
 航空局および地方航空局では、航空管制や空港施
設の維持管理、法律に基づいた許認可など、国内・
国際線を問わず、「空」の安全運航を支えています。  
 コロナ禍において航空需要の一時的な落ち込みは
あるものの、オリンピック・パラリンピックや政府
主導の訪日旅行者数増大などにより、需要の喚起が
なされ、これまで以上の航空交通量の増大が見込ま
れています。 
「空」の安全・ 
安心を高めるた 
め国による質の 
高い航空行政の 
確立が不可欠で 
あり、そのため 
の体制拡充が必 
要です。 

 運輸局および運輸支局や自動車検査登録事務所、
海事事務所などでは、陸上や海上の「交通運輸」に
関する事業者の許認可や指導監督、船舶、自動車の
登録などの広範な交通運輸行政を行っています。 
 安心・安全な公共交通を維持するためには、事業
者への監査・指導を実施することが重要ですが、事
業者数に比べ、監査職員が圧倒的に不足しています。
陸上、海事を問わず、事故が増加するなか、事故を
未然に防ぎ、安全を確保するためにも、職員の大幅
な増員による体制の強化が求められます。 
 近年は、訪日外国人旅行客の増加や観光地域振興
などを目的とした観光行政を推進するもとで、全国
各地で多くの事業をすすめていますが、必要な要員
が不足しているのが実態です。 

 国土交通行政の役割と責務は、国民のみなさまの様々な

ニーズにこたえ、安全・安心を守っていくことです。しかし、

1968年に制定された「総定員法」以降、定員削減・合理化が続

けられています。 

 「令和２年度から令和６年度までの定員合理化計画」では、

５年間で10％もの新たな定員削減目標が示され、さらなる職

員削減が推し進められています。 

 国土交通行政の職員削減に対し、国会では与党議員から

「組織の機能が低下してしまっては国家国民にとっても不幸

なこと」と指摘され、武田国家公務員制度担当大臣みずから

「必要なところにはしっかりと定員配置につとめる」と答え

ています。 

 私たちは体制拡充署名の思いを国会に届け、国民本位の 

国土交通行政を構築するために奮闘しています。 

 各地方整備局および各事務所や国土地理院では、
広域的ネットワークの幹線国道や大規模な河川、港
湾、空港、地理情報など社会基盤の整備や維持管理
等を行っています。また、相次ぐ大規模な災害に対
して、緊急災害対策派遣隊「TEC-FORCE」を派
遣し、災害時の応急復旧や復興支援を行っており。
国民の安全・安心を守り、地域の利便性、地域経済、
日常生活を支えています。 
 各機関は、土木技術をはじめさまざまな専門性を 
          保有し、全国的な見地にもと 
          づき、地方自治体と連携しな 
          がら業務を行っていますが、 
          職員が減っているなかで、十 
          分な体制が確保できていない 
          のが現状です。 

 気象庁および各地方気象台では、気象・海洋や地
震・火山に関する情報を提供しています。近年、自
然現象による災害が各地で多発し、国民生活に大き
な影響を及ぼしています。 
 国民の生命・財産を自然の脅威から守るため、国
の機関である気象庁・地方気象台は警報や注意報、
情報を発表し、地方自治体と連携して防災行政を
行っています。しかし相次ぐ定員削減で業務集約が
すすみ、地方気象台の体制は不十分です。 

 自然災害に迅速に対応す
るには、地方気象台を地域
の「気象防災センター」と
して、機能や体制を拡充す
ることが重要です。 
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18年間で約1.7倍に増加している航空機を 
14％削減された航空交通管制官で支えています。 
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国土交通行政を担う組織・体制の拡充と職員の 
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 私たちは、住民自治の拡充となる地方分権には賛成
ですが、国の行政責任を放棄し、憲法に保障された国
民の権利を奪う、道州制などの「行政改革」には反対
です。 
 私たちは、安全・安心な地域づくりを担う国土交通
行政の拡充を求めています。 

