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律 四日勤務。 当局は定員 問
題 と言うが、 次期四月時 点
で の 欠 員は 五 ○」【地 理】、
「 次期四月、 高知でのフ ル
タ イム再任用 が実現。業 務
艇 の 船 長を務 め る行 二 職
員 。分会の高 組織率を背 景
に 職場要求とし て実現 【
」四
国 港湾】 等の 発言があり ま
し た。

行 二 不補充 方針を
突破 災害対 策関連 で

④昇給幅の圧縮・諸手当見直し

)

期間 業務職員 の処遇改善 に関
しては 、「日給月 払い賃金 の月給
制への 転換を。 本省権限 ででき

期間 業務職員の均等 待遇
再応 募時の公平 性確保を

行 二 職 員 に関 して は さら
に、
「昨年 港湾法が 改正。災害時
の緊急 航路確保 のため、 海洋環
境船一 〇隻のう ち四隻は 職員採
【 近畿港湾】と
用され ることに 」
うれし い報告が ありまし た。

(

)
(
実現にむけた反撃にとりくむことが必要であり、職場内にとどまらない広範ななかまと連帯・共同を広げ、

)
(

国港湾】等の発 言があり ました。
九八年からつ づく官民均 衡原
則のもとでの 賃下げ悪循 環を断
ち切るために は、生計費 重視の
賃金決定への 転換を地方 から求
める運動が重要です 。賃 上げ要
求とともに全 国一律最低 賃金一
千円の即時実 現を掲げ、 地域で

賃金改善など私たちの労働条件をはじめ諸要求の実現には、すべての国民・労働者とともに国民的要求

)
(

国土 交通労働組 合は 二月 一〇日から 一一日にか けて、豊橋市内
で第三 回中央委 員会を開 催。東 海建設支部 からは中央 委員とし て
三名が 参加しま した。質疑・討論では 、賃金課題 をはじめ 、再 任
用や期 間業務職 員の処遇 、ハラ スメントや 長時間過密 労働等の 職
場問題 、震災復興や 地方分権 改革・道州 制、改憲問題 など情勢 分
析も交 え五七の 発言があ り、春闘方 針を補強・ 確立しま した。

正しい 主張を声 高 らかに
仲 間を 呼び集め よう
委 員会の冒頭 、
あいさつに立 った
安藤中央執行 委員
の一四春闘に結 集しまし ょう。

義務的 再任用
フルタ イムの原 則守れ

る問題として、この間とりくんだ国土交通大臣・各独法理事長あて要請書が、全支部をはじめ全国 600

者受入の規制緩和も狙われる中、生計費重視の賃金体系確

した。
つ づいて来賓 二名から のあい
さつ（左下 欄参 照） を受 け、全
厚生闘 争団と日 本航空不 当解雇
撤回裁 判原告団 からの経 過報告
と支 援の訴えの 後、執行 部から
の報 告・提案、 質疑・討 論に移
りまし た。

に迫る職場から提出されるなど、たたかいの到達点を確認し、さらなる強化を意思統一しました。

は買いたたかれる。オリンピック開催のためと外国人労働

長は、「今の世 相は
『類は 類を呼ぶ 』

行政法人改革」については、「行政改革」の突破口であると同時に、なかまの雇用・身分に大きく影響す

交運業界の寡占化・オートメーション化が加速し、労働者

公務俸給が民間賃金を上回るとして引下げ。

再任用に関して は、「義務 的再

ながる法案の提出が予定されていることから、たたかいを継続してとりくむことを確認しました。
「独立

基本法」も同様、ネット通販発展のための物流強化が眼目。

大阪市では橋下市長が市バス運転手の給与を 4

任用は常勤原則 にも関わ らず一

これまで全国各地でのたたかいにより阻止してきた「地方分権改革」について、政府からは国民の自立

易さ政界で一番」というが、市場成熟・

自ら の賃金要求 掲げ
たたかおう一四 春闘
る。
「独法改革」や「公務員制度改革」による「行革」促進

状況で安倍首 相の同類が 跋扈。
その一例が Ｎ ＨＫ会長。 侵略戦
争美化や『特 定秘密保護 法』肯
安 倍政権と人 事院が来年 度か
らの実 施を狙う 「給与制 度の総
合的見 直し」に関し ては、
「人事
院は あえて春闘 期に提案 。自ら
の要 求も掲げ、 民間のな かまの

建設等産別課題や「行政改革」課題の発言は、紙面の都合上、別号（建設部門委員会特集）で紹介します。

定を公言。都 知事選期間には 原
発関係報道を一切封 印。 大本の
安倍首相は 、 靖国参拝や 領土問
題で近隣国と の緊張をこ とさら
煽り、政治勢 力も背景に 軍事独
立と労働時間の短縮が鍵となる。ともに頑張ろう。
2014 年 2 月 11 日

