの 組織化、熊本地震対
応への時限増員、事 務所、
出張所 の拡充など、職場か
ら増員の声を上げて いきま
しょう 。

平成２8年度
平成２９年度

テックフォース活動

・防災・減災対策や社会資本の老朽化対策等の
体制強化263（59）
・海上保安の基盤強化226（5）
・公共交通の安全確保等の体制強化163
・持続的な地域社会の形成及び経済成長を支え
る基盤強化283（116）

正式に組 織化を

削減目標の内２３４９名
は業務改革に かかるものと
して、その範囲内で定員の
再配置ができ ることになっ
ています（時限増員は別
枠 ）。 ユ ニ オ ン は 、 再 配 置
としてテックフオースの組
織化、熊本地 震対応への併
任をやめ年度内の時限増
員、空きポストを埋 める増
員を要 求していますが、昨
年の要求総数（時限 増員含
む）は １５５５名で、結果
２４２名の純減とな ってい
ます。 ２９年度の要求総数
は１５５２名であり 、昨年
並みの 要求数では純増でき
るかどうか、当局の 姿勢も

平成２７年度

適切に対処している 」とし
ていま すが、本気で取り組
んでもらわないと、 職場は
限界で す。

国土交通省の主な新規増員要求事
項の内訳 【数字の( )は時限増員】

国土交通省の定員要求と決定数の変化
増 員 要 求
決
定
定員合理化数
定員合理化数
要求総数
差し引き 新規増員数
差し引き
1,351
1,193
158
783
1242
-459
1,132
1,193
-61
727
1330
-603
1,436
1,061
375
694
1,106
-412
1,498
1,245
253
1,020
1,259
-239
1,555
1,284
271
1,047
1,289
-242
1,552
1,229
323

平成２６年度
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平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ６ 日 付け で 内 閣人 事 局 から 「 平 成 ２９ 年 度 機構 ・ 定 員等 の 要 求 状況 に つ
いて」公表されました。各府省から要求された今回の内容についてこれから内閣人事局によ
る査定が行われます。９月３０日に予定されている全国上京団では、次年度の増員要求実現
のため、内閣人事局に対して、厳しい職場の実態を訴えて追及する予定です。

内閣人事局の公表資料
によると、平 成２９年度の
定員要求として、国土交通
省では①新規増員要求数
１，５５２人 ②定員合理
化等１，２２ ９人を要求し
てい ます（国土交通省全体
で ）。
新規 増員要求数には、新
規増員数、業務改革 に伴う
再配置 数、時限増員数が含
まれています。
新規 増員要求は、防災・
減災対策や社会資本 の老朽
化対策 等の対策強化など昨
年と同様の内容で要 求して
います。
本省当局は本部との折衝
では「再配置 の項目で新た
な増員ができる。理論的に
は増員の可能 性がないわけ
で は な い 。（ 皆 さ ん と ） 同
じ方向を向い ている」また
熊本地震の時限増員につい
て「年度途中 の増員に向け
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熊本地震等災害併任は時限増員で

国民の安全・安心に責任
の持てる組織と増員を
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姫川出張所

北陸地方整備局 神通川水系砂防

1 級地

し、また、所要時間が数分
短くなっただ けで手当支給
がされない、支給金額が下
がるなど厳しい 基準を設け
ていま す。

指定解除
2 級地

関東地方整備局 利根川水系砂防

地方の厳しい
実態を無視
そもそも特地勤務手当
は、離島その他生活の著し
く不便な地に 所在する官署
（特地官署）に勤務する職
員に支給されるものであ
り、過酷な環境で厳しい業
務をこなして いる中で、こ
の手当を引き下げることは
職員の士気に 影響するもの
であり 、これでは地方で働
く職員はたまったも のでは
ありま せん。

指定解除

人事院は９月１日、特地勤務手当が支給される官署を見直す人事院規則を公布しました。
来年４月１日から実施されます。
人事院は前回の２０１０
年の見直しか ら５年を経過
するためとして特地勤務手
当の見直しを行 いました。
その 主な見直し理由とし
ては、道路状況の変 化など
からＤ ＩＤ地区（国勢調査
による人口密集地区 ）と官
署との 所要時間が短くなっ
たことや宿舎がＤＩ Ｄ地区
内とな ったことなどを挙げ
改悪を行っています 。
官署の所在 地自体は支給
基準を満たしているのに、
宿舎の統廃合 で宿舎が遠方
のＤＩＤ地区内に移転した
ため、当該宿 舎入居職員は
従来と同じ地域で民間を宿
舎として借り 上げているに
も関わらず、指定解除とな
った官署やこ れまで官署と
ＤＩＤ 地区との所要時間が
従来５６分あり四捨 五入し
て６０ 分とされ手当が支給
されていましたが、 最新の
道路セ ンサスにより５２分
となり６０分未満と なった
ため支 給割合が下がった官
署などがあります。
官署 の所在地だけではな
く宿舎の所在地も条件と

管理職員アン
ケートにご協
力ありがとう
ございました

国土交通省 管理職ユニオ
ンは 、国土交通省（旧建設 ）
の本省、地方 整備局、国土
地理院等に勤務する管理職
員等を対象に 、２年に１回
「管理職等アンケート」を
実施しています 。
今回 は１０回目の取り組
みとして７月～８月 の２ヶ
月間で 約２０００名弱の方
から集約出来ました 。
アン ケートで出された業
務執行上での問題点 、将来
の生活 設計の不安などの切
実な「想い」や「声 」を集
約し 、国土交通省 、人事院 、
内閣人事局に対して要求書
などの形にし 、管理職員の
処遇改善の追及に活用して
いきます。
詳細な分析結果はユニオ
ンニュースと して１０月中
に報告する予定です。
このアンケ ートは管理職
員等を対象に しているとい
うこと から、日本国内でも
余り例 がないということも
あり、 国交省当局や人事院
も注目する
ものとなっ
ています。
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第２３回全国建設研究・交流集会に参加しよう

☆とき：２０１６年１２月４日～５日
☆ところ：福島県いわき市 スパリゾートハワイアンズ
☆１日目：記念講演：塩崎賢明（立命館大学教授）「東日本大震災からの復興と減災の課題」
特別報告：山本徳治（一社）日本建設業連合会常務理事
☆２日目：文科会：「原発災害からの復旧、復興」「建設労働者の賃金を考える」
「地域建設産業の役割と地域循環型経済」「担い手確保・育成に向けて」「講座憲法」
「現地視察」

