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②内閣人事局は増員につい
て「国土交通 省の要望にも
応えて いるつもりです 」「し
かし、地方整備局・ 国土地
理院の 増員をどうするかは
国土交通省本省の判 断です
ので本 省とよく話をしてく
ださい」と回答して いる。
本省自 ら地方整備局・国土
地理院の定員を減ら す判断
をしたとしか考えられな
い。

る。
昨年実施し た管理職アン
ケートでは、多くの管理職
員等が「最大 の問題は職員
が少ないこと。増員をして
欲しい」と、 切実な要求を
訴えている。

１０月１２日、国交管ユニオンと官房長との会見が
実施されました。この会見には国土交通省管理職ユニ
オンから神野委員長他５名が、当局からは藤田官房長
以下３名が出席しました。

①平成２４年度以降 地方整
備局・ 国土地理院の職員は
約２，２００名も減 らされ
ている 。その結果、全国の
係長等の空きポスト は平成
２９年度で７ ３３にものぼ
っている。さらに、係長等
の空きポスト は、全国の６
地整３１出張所の所長ひと
りという、あ ってはならな
い組織状況を生み出してい

１． 地方 整備 局・ 国
土 地理 院の 増員 につ
いて

〈 委 員長 発言 〉
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③防災 ・減災・老朽化対策
は国民の生命財産を 守る社
会資本 整備の最優先の使命
だと認識している。 その、
最先端で活 躍しなければな
らない地方整備局・国土地
理院の事務所 ・出張所・地
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②平成３１年 度から定年延
長とする動きが出ている
が、人員削減、給与 削減と
セット にならないよう、関
係機関に働きかけて いただ
きたい 。

①昨年、今年 と再任用フル
タイムが実現したが、全地
整での発令となっていな
い。再 任用者の経験・技術
力は組織に取ってか けがえ
のないものだと考えてい
る。是非全地整・地 理院で
の再任 用フルタイムを実現
していただきたい。 処遇で
は、再 任用フルタイムは係
長３級相当の格付け となっ
ているが 、定年退職後の生
活はローン返済等もあり 大
変な状況にあ る。当面、建
設専門官等４級相当格付け
とし将来的に は５級格付け
になるよう改善していただ
きたい。

２． 再任 用フ ルタ イ
ム の 全地 整・ 地理 院
で の実 現に つい て

方測量部の組織・機 構が拡
充・増員する ことはあって
も減らされることはあって
はならないこ と。

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

３ ．管 理職 員の 処遇
の遅 れに つい て

組織・機構拡充・ 増員問
題で意思疎 通を図るために
も技術系幹部（水管理・国
土保全局長、 道路局長等）
の団体交渉出席を是非実現
して頂きたい 。また、年２
回の団体交渉も他組織並み
に実現して頂 きたい。

５ ．労 使関 係
に つ いて

（裏 面 に つ づ く ）

大規模災害から国 民の命
・暮ら しを守ることは国交
省に課せられた大きな使
命。地 方整備局・国土地理
院、その現場におき まして
国民の こうした負託に応え
るべく最前線で任務 を遂行
してい ただいていると認識
している 。その認識の基に 、
災害対応をは じめ防災、減
災、社会資本の老朽化対策
など、国民の 負託に応えた
業務の遂行に適確に対応で
きるように、 厳しい現状に
あるが、業務執行の一層の
簡素・合理化を図りなが
ら、必要な組織の整備、要
員の確保を図 って行きたい
というのが基本的な考え
方。
職員 の年齢別構成につい
ては、当局としても 若年職
員層の 減少、４０歳台特に
前半から後半の職員 数が他

１．増員・組織執行
体制について

〈 官房 長発 言〉

①管理職になっても ５級に
昇格できな い異常な処遇実
態となっている。モチベー
ションにかか わる問題であ
り、管理職昇任即５級の基
準化を是非実 現していただ
きたい。

②昇格枠は４月にあるにも
かかわらず、 事務所課長は
退職前 １年６ヶ月（１０月
発令）で６級昇格と いう実
態にな っている。これは、
事業対策官等を退職 前２年
（４月 発令）としているた
めで、課長との差別 化を温
存する ために枠を使わない
卑劣な昇格実態とい わざる
を得な い。来年４月からの
現給保障カットも踏 まえて
早急に事務所 課長６級の２
年前発令を実現していただ
きたい。

４． テッ クフ ォー ス
の派 遣に 係る 勤務 時
間 管理 ・諸 手当 につ
いて （通 知文 の周 知
・徹 底）

各地 整・地理院の事務所
・出張所及び地測に 文書が
届いて いない。
本省として、より 具体的
な通知 を出す努力をしてい
ただいたにもかかわ らず職
場の管理職に 、何も知らさ
れていないのはなぜか。

２０１７年１０月３１日

の層よ り多いということは
認識している。年齢 別構成
の適正 化を通じて、組織活
力の維持を図ってい くとい
うのは 大事な課題だと思っ
ている。
希望 する職員の再任用に
ついては、若手職員 の計画
・安定 的な確保、早期退職
募集制度の活用など を考慮
し引き続き取 り組む必要が
あると考えている。
定員につい ては、府省全
体で毎年２％、５年度１０
％以上を合理 化することが
基本とされ、極めて厳しい
状況にあるが 、国民から負
託された国交省行政を適切
に遂行していく ためには、
必要な 要員の確保は必要で
あって、今後とも業 務の必
要性、 職場の実態等を査定
当局に十分に説明し ながら
最大限努力してまいりた
い。