賃上げ を求めて いこう【
」 地理】、
「
『悪いの は公務員 と労働組合 』
と橋 下大阪市 長が真っ先 にした
のは市 バス運転 手の賃下 げ。人
事院が 昨年八月 から言っ ている

本中央委員会で決定した方針を実践し、2014 年春闘勝利をめざし全力で奮闘しましょう。

裁色を強めてい る」と指摘 。
「正
しくは『類は 友を呼ぶ』 で、そ
の一例が『特 定秘密保護 法』成
立後も広 がる廃止 を求める 運
動。「 ブラック 企業」
問題 も同様。

みなさんと連帯し、国・地方議員も味方につけ、共同のたたかいをすすめていこうではありませんか。

のに職 場の危機 感が薄い 【
」近畿
港湾】、「自 分は行 二 運転 手。
実施さ れたら生 活できな い。勧
告で出 させない とりくみ を【
」中

べての労働者と公務産別、交通運輸をはじめとする民間労働者のなかま、そして家族・友人、地域住民の

役員が元気な 姿をみせれ ば仲間
は増える。逆 になると、 ハラス
メントの増加 など職場の 民主化
が後退。友を 呼ぶ類にな るよう
議論を尽くそ う」と呼び 掛けま

自助を求める法案が今国会に提出され、それにあわせて国交・経産・総務の各省からも、「道州制」につ

人口減少の中で企業は来ない。「国土強靭化法」「交通政策
ひとりが 2014 年春闘に立ち上がり、すべての労働者の大幅賃上げを勝ちとるため、国土交通省に働くす

そ、
「給与制度の総合的見直し」による賃下げ阻止につなが

が 共感を得や すい 。労働 組合の

憲法改正要件の緩和（96 条改悪）、集団的自衛権を行使するための解釈改憲を狙い、日本を「戦争する国」

れている。安倍首相は「企業活動のし

③行(二)職員の賃金引下げ
信を。地域春闘に結集し民間の仲間の賃上げを実現してこ

会で提出し当 局を追及 。『パワハ

また、安倍政権は、公的責任による安全・安心の確保を求める国民の切実な声を顧みるどころか、消費

組の皆さんの一層の力の発揮が求めら

を原資に地域手当を見直し大都市部に配分

した。

税増税、TPP 交渉の推進、社会保障改悪などをすすめています。さらには、
「特定秘密保護法」強行採決、

生公連、交運共闘とも、国土交通労

②高齢層（50 歳代）の賃金引下げ
決して小さくない成果。たたかいに確

ること 」
【北陸建設 】
、
「三 年経過

職場・地域を変え、すべての国民が文化的な生活を送ることができる社会の実現にむけて、私たち一人

止、社会保険庁の不当解雇撤回など、

し た。

た安倍政権の狙いを許さないたたかいが求められています。

藤好議長

民間の給与水準が低い 12 県では、公務俸給

本 質は、損得 勘定ではな く助け
合 い・支 え合い 」
【東北気象 】等
の 経験に基づ く発言が相 次ぎま

しやすい国」となるよう、公務・民間を問わず労働者の権利を侵害する施策を推し進めています。こうし

■生公連、交運共闘

が 2％上回るとし、同程度の俸給引下げ。それ

りくみが報告さ れました 。

の拡大（超勤不払い制度）、
「限定正社員制度」での労働法大改悪を狙っており、「世界で一番企業が活躍

直面・根本の 両面から の
問題解決に立ち 上がろう

国土交通労働組合に結集するなかまのみなさん

域での奮闘に感謝。
「賃下げ」継続の阻

ラ相談室』も 開設し、職 場ビラ
で周知。分会 集会が活 発になっ
た」
【近畿建 設】等の工夫 したと

安定雇用の改善につながるには至っていません。さらに、安倍政権は、「派遣法」の抜本改悪や裁量労働

中央委 員会の 締

も許してはならない。ご一緒に奮闘を。

①賃金水準（俸給）引下げ

長 時間過密労働の 解消で
働 き続けられる職 場を

費税増税分にも満たず、雇用の 7 割を支える下請・中小零細企業の経営、労働者の 3 割を超える低賃金不

地方部での諸手当改悪（具体は現時点不明）

し、たたかう体制をつくりあげていくことを確認しました。

国土交通労組のみなさんの職場・地

後の 再応募で、
当局 が妨げ圧力 。
選考 に進んで も意識的に 外され
ている 」
【中国建設 】
、
「労 働契約

201 4 年春闘をめぐっては、アベノミクスの成功を国民にアピールする狙いから、安倍政権は財界に対

真っ当 な政策・ 方針掲 げ
助け 支え合うの が労組