 こうしたなかで、政府は2014年に「総人件費方
針」と「機構・定員管理方針」を閣議決定し、2015
年から５年間で約10％の定員を削減する「定員合理
化計画」をすすめています。くわえて、2020年度以
降も、国家公務員を削減しようとしています。 
 国が果たすべき行政サービスや責任を切り捨て、国
民のみなさまの権利保障に悪影響を及ぼす「大改悪」
と言えます。 
 私たちは、いま以上の合理化計画は、将来にわたっ
て行政サービスの低下を招き、国民の生命や財産を脅
かすなど社会全体に深刻な影響を及ぼすと考え、合理
化計画の中止・撤回を求めています。 
 国民のみなさまのニーズに応え、憲法で保障する国
民の権利を活かすためには、国の出先機関の体制拡充
こそが必要です。住民自治の拡充となる地方分権には
賛成ですが、国の行政責任を放棄し、憲法に保障され
た国民の権利を奪う、道州制などの「行政改革」には
反対です。 
 私たちは、安全・安心な地域づくりを担う国土交通
行政の拡充を求めています。 

広島市安佐南区八木、緑井地区の被災状況 【国土地理院ＨＰより】 

  国土交通省の職員や、国土交通行政に関わる自動車検査場、研究機関、船員やパイロットを育成する教育機関

など独立行政法人の職員は、国民のみなさまが安心して暮らせるよう日夜奮闘しています。 

 観光庁や海上保安庁など一部の部署では職員が増えているものの、相次ぐ職員削減により、出先機関を中心に

職員が減らされ続けています。特に、近年多発する地震や台風豪雨などの災害に対する的確な対応が困難になっ

ているほか、公共交通機関の事故やトラブルなど、みなさまの安全や生活に直接関わる問題が発生しています。 

      みなさまの安全・安心を守るため、 

          私たちのとりくみにご理解とご支援をお願いします。 
国土交通省　年度末定員の増減状況
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 建設分野の研究機関では、土木施設や建築物の専

門技術をもった最先端の研究機関で、国土交通行政

に密着した研究を実施しています。 

 国民生活に大きく関係する社会インフラ施設（河

川・道路・ダム・建築物）など専門的な技術研究を

行っています。また、大規模な地震や津波・火災な

ど「防災・減災」の研究を重ねながら「国民の暮ら

しといのちを守る」先進的な研究も行っています。 

 運営費交付金の削減がすすむと、十分な建設技術

の研究を行うことができなくなります。また、施設

老朽化や研究員 

不足など課題も 

多く、運営費交 

付金の充実が必 

要不可欠です。 

 自動車の設計（自動車の基準支援研究）から新車

（型式指定審査）、使用過程（車検時審査、リコー

ル技術検証）の段階までの対応は「自動車技術総合

機構」が一体的に行っています。しかしながら、職

場では、本来必要な要員が不足し、余裕のない状態

で自動車の安全を守っています。くわえて、どの職

場でも機器・施設などの老朽化がすすんでおり、運

営費交付金が年々減額されるなかで、維持管理に支

障をきたしているのが現状です。 

 こうした状況により、自動 

車の安全性が保てなくなるお 

それがあり、国民が安心して 

暮らせる車社会をより発展さ 

せるには、体制・運営費交付 

金の確保・拡充が必要です 

 教育機関の独立行政法人は、世界各国の海上を

移動する船舶の運航能力を備えた「船員」の教育

や、世界中を飛び回る航空機の「パイロット」の

教育など、名実ともに国民の安全・安心を守り、

日本経済を支える重要な人材育成を行っていま

す。しかし、この間の「構造改革」路線により、

一律機械的に「運営費交付金」が削減され、必要

な予算さえ十分に確保できないため、まともな人

材育成が実施できない危険性が高まっています。 
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 独立行政法人の制度は、中央省庁等改革の柱の一
つとして、1999年4月に国の事務・事業について、
独立行政法人化の方針が決定されました。 
 これを踏まえ1999年7月に「独立行政法人通則
法」の制度が確立し、2004年4月に国の行政機関
を統廃合し、独立行政法人が設立されました。 
 その後も、特殊法人等が独立行政法人に移行する
など、2005年秋に113法人にまで公務リストラが
すすみました。現在は、各分野で統廃合がすすめら
れ2015年に87法人に統合されました。 
 
国土交通行政を支える独立行政法人は、自動車検査
機関、研究機関（国立研究開発法人★）、教育機関
など15法人が各分野の安全・安心を支えています。 
（独立行政法人） 
 自動車技術総合機構（自動車検査） 
 土木研究所★、建築研究所★ 
 海上・港湾・航空技術研究所★ 
 航空大学校 
 海技教育機構（海技大学校、海員学校） etc 

