官房長回答
２・１０交渉

みと思える業務の中 止」に
ついて 具体的な改善策を。
４．再 任用フルタイム採用
・本年度から、国土 地理院
で１年 限定付の再任用フル
タイムが発令され、 来年度
からは北陸 ・中部・近畿で
新たな再任用フルタイムが
実現する状況 になった。当
局の努力に感謝したい。し
かし、全地整 ・希望者全員
の発令とはなっていない。
引き続き、再 任用フルタイ
ムを定員と別枠とするよう
内閣人事局等 に働きかけ、
希望者 全員の再任用フルタ
イムを実現して頂き たい。
また、 年金との接続の問題
については、民間で 実施し
ている 定年延長（退職時給
与の７０％）が基本 と管理
職ユニ オンは考えている。
その実現に向けても 努力し
て頂き たい。

５．処 遇改善
・管理職５Ｃのまま 退職さ
せられ る管理職が出ている
ことは大きな問題。
管理職 昇任即５Ｃ昇格を実
施して頂きたい。
・５５ 歳までに管理職員全
員が６Ｃ実現できる よう具
体的な 手立てを。

委員長の発言を受 けて官
房長か ら次の通り総括回答
がありました。
管理 職の皆さんは、それ
ぞれの部署で日頃か ら責任
ある立 場で活躍されている
ことに感謝申し上げ る。
国土交通行 政は災害対応
等をはじめ、幅広い業務を
こなし国民生 活と密着した
仕事だと思っている。国民
の安全安心。 自然災害から
守るということは基本であ
るが東日本大 震災をはじめ
最近災害が頻発している。
熊本地震、北 海道・東北豪
雨、鳥 取地震など、職員は
昼夜を問わず復興に がんば
てもら っている。国交省の
現場力をもって、国 民から
の大き な期待に応えている
事に感謝する。今日 も中国
地方の 豪雪に昨晩から寝ず
の対応に感謝する。 道路河
川とい ったインフラ整備、
老朽化対策対応に今 後の役

６．労使関係
・組 織体制 の問題 で意思疎
通を図 るために も技術 系幹
部（ 河川・ 道路局長 ）の団
体交渉出席を。
・年 ２回の 団体交渉 を他組
織並みに実現を。

割は増々大き くなる 。
一方で公務を取り巻く環
境は大変厳し い。こういっ
た状況 にあって国交省に対
する国民の期待に応 えるた
め、こ れまで以上に一丸と
なって業務に取り組 むこと
が重要 だと考える。その中
で職員の心身の健康 の保持
増進、 業務の一層の簡素化
合理化、勤務環境の 改善に
取り組 んでいきたい。

若手職員が少ないこ

い 。」と訴えている。
・テックフォ ースは泥縄方
式（新 設→訓令→省令）の
組織となっている。 きちっ
と法制 化した組織にし、定
員増や手当の新設を 。
２．業 務改善
・管理職アンケート での業
務 改 善 と し て 、「 入 札 ・ 発
注業務の簡素化、過 度な説
明資料 の中止、調査物の見
直し、幹部の思いつ き、好

国土交通省管理職ユニオンは、２月１０日、官房長交渉を実施しました。この交渉
には、ユニオンから神野委員長他２１名が、当局からは吉田官房長を筆頭に、調査官
他 １ ４名 が 出 席 し ま し た 。
今回の交渉では、
「業 務 執 行 体 制 」
「増 員 要 求 」
「再 任 用 フ ル タ イム 」
「パ ワ ハ ラ 問 題 」
「 管理 職 員 の 処 遇 改 善 」 の課 題 に つ い て 追 求 を 行い ま し た 。

東京都千代田区霞ヶ
関 2-1-2 中央合同庁
舎２号館

とは大きな課題

発行
国土交通省管理職
ユニオン
所在地

管理職アンケートの声を基に追求

ＮＯ．２９０
20１７. ２. ２８
冒頭、神野委員長 から主
に次の ６点について指摘し
ました。
１．定 員・組織体制
・大規模災害やイン フラ老
朽化対 策での事務所・出張
所、国土地理院の役 割の重
要性。
・定員削減の結果、歪な組
織体制。
・全国で６００を超える事
務所・出張所 係長・専門員
等の空きポスト
・その結果、 全国の６地整
で「係長や担当者がいない
一人出張所長 」という異常
な実態 。
・災害時の広域連携 や集中
化、業 務のアウトソーシン
グ拡大・ブロック化 では職
場はも う限界。
・昨年実施した管理 職アン
ケート では、約７割、１，
４００名の管理職員等が
「最大 の問題は職員が少な
いこと。増員をして欲し

回答する吉田官房長

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/

追及する神野委員長
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増員は最大の課題だ

増員は、結果が出てい

フォローアップをし改めて
確認した。職 員の能力を最
大限発揮し生産性の向上と
いう点では、 優良事例も重
要と考える。幹部の意識改
革、幹部間の 認識の確認な
ども行う。働き方改革は、
政府の大きな課 題である。
発注方 式では２カ年国債の
活用などで年度を越 えてあ
らかじ め発注準備が出来る
ことや、今年度から ゼロ国
債の増 額により準備に取り
掛かれることで職場 の負担
の軽減 に繋がると考えてい
る。