し「賃上げ」を要請し、一部の大企業もそれに応える姿勢を見せています。しかし、連合のベア要求は消

割カットの事例

理論と世論をつくることが求められています。そのため、私たちの強みである全国津々浦々の職場から、

「給与制度の総合的見直し」の概要
来賓あいさつ

組 織強 化 ・拡 大 の関 係 では 、

たな定員削減計画」により、賃下げや人員削減が狙われています。

る。課題が山 積の 時こそ一 歩引
いて全体 を見渡し、何 を狙 い誰
をど のように 攻撃して いるの
か、背景と状 況へ の正確な認識
が重要。 職場で直 面する様々な
問題とと もに、そ の根本と なる
問題へも 両面での とりくみ が求
められる 。組合活 動の意 義は本
人自身が 見出すも のだろう。 そ
のための ヒントや 機会を地 道に
提供しな がら、一 四春闘をたた
かおう」 と呼び掛 けました。
最後に 、安藤中 央執行委 員長
発声の団 結ガンバ ロウで閉 会し
ました。
官民共同の運動を実践すると同時に組織強化・拡大をすすめ、国民本位の行政の実現に向けた政策を確立

川村副委員長
■国交労連

2014.2.14

職場の民 主化の関 係では、 在
職死亡や病 気休職の 状況報告と
ともに、
「当 局に対し『心 の健康
づくり』と して、過 労死認定 基
準を超える 超勤をさ せない等 の

革推進法」や「総定員法」をテコにすすめており、その具体化として「給与制度の総合的見直し」や「新

遇の 実現が求め られます。

へとつくり変えようとしており、財界・大企業・アメリカ優遇の政治にまい進しています。

Ｎｏ．3074
法に ならい公 募不要期間 を四回
（五 年）とす るなど、要 求をど
こ に 置く の かも重 要 」【近 畿 建
設】 等の発言 がありまし た。休
暇も 含め、常 勤職員との 均等待

点を築きました。しかし、安倍政権は、総人件費削減方針に基づく公務労働者への攻撃の手を緩めず、
「行

宿舎 や手当、勤 務時間
改善も切実な要 求

が理解され、地方出先機関廃止の流れに歯止めをかけるとともに、新規採用抑制を中止させるなどの到達

要 求は少しずつ だが前進 し てい

震災であらためて明らかになった公務・公共サービスの役割についても、各地でのとりくみにより重要性

めとして笠松 書記
長が総括答弁 に立
ち、特徴的な発言
に触れながら主 要
課 題への構えを 補強し、
「 運動・

解・共感を広げてきた全国各地でのたたかいにより、来年度以降の延長を阻止しました。また、東日本大

「私たちの組 合を知っ てもらう
には、大会や 中央委員 会の議案
書を読んでも らうことが 一番。
真 っ当 な 組合 だ と理 解 され る 」
【沖縄気象】、
「宿舎要求 など、

私たちの権利を二重三重にも蹂躙したあげく、議員立法という形で強引に成立された憲法違反の「賃下

これまで実現さ せた身 近な成果

げ特例法」は、公務員賃下げ違憲訴訟を基軸として、民間労組との共同を強めつつ、公務労働に対する理

らかに。集 約した要 求書を全 分
バー、来賓。本部あわせて 162 人参加のもと開催し、201 4 年春闘へのたたかう決意を固め合いました。

危険予知と 結果回避 の安全配 慮
義務履行を求め ている」【北陸建
設】
、「
『ブラ ック職場一 掃キャラ
バン』と題 しすべて の職場を 訪
問。各職場 での厳し い実態が 明

国土交通労働組合は、第 3 回中央委員会を 2 月 10～11 日にかけて愛知県豊橋市で中央委員、オブザー

宿 舎関係では 、「航空管制 は五

第 3 回中央委員会
国土交通労働組合

類型 に該当する が宿舎が 不足。
異動時 に入居先 が
なかな か決まら な
い。 単身赴任の 留
守家族 への貸与 制
限も 問題」【西日
本航空 】
、 手当関
係で は通勤手当 に
ついて、
「 山口か
ら広 島への新幹 線
通勤 で、毎月三 万
円余 の持ち出し 。
全額支 給のとり く
み強 化を」【中国
建設 】
、男 女共同
参画社 会の実現 に
関し ては、
「 育児
短時間 勤務制度 は
対象 が未就学児 童
に限 定され不十 分
な状 況。せめて 小
学生 までは対象と
なるよ う働き掛け
を」
【羽田 航空】
等の 発言があり ま
2014 年春闘アピール