 交通分野の研究機関である「海上・港湾・航空技

術研究所」では、船舶・海洋技術、港湾技術、航空

技術など専門・技術的な研究を行っています。 

 船舶の航行等での安全性向上、海難事故の防止、

海洋環境の改善、港湾施設の技術発展、高潮や津波

等の外力による防災・減災、航空レーダー等の世界

的レベルでの電子航法システム・機器開発、評価試

験など、様々な分野で世界トップレベルの研究です 

が、施設は老朽化した状態となっています。 

         適正な運営費交付金を確保する 

        ことができれば、より安全性を追 

        求し、高度な研究をすすめること 

        ができます。船舶や航空機の安全 

        な運行管理を行うことは国民生活 

        に直結する公共性の高い業務です。  

独立行政 
  法人って 
どんな役割？ 
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 それぞれの独立行政法人は「中期目標」「中期計

画」により５年など一定期間において、一般管理費

３～８％、事業経費１～３％（各独法毎）の抑制を

目標とされ、経費削減が押し付けられています。 

 一部の新規業務や政府の重要施策には予算措置が

されるものの、通常的な業務の予算は、一律機械的

に削減され運営費交付金は減らされ続けています。 

 各施設では老朽化に伴う必要な補修・改修や、運

営上で必要な資機材の購入にも支障がでています。 

運営費交付金（予算）は一律削減 
 国家公務員数を大幅に減少させるため、国の行政

機関を移行し、独立行政法人化が強行されました。   

 しかしながら、現在も各独法では、公共性の高い

事業を継続して実施しています。独法通則法第２条

では、市場原理に左右されずに国の政策を反映した

公共性の高い事業を安定的に継続していく役割を

もっており、自主的・自律的運営を保障するために

も国からの財源措置が必要不可欠となっています。  

機能低下は国民生活にも影響 
 このままでは独立行政法人

の機能低下が続き、公共性の

高い事業を安定的に継続でき

ない事態となり、生活向上に

悪い影響を及ぼすことになり

ます。多くの研究所や教育機

関では、施設等の老朽化もす

すんでいます。 

 計画的な維持管理や、最新

技術による施設更新が必要で

あり、運営費交付金の充実が

喫緊の課題となっています。  

公共性の高い事業を担う独法 

航空パイロット養成や船員教育に支障も 

運
営
費
交
付
金
（億
円
） 

建設関係研究所の事例 

（年
度
） 

約10%の削減 

 日本経済や国民生活を支える諸外国からの人流・

物流を輸送するには、航空機や貨物船などの乗員の

確保が欠かせません。しかし、現在の日本では航空

パイロットや船舶乗組員の要員不足が、社会的にも

課題となっています。 

 独立行政法人は「航空大学校」「海技教育機構」

などでは、座学や実技演習を含むパイロット養成、

船舶免許の取得を支援する船員教育が、日本国内の

各地で実施されています。 

 国民生活を支える輸送産業の人材育成は、将来に

わたり国が責任をもって、適正な専門教育が行われ

るべきですが、予算不足による機能低下がすすめ

ば、こうした教育分野にも支障が出てきます。 

 本来、国の行政機関として、国が責任をもって実

施するべきであり、独法から国に戻すべきです。 
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１．運輸関係職場 
 

 運輸関係職場においては、全国各地で自動車・鉄道・船舶など様々な交通運輸分野の行政を行ってお

り、交通運輸の安心・安全の確保や物流の効率化、公共交通の利用促進のほか、近年は観光行政など、

「交通機関」にとどまらず、国民生活に直結し、必要不可欠な幅広い業務を担っています。 

 また、新型コロナ禍のなかで、エッセンシャルワーカーとしても注目され、公共交通・物流を支える

自動車運転業務に従事する労働者（運転手）は、荷主や旅行業者によって運賃が叩かれ、そのことが運

転手の低賃金・過密労働に拍車をかけており、運転手への成り手不足にもつながっています。さらに、

新型コロナ禍による公共交通機関の利用者の減少により、事業者の経営が著しく悪化し、鉄道やバス等

の路線や事業の維持・存続が難しい状況となっています。しかし、物流や公共交通機関は、国民生活に

必要不可欠なものであり、安全・安心を重視する規制の強化や、事業者に対する財政的な支援策が早急

に求められます。 

交通運輸事業においては、規制緩和によって新規参入が容易となり、特に貸切バス事業では、2000

年に規制緩和が実施されて以降、他の自動車事業と比べても、事業者、車両数とも大幅に増加し、

2015年度には貸切バス車両数、バス事業者数ともピークに達しました（詳細は下の表を参照）。 

 

