
【報告様式】

【令和３年度】

場所 当局側の出席者 テーマ

1 R3.4.23(金) 16:00～17:40 省内会議室
港湾局長
他６名

国土交通労働組合港湾空港部門
港湾空港部門委員長
他４名

港湾空港部門における要求
・体制拡充
・職員の処遇改善
・労働条件の改善

2 R3.6.7（月） 11:00～12:00 省内会議室
大臣官房参事官（労務管
理）大臣官房調査官
他１１名

国土交通労働組合
青年運動推進委員長
他４名

青年の労働条件改善を求める要求
・業務運営（体制）の改善について
・給与制度等の改善について
・職員の処遇改善について
・人事管理について
・勤務時間の管理徹底・超過勤務の縮減について
・職場環境の改善、ハラスメント防止について

3 R3.6.10（木） 10:30～12:00 省内会議室

大臣官房人事課長
大臣官房参事官（労務管
理）
他７名

国土交通労働組合（運輸部門、
港湾空港部門、航空部門、気象
部門）

待遇改善委員長
他５名

待遇改善に関する要求
・総人件費、要員確保について
・労働条件改善について
・高齢期雇用、定年延長について
・人事評価について
・２０２１人勧について
・昇格、諸手当、移転料について
・勤務時間の管理徹底・超過勤務の縮減について
・パワハラ防止、メンタル疾患予防及び実効的な対策について
・新型コロナウイルス感染症に係る対応について
・期間業務職員及び障害者に関する任用について

4 R3.6.11 (金) 13:30～15:00 省内会議室
大臣官房調査官
他２名

国土交通労働組合
副委員長、事務局長
他１名

勤務条件に関わる諸問題
・人事院勧告
・職員死亡事案
・新型コロナワクチンの職域接種等
・勤務時間管理・テレワーク
・業務執行
・増員・若手職員等のフォロー
・定年引上げ

職 員 団 体 と の 交 渉 等 一 覧

日時 職員団体側の出席者



【令和３年度】

場所 当局側の出席者 テーマ

職 員 団 体 と の 交 渉 等 一 覧

日時 職員団体側の出席者

5 R3.6.11 (金) 14:30～15:30 省内会議室
航空局次長
他３名

国土交通労働組合航空部門事務
局

航空部門委員長
他８名

待遇改善に関する要求

6 R3.7.19 (月) 14:30～15:00 省内会議室
航空局長
他２名

国土交通労働組合航空部門事務
局

航空部門委員長
他９名

概算要求に関する要求

7 R3.7.29 (木) 13:30～14:00 官房長室

大臣官房長
大臣官房参事官（労務管
理）
大臣官房調査官
他４名

国土交通労働組合
委員長、副委員長
他５名

勤務条件に関わる諸問題
・組織・定員について
・勤務時間管理について
・業務執行（体制）及び職場環境の改善について
・人事管理について
・給与制度等の改善について
・ワクチンの職域接種について

8 R3.10.25 (月) 10:30～11:30 省内会議室
大臣官房参事官（労務管
理）他５名

国土交通労働組合運輸部門
待遇改善委員長
他３名

昇格・待遇改善に関する要求
・人事院勧告について
・職務評価の引き上げについて
・昇格、諸手当について
・高齢期雇用について

9 R3.10.28（木） 10:30～12:00 省内会議室
大臣官房調査官
他２名

国土交通省管理職ユニオン
事務局長、事務局次
長
他１名

勤務条件に関わる諸問題
・労使関係について
・組織・定員について
・処遇改善について
・定年引上げ・再任用について
・その他

10 R3.10.29 (金) 10:30～11:30 省内会議室
大臣官房参事官（労務管
理）他４名

国土交通労働組合港湾空港部門
港湾空港部門委員長
他２名

昇格・待遇改善に関する要求
・昇格・諸手当について
・高齢層の処遇について

11 R3.10.29 (金) 13:30～14:30 省内会議室
航空局次長
他３名

国土交通労働組合航空部門事務
局

航空部門委員長
他１３名

昇格・待遇改善に関する要求



【令和３年度】

場所 当局側の出席者 テーマ

職 員 団 体 と の 交 渉 等 一 覧

日時 職員団体側の出席者

12 R3.10.29 (金) 15:00～16:00 省内会議室
大臣官房参事官（労務管
理）他５名

国土交通労働組合航空部門
航空部門委員長
他１３名

昇格・待遇改善に関する要求
・人事院勧告について
・ワークライフバランスの推進について
・職務評価の引き上げについて
・昇格・諸手当について
・年次休暇の制度改善について
・非常勤職員の一時金の改善について

