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害対応 組織を新設し、新た
な人員を確保する事 が必要
です。
そのため、国土交 通省当
局、内 閣人事局に左表の項
目を内容とする要求 書を提
出して います。

大規模な土砂
災害 が 発生
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毎年のように西日本豪雨災害をはじめとして災害が頻
発し、災害はいつ、どこにでも発生しても不思議ではあ
りません。国土交通省は、今回の災害に対しても四国・
中国地方に緊急災害対策派遣隊を派遣しています。

ても、 直轄整備管内で、少
なくとも５箇所で死 者を含
む大規 模な土砂災害が発生
しています。
Ｈ２ ６年８月の広島豪雨
土砂災害と同様、今 回も広
島県東 部を中心に線状降水
帯が発生し、これま でに土
砂災害 が少なかった呉市や
熊野町でも大規模な 土砂災
害が発生して います。
当面、業務に追われると
思いますが、 部下職員の健
康ファーストで対応したい
と思います。
なお、災害対応等の課題
については、 各自、整理し
ておきたいと思います◆

５．多くの管理職員は、災害時には「体制」に組み込まれ、地方整
備局長などの指揮命令下にあり、一時的に管理・監督の立場でな
くなることになります。このことを理解され管理職員の災害時の
諸手当の見直しを関係機関に働きかけること。

山では 大規模な災害が発生
しています。
河川 では、山陽側を中心
に多くの河川で計画 高水位
を超え たほか、倉敷市の高
梁川の支川の小田川 では、
破堤に より広範囲に床上被
害が発生しています 。太田
川では 、太田川の支川の根
の谷川が氾濫し、破 堤寸前
まで損傷して います。道路
では、高速道路も約５０箇
所で損傷し、 あちらこちら
通行止めとなっています。
また、鉄道 は、新幹線こ
そ復旧しましたが、在来線
は、あちこち で運行中止が
続いています。
私が担当する砂 防につい

４．大規模な災害時における派遣職員や官署勤務職員の安全と健康
を守るため、新たな人事院規則の制定を人事院に働きかけること。

７月 １０日、中国支部の
末永中執（太田川工 務２課
長）か ら次の報告が入って
います。
◆先週 末に中国地方等を襲
った豪雨により、広 島や岡

３．現在の緊急災害対策派遣隊について次の改善を図ること。
①危険箇所等へ派遣される職員の、災害防止に必要な措置をとる
こと。
②災害対応に従事する職員の命と健康を守るために、必要な装備
品などを整備すること。
③長時間労働に陥らないよう、人事院規則などで求められる休息
や休憩、勤務日と勤務日の間に適切な休養を確保すること。
④被災地で自動車運転をする職員が過労状態で運転すことがない
よう努めること。
⑤自らや家族が被災者となっている職員の勤務実態についても、
現地で把握し、必要な措置をとること。
⑥官署で勤務する職員についても、被災地に派遣されている職員
同様、長時間労働に陥らないよう、適切な休憩・休息、休暇が
取得できるようにすること。
⑦大規模な災害発生時における業務執行体制について、貴職自ら
現地調査した上で、職員の命と健康・安全を確保とした体制を
確立するために、
「定員の確保」を関係機関に上申すること。

発行
国土交通省管理職
ユニオン
所在地
きていますが、根本的な解
消に至ってい ません。
その原因は、緊急災害対
策派遣隊の活動 が法的な裏
付けが なく国土交通省設置
法の所掌事務の運用 の範囲
内での活動であるからで
す。そのため地方整 備局や
事務所 に災害派遣組織が設
置されず、人員の確 保もで
きてい ません。
地方自治体や住民 の期待
に少しでも 応え、国土交通
省の役割を広げ、十分に果
たすためにも 、国土交通省
の地方整備局や事務所に災

２．各地方整備局や事務所に災害派遣組織を新設すること。その際、
その組織には新規増員すること。
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２０１６年４月熊本地
震、１７年７ 月九州北部豪
雨、今年６月の大阪北部地
震に続く西日本 豪雨災害な
ど「過 去に例を見ない異常
気象による大災害」 が発生
してい ます。
その度に、私たち 国土交
通省に 働く職員は、自らが
被災している場合で も、被
災者の 救出支援、家屋・イ
ンフラの診断などの 被害状
況調査、応 急復旧・応急対
策に取り組んできました。
その結果、 ２０１４年度
に人事院総裁賞を２０１５
～１６年度防 災功労者内閣
総理大臣賞を受賞していま
す。
しかし、職場では連年に
わたる厳しい 定員削減の結
果、日 常的に労働強化が続
いています。緊急災 害対策
派遣隊 を送り出している職
場でも例外ではなく 、残っ
た職員 が派遣されている職
員の分も含めて通常 業務を
処理しているのが実態で
す。
私た ちは、こうした実態
の解消をこれまで要 求して

