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国土交通省管理職ユニオンは、２月９日「業務執行
体制及び管理職員の処遇改善等に関する基本要求書」
他４本の要求書に基づき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１９名が、
当局からは藤田官房長を筆頭に、人事課長、調査官他
１５名が出席しました。
交渉の冒頭 、ユニオンで
取り組んだ「管理職員の処
遇改善を求め る要求支持署
名」
１３４２名分を提出し 、
管理職の処遇 改善を強く求
めました。

続いて、神 野委員長から
次の６点について指摘しま
した。
①組織・機構拡充
公共事業費 関係予算の約
９割が国土交通省であり、
その執行の大 半は地方整備
局・地 理院が担っている。
加えて地震等の緊急 的な災
害復旧対応が頻発してい
る。しかし、それら に対応
すべき地整・地理院の組
織、機構は２７年度 から４
年間で 約一千名削減され最
悪の状態と認識して いる。
こうし た過酷な職場では自
殺者も出ている。
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追及する神野委員長

②業務 改善
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 部職員
の思い つきや好みと思える
業務の中止など、具 体的な
改善策を示 していただきた
い。
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③パワハラ問題
パワハラの 撲滅に向けて
ユニオンが提案しているル
ール作りを、 他省庁に先駆
け行なっていただきたい。
④再任用フル タイム及び定
年延長
来年度、国 土地理院、関
東地整などで再任用フルタ
イムが実現した が、全地整
での発 令となっていない。
全地整で実現してい ただき
たい。 平成３１年度から定
年延長の動きがある が、民
間は退 職時給与の７５％と
なっている。同様の 給与と
なるよ う関係機関に働きか
けていただきたい。
⑤管理職の 処遇の遅れ
５６歳を越え管理職にな
っても５Ｃ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
る問題であり、管理職昇任
即５Ｃの基準 化を実現して
ほしい。また、課長６Ｃ発
令は４月に発 令すること。
⑥労使 関係
技術系幹部の団体 交渉出
席、年 ２回の団体交渉も他
組織並みに実現して いただ
きたい 。また、組合所属に
よる不利益扱いはや めるこ
と。
神野委員長の発言 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 職の皆さんには日頃
から国土交通省の重 責のあ
る立場 でご尽力いただき、
まず感謝を申し上げ る。国
土交通 行政は、社会資本整
備などを通じて国民 の安心
安全の確保に貢献するな
ど、国民生活に根ざ した幅
広いも のです 。
特に 近年は 、
東日本大震災や、昨 年七月
の九州北部豪 雨など様々な
大規模災害が相次いで発生
しているなか 、テックフォ
ース、リエゾンとして活躍
して頂くなど 、皆さんには
全国各地の現場の最前線で
災害復旧や自 治体支援など
昼夜を問わず全力で働いて
頂き 、そうした努力も あり 、
国土交 通省は国民から大変
頼りにされる存在に なって
きてい ると認識している。

①組織の位置 づけについて
「大 規模災害から、国民
の命と暮らしを守る 」こと
は、国 土交通省に課せられ
た大きな使命である 。地方
整備局 、国土地理院や事務
所は国民の負託に応 えるべ
く最前 線で重要な任務を担
っていると認識して いる。
地方整 備局の体制について
は、行政ニーズや社 会経済

情勢の 変化に的確に対応し
ながら必要な組織の 定員を
確保し ているが、国家公務
員の定員については 、府省
全体で 毎年２％、５年１０
％以上を合理化をす ること
とされ ており、新規増員の
抑制を図るという極 めて厳
しい状 況にある。そのよう
な状況の下での国民 から負
託された国土 交通行政を遂
行すると共に、国民から期
待されている 役割をしっか
り果たしていくしかない。
必要な要員に ついては、今
後とも災害対応・防災減災
対策・老朽化 対策をはじめ
とする業務の必要性を説明
しながら最大限 努力をして
参りた い。なお、国土交通
省の業務の重要性・ 業務量
増大に 対して適切に対処す
るために業務委託の 活用を
行って いるが、引き続き建
設業務に取り組むこ とによ
って職 員の技術力向上に努
めていきたいと考えてい
る。