職員の皆さんは長 年に渡
って培 かわれた経験・能力
を活かして職務に取 り組ん
で行く ことと合わせて、後
進の育成にも力を発 揮して
頂きた いと思っている。
勤務形態は、Ｈ２ ５年３
月の閣議決定 を踏まえて、
職員の希望を把握しながら
業務上の必要性に基づい
て、定員状況、若手職員の
確保の必要性 などを総合的
に勘案して任命権者が適切
に判断してい るものだと思
っている。具体的な業務・
格付けについ ても同様に業
務上の 必要性などを勘案し

２ ．再 任用 につ いて
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ながら 勤務実績、知識・経
験等の観点から各任 命権者
におい て適切に判断してい
くもの。定年延長或 いはそ
の際の環境整備について
は、制度官庁におい て検討
は進め られていますのでそ
の動向を国土交通省 として
は、引 き続き注視していき
たい。

３． 管理 職 員の 処遇
改善 につ いて
職員 の処遇は、重要な課
題であると受け止めてい
る。そ の為級別定数につい
ては、人事院に対し て業務
の重要 性・職員の人員構成
等を説明しながら、 上位級
ポスト の設置、級別定数の
拡大に最大限努力してい
る。全 体として良くなるよ
うにしっかり出来る だけの
努力をする姿 勢には今後と
も変わりはない。
昇格は、級 別定数の範囲
内で業務実績等、総合的に
判断して各任 命権者が適切
に行うという性格のものだ
と思っている 。従ってこの
ポストは、いつ昇格すると
か定年退職者 という理由で
昇格す る制度になっていな
いということだと理 解して
いる。 基本的には、各任命
権者が適切に行うと いうこ
とと理 解して頂きたい。

４． テッ クフ ォー ス
に つい て
災害発生時 など、現場の
最前線で大変ご尽力頂いて

いるこ とは、十分認識して
いる。テックフォー スにつ
いては 、これまでの東日本
大震災等の教訓など を踏ま
えて、 全国からの迅速な派
遣或いは現地での指 揮命令
系統の明確化を図ってき
た。合わせて対応の 増強や
対応の 技術力向上のための
研修や訓練、或いは 災害対
策車の機器や 出動の充実に
努めてきている。今後とも
被災した自治 体の的確な支
援を図るためにテックフォ
ースの充実強 化は基本的な
考え方。
処遇につい ては、これま
でもこうした業務の特殊性
・困難性を考慮 して、それ
に見合 う手当の支給を検討
するように人事院に 要望を
行って きた。合わせて、テ
ック派遣に関する勤 務時間
管理、 諸手当について整理
して、その内容を周 知して
きた。 今後ともこれに基づ
いて適切に対応して いきた
いと考えて いる。一応、方
針を示したのでこれをしっ
かりと実施し ていきたい。

５ ．労 使関 係 に
つ いて

交渉 の回数や持ち方につ
いては、当局として 約束で
きない が、まずは窓口で話
し合うのが基本です ので、
良く話 し合って頂きたい。
労使主張を異にす るとこ
ろはあ るが、労使相互の地
道な努力によって、 安定し
た労使 関係を定着させるこ
とが大事であるので 、引き
続きお互い努 力していきた
いと思っている。

〈主 なや りと り 〉

ユ：事務所・出張所は当
然、存続していくし 、機構
の充実 ・拡充はしていかな
ければならないとい う認識
は一致 しているのか。
当：そ れは非常に第一線の
重要な組織であるの で、今
後ともその役 割を果たして
いかなければならない。厳
しい定員事情 の中で最大限
努力していく。
ユ：再任用のフルタイム化
だが、地整は 定員の枠外に
ついて「本省にも要望して
おり本省自体 も、査定官庁
や必要 なところに話をして

当：いろんな意見交 換をし
ている 中でそういうことは
話をしている。

いただ いている」と言う理
解で良いか。

ものだ と思っている。お話
は承りました。

当：個別の話は出来ない
が、一般論として処遇の改
善、環境整備 は非常に大切
だと思っているので、精一
杯頑張って行 きたい。

ユ：国土地理院地方測量部
長は管区で災 害があったり
すると国土地理院の代表と
して管区長会 議に出たり、
本院でも国際会議の事務局
をしたり、重 要な会議に出
席し計画立案しているが、
その参加メンバ ーの中で、
級の格 付けが低い。そうい
うところも見て欲し い。国
際会議 や管区機関の会議の
時に同等の立場で話 や意見
が言え るような立場にして
頂きたい。また、地 測の課
長から 本院の課長補佐に登
用されても５級止ま りで退
職すること もある。

当：任命権者の判断。

ユ：フルタイムについて
は、各 整備局がやると言え
ば本省はそれに対し て“駄
目”と 言わないと言う理解
で良いか。

ユ：定年前の６級昇 格は、
今まで 労使がお互いに職場
の管理職の処遇が悪 いから
どうにかして いこうという
努力をした結果、今こうい
う状況までき ている。６級
定数だとか処遇改善するた
め、本省が人 事院に行って
枠をとってきて貰わないと
発令できない 。本省は関係
ないと言うことではない。

当：申 し上げたのは、自動
的にこの時期が来た からこ
うなる とか何年たったらこ
うなるというものではな
い。個 別の判断は必要です
と申し上げた。処遇 改善自
体は大 変大切な課題。

ユ：人は減ら される。フル
タイムも無い。処遇も他省
庁・他機関に 比べて遅れて
いる。災害、老朽化対応な
ど、職場は頑 張っている。
そこに報いるべきだと思
う 。どうもそ こが見えない 。

当：いろいろ 含め最近の災
害の話 とか予算とかご尽力
いただいていること は十分
認識し ている。これからも
よろしくお願いした い。フ
ルタイ ム再任用のあり方に
ついては、定員の状 況とか
若手職 員の確保の必要性等
を総合的に勘案して 各任命
権者の 方で毎年度適切に判
断をしていると言う 性格の