１．国土交通省設置法の所掌事務に「公共土木施設の被災状況調査
の応援及び支援並びに緊急災害対策派遣隊に関すること」を明記
すること。
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西日本豪雨をはじめ頻発する災害から
国民の安全・安心をまもるため

緊急災害対策派遣隊の
法制化と増員を！
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期大会 が開催されました。
定年延長、フルタイ ム要求
や地方 測量部を管区機関と
して位置付けるなど 処遇を
改善し ていく方針を確立し
ました。

■ 写 真 はのぼりを持 つ西 村
本部事務局長■

７月４日、 近畿支部では
毎年参加している平和行進
に参加しまし た。

近畿支部

堀之内 幸昌

中国地測

６月 １５日第１９回の定

事務局長

最郎

歯止めをかける必要があ
る」
「ラインポストが 減り 、
スタッ フポストが多様化し
ているが場当たり的 な業務
分担に なっている」などの
意見がだされました 。
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遣され ている。土木営繕は
ブロック化されてい るが、
他の職 種も可能と考えてい
る幹部職員がいる。 再任用
の複数 年のフルタイムを。
仕事があいまいにな ってい
る（訓 令職の）仕事を明確
化すべき。などの意 見が出
されて いました。

和洋

四国支 部
去る六月一六日（ 土）高
知城ホ ールにおいて２０回
定期大会が開催されまし
た。
大会
におい
て、昇
格の定
年延長
及び再
任用の
処遇改
善、管
理職等
アンケ
ートな
どの運
動を進
めてい
くこと
や今年 度は支部ニュースを
定期的に発行するこ とを確
認しま した。

九州支部

野口

基本図情報部

四国支部

６月 ２日第２１回の定期
大会が開催されまし た。大
会 で は 、「 中 津 災 害 」 で 初
めて人
命救助
で緊急
災害対
策派遣
隊が派

九州支部
地理支部

貢

事務局長

基 本 方 針 」（ 骨 太 方 針 ） で
は「被災地の早急な 復旧・
復興に 向けて緊急災害対策
派遣隊の体制・機能 を拡充
・強化 」とうたわれていま
す。私たちの要求と 一致し
ている と考えられるので、
緊急災害対策派遣隊 の組織
化・増 員など防災体制の拡
充・強化に向けて、 本省当
局の更なる努 力が求められ
ています。

太田川

末永 敦

これ以上の定員
削減はダメ

国土交通省の定員要求と決定数の変化

がある中で、防災減災対策
や老朽化対策 などが柱と考
えているので、引き続き増
員に努力して いきたい」と
していますが、今年度にお
いても、農林水 産省につぎ
多くの 定員削減となってい
ます。６月に閣議決 定され
た「経 済財政運営と改革の

事務局長

明比

執行委員長

中国支部
６月２日第２１回 の定期
大会を 開催しました。
大会で
は「再任
用職員の
給与や手
当の改善 、
モチベー
ションを
もって働
ける環境
に改善が
必 要 」「 課
長・出張
所長の６
級昇格は
進んでき
ているが、さ らに改善すべ
き 」「 防 災 体 制 や 危 機 管 理
体制のなかで交代要 員もお
らずこ れ以上の定員削減に

出雲

執行委員長

勇

矢沢

執行委員長

差し引き 新規増員数 定員合理化数 差し引き
定員合理化数

要求総数

地整減（港湾含む）

定
決
増 員 要 求

年度

執行委員長 河村 昭

来年度の機構・定員の要求基準
を閣議決定
政府は７月１０日、２０
１９年度の定 員要求の基準
を閣議決定しました。それ
によると、定 員について昨
年度同様に定員合理化、新
規増員の抑制に 取り組むと
し、緊 急重点分野として周
辺海域を取り巻く情 勢の緊
迫化に 対応し「海上保安の
基 盤 強 化 」「 円 滑 な 検 疫 」
などが 挙げられています。
また、国家公務員 の人件
費 予 算 に つ い て は 、「 職 員
構成の高齢化等に伴 う構造
的な増加を 抑制する 」とし 、
定年延長に関しては「能力
・実績主義の 人事管理を徹
底できるのかと指摘されて
いることに留 意しつつ人事
院の検討を踏まえた上で制
度 設 計 を 行 う 」「 当 面 新 規
採用の確保に配慮しつつフ
ルタイム再任 用職員の活用
を進め る」としています。
フルタイム職員の 活用は
昨年度 も方針とされていま
すが、その方針に反 し国土
交通省 では、フルタイム採
用がわずかしかありませ
ん。
また、本省当局は 、ユニ
オンと の折衝で「５年で１
０％削減の政府全体 の方針

中国支部
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