②職員 の健康について
職員が心身ともに 健康な
状態で 勤務することは大変
重要であると考えて いる。
このた め業務執行に当たっ
ては職員の過度の負 担とな
らない ように十分配慮し、
（裏面につづく）
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併せて 必要な健康管理を行
っていくことが基本であ
る。こ れまでも、業務の必
要上長時間の超過勤 務を行
った職 員に対して医師によ
る面接指導や臨時健 康診断
を実施 するなど、各機関で
工夫した取り組みを 行って
きたと ころ。今後とも本省
各機関と連携を図り つつ健
康管理に十分 留意しながら
業務配分の見直しや事務の
簡素化・合理 化等進めるな
ど、健康に配慮した職場と
するよう進め て参りたい。
③業務改善について
業務執行に 当たっては、
国民から負託された国土交
通省の業務を適 切かつ効率
的に実 施できるよう、各機
関がそれぞれの実情 を踏ま
えて、 いろいろ工夫しなが
ら取り組んでいるも のと認
識して いる 。当局と しては 、
厳しい定員事情や職 場実態
の中で 「女性職員の活躍と
職員のワークライフ バラン
ス推進のた めの国土交通省
取り組み政策」に基づき、
業務の効率化 や早く帰りや
すい環境を作る勤務時間マ
ネージメント 対策など、各
機関において具体的な取り
組みを進めて いるところ。
加えて人員削減に伴う業
務の簡素化に ついては、平
準化に 寄与するものとして
平成３０年度予算で は、２
カ年国 債の増額や、昨年に
引き続きゼロ国債を 計上し
ている 。それらの活用によ
り、発注者の助けも 借りな
がら、 施工の平準化による
業務の集中を防ぐこ ととな
ると考 えている。職員の能
力を最大限に発揮し て、国

土交通 省の生産性を向上す
ることは重要である と考え
ている 。今後とも各機関が
行った取り組みを継 承する
など、 業務成果を全省的に
検証し、引き続き対 策を進
めて参 りたい。

④パワハラに ついて
いわゆるパワハラは有っ
てはならないも の。上司に
よる部 下の指導は部下の気
持ちにも配慮しなが らお互
いに意 思疎通が円滑に図ら
れるように適切に行 う必要
がある と考えている。当局
としては、各種研修 の機会
を活用 しながら管理監督者
の意識の向上を図り つつ、
その方針で努めて参りた
い。
⑤再任用定年 延長について
再任用職員の皆様には、
長年 、国土交通省（建設省 ）
で培われた経験や能力を生
かして職務に 取り組んで頂
くと共に、後進の育成にも
力を発揮して 頂きたいと考
えてい る。再任用職員の勤
務形態については、 閣議決
定があ り、職員の希望を把
握しながら、業務上 の必要
性に基 づいて、定員事情、
若手職員の確保の必 要性等
総合的 に勘案して各任命権
者において、毎年度 適切に
判断し て行くものと考えて
いる。再任用職員の 具体的

な業務 や格付けについても
業務上の必要性など 勘案し
つつ勤 務実績・知識・経験
を生かす観点から各 任命権
者より 適切に判断して行く
ものと考えている。
定年 延長については、制
度官庁において検討 は進め
られて いるものと承知して
る。その状況を引き 続き注
視して参りた い。

⑥処遇改善について
職員 の処遇は、重要な課
題である。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 ながら上位級職
務の設置、級別定数の拡大
に最大限努力 をしていると
ころである。全体として出
来るだけ努力 しなければな
らないと考えており、その
姿勢に変わり はない。昇格
は級別定数の範囲内で、勤
務成績を総合 的に判断して
各任命 権者が適切に行うも
のであると考えてい る。こ
のポス トは、いつの時期に
昇格するとか職務の みで昇
格させ るという制度にはな
っていない。
⑦労使 関係について
交渉のあり方について
は、約 束できるものではな
いが、先ずは窓口で 話し合