13 R3.11.2（火） 15:30～16:50 省内会議室
大臣官房調査官
他３名

国土交通労働組合 事務局長

勤務条件に関わる諸問題
・身上書の取扱い
・人事政策
・障害者雇用の推進
・水門談合について
・超過勤務の上限規制
・定員要求、経験者採用職員へのフォロー等
・処遇改善、期間業務職員等
・交渉の持ち方について

14 R3.11.8（月） 11:00～12:00 省内会議室
大臣官房調査官
他３名

国土交通省職員組合 書記長
勤務条件に関わる諸問題
・テレワークについて
・その他（ＦＡＸ廃止、災害対応、超過勤務時間等）

15 R3.11.15（月） 14:30～16:00 省内会議室
大臣官房長
他９名

国土交通労働組合
委員長、事務局長
他７名

勤務条件に関わる諸問題
・身上書の取扱い
・昇格等の処遇改善
・業務執行体制
・在宅勤務のあり方
・その他（ＷＬＢ取組計画、障害者、処遇、超勤上限等）



【令和３年度】

場所 当局側の出席者 テーマ

職 員 団 体 と の 交 渉 等 一 覧

日時 職員団体側の出席者

16 R3.11.19（金） 13:30～15:00 省内会議室
大臣官房長
他９名

国土交通省職員組合
委員長
他４名

勤務条件に関わる諸問題
・身上書の尊重
・賃金・労働条件
・定員の確保
・処遇改善
・ＷＬＢの実現・転勤負担軽減
・労使関係
・その他（転勤負担軽減、テレワーク等）

17 R3.12.13（月） 13:30～14:00 官房長室
大臣官房長
大臣官房人事課長
他２名

国土交通省管理職ユニオン
委員長、副委員長
他４名

勤務条件に関わる諸問題
・増員について
・働き方改革について
・管理職員の処遇について
・60歳以降の働き方について
・労使関係について

18 R3.12.24（金） 11:30～12:00 省内会議室
大臣官房調査官
他３名

国土交通労働組合 事務局長

勤務条件に関わる諸問題
・統計問題について
・新型コロナウイルス水際対策について
・定年引上げについて
・非常勤職員について

19 R4.1.21（金） 13:30～15:00 省内会議室
大臣官房調査官
他２名

国土交通省管理職ユニオン
事務局長、事務局次
長
他１名

勤務条件に関わる諸問題
・交渉時期等について
・地方整備局・国土地理院の増員要求について
・働き方改革について
・管理職の６級昇格について
・定年引上げ・再任用について
・その他

20 R4.2.18（金） 13:30～14:00 省内会議室
大臣官房調査官
他２名

国土交通省管理職ユニオン
事務局長、事務局次
長
他１名

勤務条件に関わる諸問題
・交渉の持ち方について



【令和３年度】

場所 当局側の出席者 テーマ

職 員 団 体 と の 交 渉 等 一 覧

日時 職員団体側の出席者

21 R4.2.25（金） 14:00～15:30 省内会議室
大臣官房長
他９名

国土交通省管理職ユニオン
委員長、副委員長、
事務局長
他９名

勤務条件に関わる諸問題
・要員確保
・働き方改革
・管理職員の処遇改善
・６０歳以降の働き方
・労使関係

22 R4.3.10（木） 11:00～12:00 省内会議室
大臣官房調査官
他３名

国土交通省職員組合
書記長
他１名

勤務条件に関わる諸問題
・超過勤務縮減について
・テレワークについて
・その他（人事、定年引上げ等）

23 R4.3.17（木） 11:30～12:00 省内会議室
大臣官房調査官
他３名

国土交通省職員組合
書記長
他１名

勤務条件に関わる諸問題
・交渉の持ち方について

24 R4.3.24（木） 13:30～15:00 省内会議室
大臣官房長
他９名

国土交通省職員組合
委員長、書記長
他１名

勤務条件に関わる諸問題
・賃金・労働条件について
・定員の確保について
・処遇改善について
・ＷＬＢの実現・転勤負担軽減について
・労使関係について
・超勤縮減について
・コンプライアンスの徹底について
・女性の活躍促進について
・業務の簡素合理化について


