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国土 交通省の合理化は地

１． 増員 につ いて

頼を揺るがす 事案が明らか
になっている。まじめに働
いている職員 への裏切りで
ある。防災官庁としての国
交省が感謝さ れている一方
で、障害者雇用の水増問題
について指摘 した上で、以
下の５ 点についてパワーポ
イントにより管理職 が置か
れてい る課題について説明
し、官房長の見解を 求めま
した。

９月２８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
ンから上原委員長他５名が、当局からは藤井官房長以
下３名が出席しました。

会見 の冒頭、上原委員長
より 、今年も大阪北部地震 、
７月の 豪雨による災害、台
風２１号の高潮被害 、北海
道 胆 振 い( ぶ り 東) 部 地 震 な
ど相変わらず災害が頻発
し、その都度 整備局・地理
院の職員は現場で昼夜を問
わず対応に追 われている。
国交省は 、防災官庁として 、
国民から期待 され、被災者
からも感謝されていると思
っている。し かし、障害者
雇用の 水増しなど行政の信
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方整備局が受け持っ ている
形とな っているが、削減は
限界に来ている、外 注化も
限界 、増員をお願 いしたい 。
「障害者雇用促進法」の
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旧建設省の フルタイム再
任用者が少ない、フルタイ
ム希望者全員 をフルタイム
で採 用されるようにして頂
きたい。
フル タイム再任用者の格
付けが３級係長では 悪すぎ
る。管 理職の経験を生かせ
られる業務とポスト とし、

３ ．再 任用 つい て

人事 院から意見の申し出
でが出された、民間 は給与
減額な しが６２．５％もあ
るのに、６０歳以降 は６０
歳前の７０％ となつており
問題がある。
役職定年も 有り、管理職
手当の減額を加えると６０
％になる。
６０歳以降の任用は国交
省次第である ので、給与減
額が起こらない運用として
頂きたい。

２． 定年 延長
に つい て

水増し数６０３．５ 人、に
ついてどう対処されるの
か。このようなことは、国
交省の職員自 体の信頼を損
なうことにも繋がることか
ら、適切な対 応をお願いし
たい。

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

応にお いては、国民の期待
ある中で瞬時の素早 い対応
をして いただいている。さ
らに社会資本整備に よる用
地の確 保や地域の活性化な
ど、重要な課題があ る中、
体制を しっかり確保してい
きたいと思っている 。
特に 災害については、テ
ックフォースのご指 摘もあ
ったが、現場 の最前線で災
害支援をしっかり行ってい
くことは、国 民から頼りに
される国土交通省の基盤に
なっていると 思っている。
公務についてのそれを巡
る環境は非常 に厳しさが増
している状況である中、国
民の期待にきち んと応えら
れるよ うな対応をしっかり
と取っていくということ
で、管 理職も含め職員一丸
となって取り組んで いくこ
とが重 要であると思ってい
る。我々当局として も、職
員のみ なさまの心身の健康
の保持、さらに増進 に十分
に配慮しな がら業務の一層
の合理化を進めるといった
ことで、適切 な業務執行を
進める、さらには、勤務環
境の整備が重 要であると思
っている。

４級以 上のスタッフポスト
にして頂きたい。

年２回の団体交渉 を他組
織並みに実現して頂きた
い。

１． 増員 につ いて

５ ．労 使関 係
に つい て

昨年度も指摘している
が、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、とりわ
け北陸地整の 昇格実態は問
題である。管理職昇任即５
級の基準化を 是非実現して
頂きた い。
事務所課長は退職 前１８
ヶ月で の６級昇格という実
態、無駄な６ヶ月で あり退
職前２ ４ヶ月で発令される
ようにして頂きたい 。
テッ クフォースを含め災
害時は管理職手当で 働かせ
放題と なっている、災害時
は超過勤務手当が支 給され
るようにして 頂きたい。

４． 管理 職員 の
処 遇に つい て

〈 官房 長発 言〉

国家公務員の定員は、平
成２６年７月に閣議決定
し、府省全体で毎年２％、
５年間で１０ ％以上を合理
化することを基本としてい
る。さらに各 府省の業務改
革の推進で合理化を行うこ