って頂 きたいと思う。今後
とも労使相互の地道 な努力
によっ て安定した労使関係
を築いていきたいと 考えて
いる。 引き続きお互いに努
力をしたいと考えて いる。
組合 所属による不利益に
ついては、厳正公平 適材適
所で役 員であることは業務
上の判断要素に含ま れてい
ない。国土交 通省の業務を
適切に行っていく為にも安
定した労使関 係は必要だと
考えている。
次に各課題毎に個別の追
及を行いまし た。
■増員について、毎年災害
が起きているな か、災害対
応して いる職員の健康管理
が出来ない。２００ 名の現
員が毎 年切られている。現
場をよく分かった上 で増員
を考え るべきとの追及に対
し 、「 災 害 対 応 で 厳 し い と
言うこ とは、受け止めなけ
ればいけない。その 中で我
々としては 最大限頑張って
いきたい。国土交通省の実
態や定員事情 を査定官庁に
伝えている。しっかり対処
し て い き た い 。」 と 当 局 の
考え方が示されました。
定員につい て、１人出張
所は良くない状態。当局は
事務所・出張 所の体制が十
分だと の認識なのか。職場
では工夫しながら頑 張って
いるの が現状だ。そこは認
識を一致させないと いけな
い。こ れに対し調査官は、
「厳しい定員事情は あるが
最大限 努力していく。出張
所の人員配置につい ては、
任命権 者が適切に判断して
いること。いろいろ な制約

の中で 各任命権者が判断し
て い る 。」 と 任 命 権 者 の 判
断に終 始し、また、業務の
簡素合理化も進める との発
言もあ り本省として努力す
る姿勢が見られない 回答で
した。
■再任用のフルタイ ムにつ
いて、 業務上の必要性と言
うことであればハー フより
フルの方が活 用できる。再
任用者を有効にどのように
活用するか発 想がない。
４級枠を人事院に要求し
てワンランク アップを実現
してほしい。これに対し当
局 は 、「 再 任 用 の 格 付 け に
ついては、総合的に判断し
て決めている。 高齢職員の
雇用と 年金の接続について
は、重要な問題だと 思って
いる。 職員の希望を把握し
た上で、業務上の必 要性、
定員事 情や若手職員の採用
等を総合的に勘案し て、各
任命権 者が判断している 。」
との回答でした。
■処遇改善 について、管理
職の５Ｃに関して、標準職
務表を逸脱し ているのは旧
建設。管理職で５Ｃになれ
ないのは問題 である。この
指摘に対し「全体が少しで
も改善される ように定数の
改善を要求している。人事
評価に基づいてやってい
る 。」 と回答。
■テックフォースの 移動時
間につ いて、各地整の取り
扱い方にアンバラが 有る。
どうし てこのようになって
いるのか調べてほし いと指
摘しま した。
委員長のまとめ後 、人事
課長は 「皆さんの問題意識
を受け止めて改善で きると

ころは 改善するということ
で取り組んでいきた い」と
発言が あり交渉を終了しま
した。

第二一回定期全国大会召集

国交管ユニオン規約第十条及び
議事運営細則第二条に基づき、第
二一回定期全国大会を召集します

隆司

日時 二〇一八年 五月二六日（土）
五月二七日（日）
場 所 豊 橋 市 神 野新 田 町 ミ ノ 割 １
ー３
ホテルシーパレスリゾート
議題
①二〇一七年度運動の総括
及び二〇一八年度運動方針（案）
②二〇一八年度財政方針（案）
③二〇一七年度会計監査報告

二〇一八年四月九日
中央執行委員長 神野

二〇 一八 年度中央 諸役員 の 立候補受付

役 員の 任期 満了 に伴い 、二〇一 八
年 度中 央諸 役員 の選 出をおこ なう
の で、 左記 のと お り立候補 受付を
公示します。
一、役員と定数
国 交管 ユ ニオン 規約第 二四 条
による
二、立候補の締切日
二〇一八年五月二七日
三、選挙
二〇一 八年五月 二七日 に大会
代議員の投票により行う
四、立候補の届出
立 候補する 者は中 央選挙管 理委
員長宛に届け出ること。
届出先 は国交管 ユニオン 中央本
部まで。
二〇一八年四月九日
中 央選挙管理委員長

