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4
中国

東京都千代田区霞ヶ
関 2-1-2 中央合同庁
舎２号館

四国

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/

九州

地理

8
49
95
168
合計

ユニオンの調査では、今
年度も全国の地 理・地整で
空きポ ストが事務所・出張
所係長で７００を超 えてい
ます。 定員削減の結果、毎
年度「一人出張所」 や空き
ポスト を加速度的に増加さ
せ、その結果組織の 空洞化
を ま ね き 、「 現 場 力 」 を 大
きく後退させ災害対 応など
国民の安全 安心を守る体制
を不十分なものとしていま
す。これ以上 、外注化で乗
り切っていくことはでき
ず、真摯な当 局の増員要求
が問われています。
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中部

ユニオンに加入
を希望される方
下記アドレス
に「氏名・所属」
をメールくださ
い。
後ほど担当支
部から連絡させ
て頂きます。
k-union@alpha.
ocn.ne.jp

２０１７年度
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関東

専門員な
ど

1
北陸
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事務
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技術
事務
技術
事務
技術
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空き
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8
1
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20
20
23
10
35
19
29
12
29
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専門員など

２０１８年度概算要求の作業が進んでいます。ユニ
オンでは、概算要求期に向けて国民の安心と安全を守
る防災官庁の役目を果たせる増員要求をするよう緊急
要求書を提出し当局を追求しています。
平成２７年度から 平成３
１年度 までの５年間、毎年
２％（５年１０％） 以上の
定数を 合理化していくとし
て定員削減が進めら れてい
ます。国土 交通省では５年
間で６，２００人（再配置
を含む）を削 減すると決定
されています。この削減数
は全省庁の中 で農林水産省
につぐ削減率となっていま
す。来年度の 定員査定も今
年度同様①新規業務に伴う
増員②国民か らみて必要な
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 処とした時限増員と
して行われます。昨 年度、
熊本復 興事務所が認められ
ましたが、地方整備 局での
削減が 国交省全体の削減数
を上回っている状況 が続い
ていま す。

全国係長等空きポスト実態 ２０１7．４

２０１７年７月３１日
国交管ユニオンニュース
２ ９ ７ 号 （ 1）

７月５日付けで
TEC-FORCEの 移 動 時 間 に
ついて、必要 な被災状況の
把握などを行った場合は管
理職特別勤務 手当の対象と
なることを明確にした本省
通知が発出さ れました。
移動時間の手当支給につい
ては、東北、北 陸支部を中
心に当 局にこれまで要求を
してきましたが、移 動時間
はすべ て「単なる移動」に
過ぎないとして手当 が支給
されて いませんでした。今
回の本省通知では「 移動中
に行い うる勤務内容の例」
として①車両の自操 運転②
被災状況等 の把握、記録、
報告等③業務打合せなどで
真に必要なも のは、支給対
象と記載されており、ユニ
オンの主張が 認められたも
のとなっています。また、
証明があれば 遡及して法令
に従って支給はできるとし
ています（本省調査 官室 ）。
いくつ かの地整では、本局
人事課長からの通知 に本省
通知の 「概要」や「要点」
が記載されています が、そ
こでは 管理職特勤の扱いに
は特に触れていませ ん。各
支部で は本省通知の徹底を
図るよう当局を追求 してい
くこと が必要です。

前号に引き続き、
管理職ユニオン各支
部で開催された支部
大会の報告をします。

近畿
畿支
支部
部
近

近畿支部は、６月１０日
（土）に第２０回定期大会
を大阪市内で 、代議員・来
賓・役員など五〇名の参加
で開催しまし た。

特 例 勤 務 で の 、「 １ ７ 時
から翌 ８時半までの一五時
間半勤務をしても振 替も手
当もな い 」と の問題指摘や 、
特例勤務、管理職特 別勤務

２０１７年７月３１日
国交管ユニオンニュース
２ ９ ７ 号 （ 2）

手当、 深夜手当が適正に運
用されていないこと や周知
されて いない問題指摘の発
言がありました。
テッ クフォースや業務体
制 に つ い て 、「 被 災 調 査 は
危険が 伴う場合は、せめて
危険手当の支給を望 む」
「一人 出張所長で、現場に
出ると閉庁の上、携 帯電話
も不感地帯に 入ると連絡も
取れない 」。「併任で一人出
張所長を支援 しているが、
自由に休暇も取れない」な
ど、生々しい 実態が報告さ
れました。連絡の取りよう
がない場合の 危機管理の問
題も重大です。

中国
国支
支部
部
中
中国 支部は、結成２０年
目となる定期大会を ６月２
４日（ 土）に広島市の中特
会館で開催しました 。
大会 では、巷でも話題の
「忖度」に関連して 、仕事
のあり方等に 関する意見が
出されました。特にテック
フォース派遣等に関して
は、地域から高い評価を得
ている一方で 、派遣された
管理職は奉仕的な活動実態
となっており 、現場任せで
指揮命令系統など改善すべ
き課題が多いこ とが報告さ
れまし た。
また、処遇改善や 地域と
連携し た運動を進め、仲間
づくりの重要性を再 認識し
た大会 となりました。

四国
国支
支部
部
四

四国支部の定期大会で
は 、 超 勤 縮 減 ・ WLB
月間
などの締め付けより も、超
勤しな くてもいい体制づく
りが先、在庁型支援 業務に
おいて 業務従事者が寄せ集
めで動きが悪い、人 員削減
の憂き 目をみている出張所
は手薄で年休もとれ ない、
人員が 足らず係員を監督員
にすることで対応してい

る、若 手職員の辞職など、
職場の厳しい実態の 意見が
多くだ され、人員削減によ
る職場環境の悪化が 浮き彫
りとな りました。

九州
州支
支部
部
九
九州支部は、６月３日
（土） に第２０回支部定期
大会を開催しました 。

参加組合員からの 発言で
特徴的 だったのは、政府の
骨太方針で６５歳ま での定
年延長が打ち 出されてきた
なか、年金の支給も後ろ倒
しになるので はないか。ま
た東京五輪後の公共事業費
の大幅減や文 科省の問題も
あり再就職も厳しい状況が
考えられるた め、６０歳以
降生活が維持できるかとい
う切実な不安の 声が多く出
されま した。
一方職場では、出 張所係
長が空 きポストになり、そ
こに再任用者が４日 勤務で
配置さ れ、従来係長が５日
で行ってきた以上の 業務量
を４日 でかつ超過勤務も請
求しづらい職場環境 のなか
でこなさな ければならない
厳しい状況が報告されまし
た。

地理
理支
支部
部
地

地理支部の定期大会で
は、地方測量部を管区機関
として格付け する、組織改
編が本院応用地理部で４月
にあったが、 要求段階から
職場の声が反映されていな
い、年度途中 の人事異動で
新たに対象者となった方に
は、積極的に拡 大の取り組
みをす る、国交労組との共
同の取り組みも積極 的に実
施して いくべき 、と いった 、
地理院独自の要求や 拡大、
国交労 組との共同の取り組
みについての意見が 出され
ました 。