パワ ハ ラ は あ っ
てはならない
テッ クフォースでは、現
場の災害時第一線で の活躍
は頼も しく思っている。一
方職員の過度の負担 となら
ないよ うに健康管理にも配
慮したい。今年で１ ０年と
なるが 、この間災害に応じ
て実態や対応は違う が、特
に東日 本大震災などを踏ま
えて全国からの派遣 で指揮

命令系統の明確化にも取り
組んできた。 手当支給につ
いては、人事院にも要望し
ている。パワ ハラはあって
はならない。上司による部
下への指導は お互いに意思
疎通が円滑になるように、
研修の機会も 通じてやって
いきた い。人事院からハン
ドブックも作成され 、今後
も適切 に対応していく。再
任用は永年の建設・ 国土交
通省で の経験、能力を生か
した職務に取り組ん でもら
うこと と併せて、後進の指
導にあたってもらい たい。
勤務形 態は（Ｈ）２５年の
閣議決定に従い、総 合的に

勘案し 判断する。毎年度任
命権者で判断。厳し い定員
事情、 若手職員の確保など
勘案して総合的に判断す
る。
処遇改善は、上位 級は厳
しいが 、級別定数の確保に
最大限努力し、全体 として
良くなるよう取り組みた
い。労使関係は特定 の職員
団体というこ とで不利益等
の判断要素とはならない。
まずは、窓口 でしっかり話
し合って欲しい。国交省は
国民からの期 待は大きい。
公務を取り巻く環境は厳し
いが職員一丸 となって業務
遂行にあたるために安定し
た労使関係が必
要。お互いの地
道な努力を続け
ていき たい。

増員については

官房長の総括回答 の後、
各課題 について具体的な追
求を行いました。
増 員 に 関 し て は 、「 国 土
交通省の中で来年度も地方
整備局だけが ２００を超え
る減員となっている。熊本
復興事務所が 新設されるが
他の事務所を減らして配置
している。時 限増員が認め
られているのになぜ純増に
ならないのか 。」「係長がい
ない出 張所長一人だけの出
張所もあり、管理瑕 疵の問
題など 深刻だ」と再度指摘
しました 。官房長からは「増
員は最 大の課題だ。我々と
しても漫然としてい るわけ
では無 い。査定当局に大変
な職場状況を説明してい
る。尖閣問 題とか色んな課
題があるが、災害対応・老
朽化対策など 限られた体制
の中で毎年度繰り返し説明
している。一 人でも多くと
いう姿勢で取り組む」との
回答でした。
テックフォースと管理職
特勤手当につ いて、具体的
な問題 として「東北では台
風１０号でのテック フォー
スの活 動状況で、７時間４
０分かけて現場に行 ったが
移動時 間は超勤や特勤の対
象とならない。災対 本部は
その間 手当が出ているが現
場は出ないというこ とは納
得でき ない。」「頑張 ったこ
とが報われるように しても

再任 用について「人事院
勧告でのフルタイム を増や
すこと や、生活苦が深刻化
するといった指摘を 踏まえ
ど う 改 善 す る の か 。」 の 指
摘に対して「いろんな機会
で聞いている 。定員が大き
な制約だ。人員構成、年金
との接続、そ ういう状況で
任命権者が適切に判断す
る 。」 と 回 答 。 処 遇 改 善 で
は、出張所長の５級昇格で
の、５５歳以 上で未発令の
問題を 指摘しました。
最後に委員長から 「本日
色々と 議論したが、改善の
スピードを速めたい 」と発
言し、 官房長からは「色々
な問題意識を受け止 めた。
改善す べきところは改善ず
る。国交省に対する 期待は
大きい 」と発言し交渉を終
えました。

改善すべき
は改善する

らいたい 。」との指摘に「課
題がその都度あがってく
る。国民の期待も大 きくな
る。その都度 検証し、１０
年を振り返って検討してい
きたい 。」
「テ ッ ク フ ォ ー ス
の特殊性困難性は、人事院
にも手当の要 望を行い適切
に 対 応 し て い る 。」 と 示 し
ました。

査定当局に大変な職場状況を説明している

我々としても漫然としている訳では無い

手当支給は人事
院に要望している

ない事に歯がゆい思い
増員・業務執行体制にお
いては、職員 の年齢構成、
組織体制について年齢構成
で２０代、３ ０代が少ない
ことは大きな課題だと考え
ている。
増員に向けての取り組み
ついては、府省 全体で毎年
２％以 上の合理化という厳
しい方針の中で災害 対応、
防災減 災、老朽化対応など
しっかり対応する必 要があ
ること を定員査定当局に働
きかけている。一番 大きな
問題で あると考えているが
充分な結果が出てい ないこ
とに歯がゆ い部分はあるが
最大限取り組む。職場で必
要に応じ業務 委託の活用を
しつつ、現場力、技術力、
安心安全のた めインフラ管
理、人材確保、技術の継承
をやっていくことは重要
だ。出張所、事務所につい
て現場体制の ところでは霞
ヶ関の 中で国交省の持ち味
・特色であり、現場 力が強
みであ る。国民に近いとこ
ろで現場力をしっか り高め
ていく よう頑張る。業務改
善については、これ までも
業務改 善計画の取り組み等
取り組んだが、業務 プロセ
ス、効 率化、働き方改革、
各機関工夫し昨年の ９月に

テックフォース
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