（裏 面につづく）

管理職のみ なさまには、
日頃か ら国交省の業務につ
きまして管理職の立 場で責
任ある 応対していただき感
謝申し上げたいと思 ってい
る。今 、委員長よりご指摘
にもあったとおり、 国交省
の行政 自体、国民に密着し
た仕事であり、特に 災害対
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ととな っており、人員につ
いては厳しい状況に ある。
そうい った中で私どもとし
ては、災害対応をは じめと
して、 防災・減災、社会資
本の老朽化対策など 国民の
負託に 応えて業務の的確な
執行に向けて、厳し い状況
ではあ るが、業務執行の合
理化を図りながら組 織の整
備を図って行 きたいと思っ
ている。
１人出張所 の問題につい
ては、事務所や出張所の人
員配置は各任 命権者がその
業務の必要性に基づいて厳
しい現状を勘 案しつつ、判
断していくものであるが、
危機管理は、国 民の期待に
応える ため、重要な体制の
基盤であると思って いるの
で、そ のようなことを踏ま
えながら必要な組織 の整備
を行っ ていきたい。
障害者の関係について
は、
社 会を騒がせているが 、
国交省だけの問題で はなく
政府として どういう対応を
していくのかについて、現
状はその途上 にあると思っ
ている。中身としては、厚
生労働省のガ イドラインと
は異なった形、具体的には
障害者手帳の 確認を行わな
いで計上するということで
雇用数が、実 際には再度確
認した ところ、法定雇用率
制度を下回っていた ことが
生じて いる。これについて
は政府全体での関係 閣僚会
議が出 来ており、さらにそ
の下に、私もメンバ ーとな
ってい る厚生労働大臣を議
長とする「公務部門 におけ
る障害 者雇用に関する関係
府省連絡会議 」が設置され 、

今回の 事態の検証、あるい
は今後速やかに達成 するこ
とにつ いて、政府一体とし
て検討を行っている ところ
である 。現在のところ、ど
ういった形で進める かは、
まだ、 申し上げる状況に至
っていないが、いず れにし
ても、 国交省全体の問題で
あると認識しており 、速や
かに法定雇用 率を確保する
ということを進めて参りた
い。

２． 定年 延長
に つ いて
委員 長からのご指摘もあ
ったが、人事院から 政府に
対して 定年を段階的に６５
歳に引き上げるため の国家
公務員 法等の改正について
の意見の申出が行わ れてい
る。国家公務 員の定年を段
階的に６５歳まで引き上げ
る。役職定年 制を設ける。
当面、６０歳超の職員の短
時間勤務制を 導入する。
以上が定年延長の概要と
なっている。 これについて
は、政府に提出され、これ
を元に政府側 としても検討
する。 具体的に、どういっ
た形で運営されていくか
は、こ れからだと思ってい
る。定年引上げは高 齢者職
員の生 活設計に、重要な課
題であると認識して いる。
職員の 士気の確保の必要性
を踏まえて、職員が 安心し
て職務に 従事できる制度に
なるよう、制度官庁の検 討
の動向を注視していきた
い。

３． 再任 用に つい て
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。
再任用職員の勤務形態
は、Ｈ２５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。

４ ．管 理 職員 の処 遇
改 善に つい て
一般的に職員 の処遇は、
重要な 課題であると受け止
めています。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。

国土 地理院は、設置法で
特別な機関の位置づ けにな
ってい る。これを踏まえ、
どういった組織体制 にして
いくかを考 えていく必要が
あると思っている。地理院
の職員の行っている仕事
は、減災・防災等、重要な
役割を担って おり、職員の
処遇について少しでも改善
が図られるよ う努力して参
りたい。
テックフォ ースに関して
は、災 害発生時の対応は、
より迅速に、より的 確な対
応が求 められる中、テック
フォースの存在感、 それに
対する 自治体の期待が高ま
っている。そのよう な中で
派遣さ れる職員の任務の重
要性は十分に認識してい
る。そ の中での管理職の業
務について、どうい った対

応が図 られるか。現在は、
一般職員とは別に特 別調整
額があ り、管理職員に行な
っている平日から深 夜にま
たがる 勤務が管理職特別手
当で対応することと なって
いる。 テックフォースの業
務の重要性を考慮し 、それ
に見合う業務ができるよ
う、人事院に要望を 行って
いるところで ある。テック
フォース派遣に係る勤務時
間の管理、諸 手当について
も整備していきたい。災害
対応は極めて 重要なことで
あり、管理職の皆様に過度
な負担になら ないように十
分配慮しながら、対応して
参りたい。

５ ．労 使関 係に
つい て

交渉の回数や持ち 方につ
きましては、 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。

管 理 職 員 の処 遇
改善を！

〈西村 事務 局 長か ら 〉

最後に西村事務局長か
ら、管 理職の処遇改善につ
いて指摘し、会見を 終わり
ました。

維持 管理の予算が足りな
いといった状況で管 理が出
来ない といった、あっては
ならないといったこ とが生
じてい る。予算の確保は、
本省の責任でやって いただ
くこと 、西日本の豪雨の対
応においても、直轄 以外で
も職員 が昼夜を問わず、頑
張っている。予算に おいて
は予備費で行 うこととなっ
ているが、繰越の出来ない
予算は 、負担が大き くなり 、
更なる超勤が増えることが
想定される。 この部分は、
再度本省が財務と協議をし
てほしい。ま た、補正予算
による予算の組み替え等知
恵を働かせて、 現場に負担
をかけ ないようにしてほし
い。
テッ クフォースでも、働
いた分は管理職であって
も、超 勤で支払うといった
処理をやれば管理職 もやり
甲斐が 出てくると思ってい
る。更に、定年延長 におけ
る役職定年 の問題でも、若
手の職員が管理職になりた
くないといっ た声も聞こえ
てきている。是非、管理職
の処遇を良く するようお願
いしたい。

