全国各地で人事院事務局交渉を実施

東京都千代田区霞ヶ
関 2-1-2 中央合同庁
舎２号館

管理職の劣悪処遇に展望を

北陸支部

ユニオンの各支部では、全国で人事院事務局交渉を配置し、管理職員の処遇改善、再
任用フルタイムの実現等を求めて運動しています。各支部では処遇等の実態調査をする
よう追求していますが「要求は本院に伝える」との回答が多く、地方事務局として自ら
が処遇の実態を把握し改善していく立場が求められています。今号では各支部で行われ
た交渉の概要について、いくつかの支部について紹介します。

管理職特勤手当
現場の責任者が適切
に判断すれば良い

人事院事務

局交渉

級別定数については「人
事任用の問題 もあるが定数
が絶対的に不足。５５才で
も４級に残さ れ、６級昇格
も退職間際。５級退職の実
態もある」旨を 指摘し、級
別定数 改善を求めました。
フルタイム再任用 の実現
に向け ては「ゼロは旧地建
だけ。実現に向け地 整当局
を指導 せよ」と追及しまし
た。

要求書を提出する竹内委員長

人事院として重い
要求と受け止め
た

発行
国土交通省管理職
ユニオン
所在地
取り扱いについて関係機関に
働きかけを行う」とした人事
院の報告については「協議は
行われていると思うが、事務
局は承知していない」と寂し
い回答。これに対しユニオン
からは「事務局としても情報
収集すること」
「本院に伝え
たうえで確認できる結果を返
すこと」を強く求めました。

中部支部は１１月２５日、
５級・６級定数の改善やフル
タイム再任用の実現を求めま
した。
冒頭、今年の人勧に触れ「プ
ラス勧告といってもベテラン
は月額４百円程度。一四勧告
で強行された最大四％賃下げ
の現給回復にもならない」旨
を指摘し、地方高齢層の賃下
げを原資に本省・都市部優遇
を図る人事院の姿勢を追及し
ました。

フルタイム再任
用の実現を
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北陸支部は、１１ 月２５
日、人 事院関東事務局と交
渉を実施しました。 管理職
特勤手当や フルタイム再任
用、特地勤務手当等に係る
要求の実現を 求めました。
管理職特別勤務手当にお
いて、制度改 善されたにも
かかわらず「在宅勤務」で
の案件を１件 も支給せず、
改善どころか後退している
ことについて 、指導するこ
とを求 めました
人事院は「業務の実態がわ
からないので（支給の妥当性
は）判断しない」
「現場の責
任者が適切に判断してもらえ
ば良い」と回答しました。
「フルタイム中心の再任用
勤務が実現できるよう、定員
の調整を行うための経過的な
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近畿支部

近畿 支部は、１１月１８
日（金）人事院近畿 事務局
と「国 土交通省管理職員の
処遇改善に関する基 本要求
書」を 基に、①管理職特勤
不支給問題、②再任 用者の
フルタ イム実現、③テック
フォース派遣手当等 につい
て、職 場実態を踏まえて交
渉を行いました。
冒頭、片山 委員長から、
「地方整備局の人員構成が
いびつとなり 、出張所で閉
庁、係員の欠員、病休者の
増加、若手職 員の流出、な
ど不安を抱えている。地域
格差の拡大、 高齢層の賃金
抑制や扶養手当改悪など賃
金抑制。定年退 職に近づき
職責は 重くなり昇格は抑制
される。５５歳以上 の６級
の１．５％カットの廃止
を 。」「管理職特勤の 運用に
ついて 、人事院はその実態
についてしっかり把 握を行
い、改 善への指導を。今年
度の定年退職者は年 金支給
が６２歳と なる。フルタイ
ム採用の原則が、旧建設の
職場のみ採用 がない。人事
院は、実態把握を行い近畿
地整を突き動 かすような指
導 を 求 め る 。」 と 指 摘 し ま
した。

（裏面につづく）

「地 方測量部は地方整備
局の事務所より処遇が悪
い。地 方整備局では事務所
課長・出張所長は１ 年前に
は６級 に昇格する。しかし
地理院では地測課長 のまま
では５ 級で定年退職してい
る。地方課長の６級 定数拡
大 を し て も ら い た い 。」 と
の指摘に対して、関 東事務
局からは「実 際の職場で働
いて、他の機関、省庁と同
じような業務 をやっている
中で処遇が遅れているので
はないかとい う切々な要望
として承る。本院へ早急に
報 告 す る 。」 と 回 答 し ま し
た。最後に「最終的には、
当局の中で国土 地理院の職
責の変 化を引き続き主張さ
れていくことがまずは大
事。人 事院の担当者として
もそういう（処遇が 悪い）
認識だ ということなので、
要望があれば評価替 えでき
るとこ ろを見ていくのでは
ないか。国土地理院 として
も要望を引 き続き行ってい
ただく
ように
当局に
も要望
してく
だ さ
い 。」
と回答
し、交
渉を終
了しま
した。

