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第２０回定期

浜松河川国道・横山出張所長

全国大会

淀川河川・用地第一課長

国土交通省管理職ユニオンは、２０１７年５月２７日（土）～２８日（日）の２
日間、愛知県豊橋市のホテルシーパレスリゾートに於いて、第２０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５９名が参加しました。

京浜河川・多摩（出）

保⑦共 闘、共同の重視、⑧
管理職員の処遇改善 につい
て、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 、「 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、多くの 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。

浜松河川国道・平田出張所長

ム採用 を実現させたことを
教訓に「希望者全員 のフル
タイム採用」 や処遇改善を
求める 運動を強化すること
が確認されました。
今後１年間、重点 的に取
り組む要求と運動として
は、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、⑥６０歳以降の 雇用確

基本図情報部・国土基本情報課長

東京都千代田区霞ヶ
関 2-1-2 中央合同庁
舎２号館

再任用フルタイム実現の教訓で確信を！

増員実現、職場環境改善を
副所長の代議
員も参加

沼津河川国道・御殿場維持出張所長

職ユニオン発足以来初めて
の全国上京団を取り 組み、
「熊本復興事 務所の新設要
求」の 実現など職場から粘
り強く闘えば要求が前進す
ることを確認しまし た。

飛鳥歴史公園・副所長

神野委員長再選
西村 新事務局長選出

羽越河川国道・横川ダム管理支所長
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熊本復興事務
所新設実現

管理職の処遇改善では、
業務内容がこれまで 以上に
高度に広域・ 複雑化してい
ること から評価替えや定数
拡大を行い、管理職 登用即
５級格付けを 実現させ、誰
でも五 五歳までに６級昇格
する昇給制度の確立に向
け、本省及び人事院 へさら
なる追及を行 うことが確認
されま した。
再任用関係では、昨年度
国土地理院で 、今年度北陸 、
中部、近畿地 整でフルタイ

東京国道・防災情報課長

発行
国土交通省管理職
ユニオン
所在地
第１０回を数えた「管理
職アンケート 」の課題では 、
四国支部など 多くの支部が
過去最 高を達成する奮闘に
より、全国で二千名を超え
る集約を行い、その 運動の
教訓が報告さ れました。
活動 の総括では、公務員
人件費総抑制による理不尽
な特地勤務、配偶者 扶養手
当の改悪や定 員削減など公
務員攻 撃が厳しい中、管理

所 属
川内川河川・工務課長
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本大 会では、昨年の熊本
地震、８月のひと月 に４個
もの台 風が上陸し、北日本
に相次いで被害をも たらす
など激甚災害が多発する
中、定員削減による不十分
な執行体制で 、補正予算や
当初予算の早期執行が求め
られ、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、ま
た委託ももう限界で職員の
増員が必要な ど厳しい職場
状況が 報告されました。管
理職ユニオンとして 、昨年
大会で 出された「増員の政
策」を議論し職場か らの増
員数を 積み上げ、要求・運
動で増員を勝ち取り 国民の
「安全 」・「安心」が守られ
るまともな体制を早 期に実
現して いくことの重要性が
確認されました。

2017年度中央執行委員

２０１７年６月６日
国交管ユニオンニュース
２ ９ ５ 号 （ 1）

節目の第２０回定期全国大会

萩原 初代委員長を

熱く語る
萩原 初代委員長

今回の大会は２０回目と
いう節目の大 会であったこ
とから、記念としてユニオ
ン初代委員長 の萩原氏を招
いて当時の管理職を取り巻
く情勢やエピ ソード、ユニ
オンの結成に至った苦労話
などを語ってい ただきまし
た。参 加者は改めてユニオ
ンの存在の意義と今 後の運
動の展 望について、決意を
新たにしました。２ ０年の
ユニオ ンの歴史は管理職の
処遇改善はもとより 、国交
省内で の存在が当局や人事
院、内閣人事局等に も大き
な影響を与 える役割を果た
してきたことを参加者一同
改めて認識し ました。

史を振り返る

招き、２０年の歴

２０１７年６月６日
国交管ユニオンニュース
２ ９ ５ 号 （ 2）

愛知県中央メ ーデーにＯＢ
含め６名で参加。全体の参
加者は２ ，８００名 でした 。

中部支部

第８８回メーデー

「長時間労働の根絶」
「共謀罪反対」

義を取 り戻せ。大幅賃上げ
で景気回復。なくせ 貧困と
格差。社会保障制度の拡
充 。』 等 を ス ロ ー ガ ン に メ
ーデー 富山県集会が実施さ
れました。
ユニ オンからは土肥副委
員長・吉野執行委員 と０Ｂ
の中瀬 ・若田さんの４名が
参加しました。

５月１日（月）第８８回メーデーは、「働くものの団結で
生活と権利を守り平和と民主主義、中立の日本をめざそう」
とのスローガンで、全国各地で開催され、ユニオンの緑の旗
が各所で見られました。
メーデーは、１８８６年５月１日にアメリカで８時間労働
制を要求して行ったストライキをきっかけとして全世界で始
まったものです。
「長時間労働の根絶」や「共謀罪反対」
、大
阪の集会では「森友問題の究明」などのスローガンが掲げら
れ、集会後はデモ行進が行われています。

北陸支部
新潟県中央集会に
現職知事が初参加
新潟県中央集会には、昨
年秋に野党共 闘で誕生した
新潟県知事の米山氏を迎え
開催されまし た。現職知事
の参加 ははじめてのことで
す。
ユニ オンはＯＢを含め１
０名が参加し、集会 の参加
者は９ ５０名と報告されま
した。
富山 では約７００名が参
加して開催されまし た 。『ス
トップ 安倍暴走政治・戦争
法 廃 止 。 立 憲 主 義 ･民 主 主

近畿支部

近畿支部では 、神戸三宮 、
滋賀大 津、奈良、大阪など
各所にＯＢを含め２ ０名以
上が参 加しました。会場で
は安倍暴走政治に対 する怒
り の 声 を 反 映 す る 、「 野 党
と市民の共闘で安倍政治Ｓ
ＴＯＰ 」「戦争法廃止 」「共
謀 罪 法 案 反 対 」「 最 賃 １ ０
００円実現」 等のデコレー
ションやプラカードが目立
っていました 。大阪の中央
メーデーの参加者は４，５
００名でした。
（参加 者の感想）
・青年層の参加が少 なく、
中高年の参
加が目立っ
ていま した。

大阪会場の
様子

中国支部

「第８８回 岡山県中央メー
デーに参加」
参加者は約４００名、場所
は相生橋東詰の旭川河川敷に
て実施されました。
１０時より開会宣言後、主催
者や来賓あいさつがあり、各
団体からの訴えやプラカード
コンクールに続き、メーデー
宣言が採択され、１１時２０
分頃から岡山市内をデモ行進
しました。
ユニオンからは、末永中央
執行委員が参加しました。

