勧告では「給与制度の総
合的見直し 」の完成により 、
行一６ 級相当以上の１．５
％減額支給措置が廃 止をさ
れ６級 昇格が改善されます
が、同時に現在実施 されて
いる激 変緩和の経過措置に
ついては、私たちの 要求に
背を向 け来年３月３１日で
廃止するとしており 、現在
現給保 障を受けている５５
歳前後の多くの職員 が賃下

発行
国土交通省管理職
ユニオン
所在地

東京都千代田区霞ヶ
関 2-1-2 中央合同庁
舎２号館

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/

げとな ります。また、再任
用者の給与のあり方 につい
ても昨 年同様引き続き検討
するとされ、生活関 連手当
の支給も含 め何らの改善も
されていません 。そのため 、
無年金におか れている多く
の再任用職員の生活実態を
顧みないもの となっていま
す。

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
再任 用のフルタイムにつ
いては、昨年同様、 当面の
措置と して「新規採用者を
一定数確保しながら フルタ
イム中 心の再任用が実現で
きるような定員上の 取り扱
いについて 関係機関に働き
かけを引き続き行うなど必
要な取り組み を行う 」とし 、
また「定年引き上げに向け
た論点整理を 行うなど必要
な検討を鋭意進めていく」
としており、 私たちの要求
を一定反映したものとなっ
ています。し かしながら、
フルタ イム再任用では定員
問題もありますが、 同時に
賃金引 き上げなど労働条件
を改善していくこと も重要
な問題 です。検討にあたっ
ては一方的な政府の 総人件
費抑制 の要請に応えるので
はなく、代償機関と しての
役目を 果たして欲しいもの
です。

１日に抑制された昇給を回復

ＮＯ．２９８
20１７. ８. １５
人事院は、８月８日政府と国会に対し給与に関する
勧告と人事管理に関する報告を行いました。
今回の勧告 は、４年連続
での改善の勧告となり、俸
給表の水準で６３１円
（ 0.15%
）、 一 時 金 ０ ． １
ヶ月分の改善 となっていま
す。今回勧告も若年層の改
善に重きを置 き、初任給は
１，０００円の引き上げ、
若年層につい ても同程度の
改定を 行っていますが、そ
の他の職員や再任用 職員に
対して は昨年と同様に４０
０円の引き上げにと どまっ
ていま す。そのため高齢層
では現給保障額にも 届かな
いため 実際の支給額は変わ
らず、生活が改善さ れるも
のには なっていません。

給与制度の総合的見直し

●

月例給、ボーナスともに引上げ

●
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本年の給与勧告のポイント

① 民間給与との較差（0.15％）を埋めるため、俸給表の水準を引き上げるととも

に、給与制度の総合的見直しにおける本府省業務調整手当の手当額を引上げ

② ボーナスを引上げ（0.1月分）、民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当に配分

① 本府省業務調整手当の手当額を引上げ

② 経過措置の廃止等に伴って生ずる原資を用いて、若年層を中心に、平成27年１月

管理職特別勤務手当は
『俸給の特別 調整額（管理
職手当）を補完する趣旨で
支給される手 当で、他の給
与では必ずしも十分評価さ
れているとは いえない週休
日又は休日等における勤務
に対し支給され る手当』と
して１ ９９２年４月に新設
されました。
さら に、頻繁する災害に
対応した緊急体制が続く
中、ユ ニオンが管理職員の
災害時や深夜勤務に ついて
超過勤 務手当の支給を要求
する中で、国土交通 省の管
理職員の勤 務状況を念頭に
置 い た ｢管 理 職 深 夜 特 別 勤
務 手 当 ｣が ２ ０ １ ５ 年 ４ 月
より施行されました。
２０１５年 ２月４日に行
われたユニオンと人事院本
院との会見で 「管理職深夜
特別勤務手当」について人
事院は次のよ うに述べてい
ます。

①管理職手当や従来の管理
職特別勤務 手当で十分な
フォローが出来てるか疑
問
②従来の管理 職特別勤務手
当 の ｢場 所 と 時 間 」 の 制
約を取り除いた
③手当支給に当たっ ては国
土交 通省の職場実態（現
地調査も行い）を 念頭に
置い ている
④ 国 土 交 通 省 に は ｢支 給 に
当たっては必要以 上に慎
重にならな いようお伝え
する｣

支給要件は業務内容が
「臨時又は緊急のも の」で
「真に 必要性があったかど
うか」が判断基準の 全てで
あり、 勤務場所や勤務した
時間の制約はありま せん。
で 派 遣されて
TEC-FORCE
いる間も同様に取り 扱われ

ます。また派遣での移動中
については業 務の打合せ等
一定の要件に当てはまれば
支給対象とな ります。事前
の振替命令を行っていない
場合でも事後 整理で振替を
「強要」したり、在宅勤務
が即応性など合 理的な場合
であっ ても勤務官署と同様
な勤務でないなどと して、
支給に ついて制限をかける
など誤った解釈を行 ってい
る場合 もありますが、請求
しなければ支給され ないた
め必ず 請求を行っていきま
しょう。

（１）各種資料の整理

（２）通常の勤務時間内のおいても一般的に行われ
ているデータの計測、機器の管理その他これに類
する業務

（３）所属機関以外の機関等が主催する諸行事（記
念式典、表彰式、講習会等）等への儀礼的な参加、
出席（あいさつ等を行う場合を含む）

管理職深夜勤務手当
平日の午前0時から午前5時の
間、短時間でも勤務した場合。
課長･出張所長は四種
府県部長 ３種 4,300円/回
管区課長 ４種 3,500円/回
地方課長 ５種 3,000円/回

【支給対象とならない業務】
これ以外の業務は支給対象
管理職特別勤務手当
管理職員が休日等に出勤した
場合支給される
区分
6時間未満6時間以上
3種
8500
12750
4種
7000
10500
5種
6000
9000
課長･出張所長は４種
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（４）所属機関が主催又は共催する諸行事等への開

催事務担当者以外の立場での参加、出席また、国
会関係業務、法令協議関係業務、予算関係業務等
についても、直後の勤務日の始業時間以降に処理
できるものについては、この手当の支給対象とな

る業務としては取り扱わないものとする。
（主催、共催の諸行事にスタッフとして参加すれ
ば支給対象となる）