紙面の都合により本
号に掲載できなかっ
た支部についてはご
了承下さい。

いのちと安全をまもる地域建設産業の発展を
原発避難者へのイジメの中、笑顔で踊る姿に声援と涙

集会は「いのちと 安全を
まもる 地域建設産業の発展
に向けて」～震災か らの復
旧・復 興を実現する担い手
の確保・育成を～テーマ
に 、一日目に 全体会を開き 、
二日目に分科会などが行わ
れ、バスによ る現地視察も
行われました。
全体会では 、オープニン
グセレモニーとして「いわ
き市・湯本高 等学校フラダ
ンス部」によるフラダンス
でスタート。折 しも「原発
避難者 へのイジメ報道」も
ある中で、笑顔で踊 る女子
高生に 対し声援の拍手が送
られました。記念講 演では
「東日 本大震災の復興と減
災」と題して立命館 大学の
塩崎教 授から、災害大国・
日本において来たる べき大
災害も視野 に、阪神淡路や
東日本大震災などの経験も
踏まえて「住 宅復興システ
ム」を備えておく必要性が
報告されまし た。また特別
報告では、日建連の山本常
務理事から「 ゼネコンにお
ける担い手確保・育成に関
する取り組み 」の報告が行
われま した。
本集会は、２０１ ３年か
ら福島 県での開催となって
おり、現地報告とし て原発
問題住 民運動代表の伊藤委
員から、発生から５ 年９ヶ
月の現 状報告と「被害者で
ある原発避難者をイ ジメな
いで下 さい」という悲痛な
訴えがありました。

原発 で避難している小学
生が（イジメられても ）
「多
くの人 が津波で死んだから
ボクは生きる」とい う言葉
が強く 印象に残る中で、オ
ープニングにおける 「地元
高校の フラダンス部 」が「花
は咲く」の曲に合わ せて笑
顔で踊る姿に 涙がこぼれま
した。彼女たちは「地元で
しか結婚でき ないかも」と
いう不安があるはずなの
に。

東北 支 部
加 藤 執 行委 員 長

【参加者の声】

第２３回全国建設研究・交流集会は、１２月４～５日の２日間、福島県いわき市
スパリゾートハワイアンズにおいて開催され、全国から３９３名の仲間が参加しま
した。国交管ユニオンからは東北支部の加藤委員長が参加しました。

＜第23回全国建設研究交流集会＞

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ「湯本高校フラダンス部のみなさん」

（表面 からのつづき）
人事院近畿事務局から
は 、「 大 き な 問 題 指 摘 を 受
けた。 人事院として重いも
のとして受け止めた 。皆さ
んが不 安を抱えていること
はしっかり伝えてい く。皆
さんの 期待を含め、本院に
伝える。再任用は、 問題意
識を強く持っ て動きたい 。」
と回答がありました。

地理支部

地理支部は１１月１７
日、人事院関東事務 局と交
渉し、 地方整備局より遅れ
ている処遇改善を求 めまし
た。交 渉では国土地理院の
位置づけを本省並み に、地
方測量 部を管区機関並みの
組織評価へ替え、５ 級以上
の定数 を拡大することを要
求しました。

本省並み評価
５・６・７級定数改善
を要求
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私が参加した「復 興」を
テーマ にした分科会では、
鈴木福島大名誉教授 の報告
があり 、原発による「避難
区域」で大規模な除 染作業
が行わ れ、その結果「空間
線量が下がったから 」とい
う単純 な理由で「避難 解除 」
が行われようとして いると
いう報告。こ れは「単線型
シナリオ」しか用意されて
いない。６年 間も避難して
いて、住宅や生業も違うの
に単純に帰れるわけがな
く、避難先での生活支援な
ども含めた「 複線型シナリ
オ 」という「復興シナリオ 」
を準備していく 必要がある
という 報告に納得でした。
また分科会では、 第１原
発を抱 える大熊町役場の方
から「１万人を超え る全町
民 避 難 」「 市 街 地 部 は 、 帰
還困難地域と中間貯 蔵施設
で 帰 れ な い 」「 町 に 帰 り た
いという人のために 、３９
ｈａの田ん ぼを農地転用し
て買収を進めているが、用
地説明会では なく避難先で
の 個 別 対 応 」「 職 員 を 増 や
しているが、 地元の人は少
な い 」「 私 自 分 の 家 に は 二
度と帰れない が町のために
頑張る」という涙ながらの
報告を受け、 原発事故の悲
惨さと 公務員の志を感じ取
りました。
全体 交流会の団体紹介で
は「ユニオンからの 参加者
です」 と呼ばれ、立って手
を振るのですが、来 年は、
恥ずか しくない人数で参加
したいものです。
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