 このように、貸切バス事業者間の競争が激化するもとで、2016年の長野県軽井沢町でスキーバス事

故では、乗客・乗員あわせて15人が亡くなり、後の調査で事業者の運行管理や安全管理がきわめてず

さんであったことが判明しました。その後、国土交通省は、許可の更新制の導入や諸法令・処分基準を

改正するなど、貸切バスの規制強化にむけた対策を講じました。しかしながらバス、タクシー、トラッ

ク事業者数（約12万社）に対し、法令違反を監査する職員は、この数年間で若干、増えてはいるもの

の、443人（2020年現在、国土交通労組調べ）にとどまっており、安全を守るための要員は大幅に不

足しています。 

 また、自動車整備においては、この間、発生しているペーパー車検や、整備工場に対する指導・監督

などにかかる要員が不足しています。今後、自動運転をはじめとする新技術に対応する整備工場の認証

・監査指導のための体制強化が必要となっています。 
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貸切バス事業は、2000年に規制緩和が実施

されて以降、他の自動車事業と比べても、事

業者、車両数とも大幅に増加しました。 

両 社 

2



 

 

 海事関係では、船舶検査のほか、船員の確保・育成、船の免許証である「海技免状」、「小型船舶操縦

者証」の交付業務を担っています。しかし、航路や船員の減少などにより海事関係職員の定員削減が著

しくすすめられるもとで、外国船舶監督官のように外国の船舶に立ち入る職種は、外国語で業務対応す

るなど専門性が高い業務であるにもかかわらず、十分な知識と経験を兼ね備える有資格者が減少するこ

とにより、監督体制の弱体化が懸念されます。 

 また、「海技免状」などの試験を担当する海技試験官は、船長・機関長としての経験にくわえて１級

海技士の資格や高度な専門知識が求められており、退職などで欠員が発生した場合、他の職員が業務を

代行できません。しかし、海技試験官の担い手が少なく、欠員補充もままならないのが現状です。さら

に、船舶の海難事故は増加傾向にあり、船舶の老朽化にともなう事故防止に関しては、船舶の安全確保

を行うための検査が重要になりますが、船舶技官は少ない要員のもとできびしい処遇におかれており、

早期退職などにより、多くの欠員を抱えているのが実態です。 

 鉄道関係においては、踏切事故や輸送障害などが多発するもとで、社会的な影響が大きく、迅速な対

応が必要です。また、昨今、訪日外国人旅行客も急増しており、トラブル発生時における対応も求めら

れています。しかし、鉄道の許認可、保安監査、索道（スキーリフト）の立入検査など、多岐にわたる

業務を限られた要員で行っており、事故やトラブルへの迅速な対応がきびしくなっています。 

 観光関係においては、政府はこの間、2030年に訪日外国人旅行客を6,000万人に増やす目標をかか

げ、観光行政に要員と予算を集中させています。こうしたもとで観光行政は、近年、行政需要が急増し

たことから、観光地・国外も含めた出張業務、自治体や関係団体などとの調整など、多様な企画業務を

行う必要があります。また、政府の政策のもとで、GOTOトラベル事業が強力に推進されており、絶対

的に多い業務量に見合う要員が確保されていないのが実情です。このほか、地方運輸局においては、交

通バリアフリー、交通事故被害者支援、運輸安全マネジメント評価といった多種多様な行政を行ってお

り、業務は繁忙をきわめています。 

 最後に、独立行政法人自動車技術総合機構については、この間、自動車検査や登録確認調査事務は、

国の業務と密接に関係することから、同じ敷地内で一体的に業務をすすめています。一方、独立行政法

人にかかる予算（運営費交付金）については、年々削減されており、老朽化した施設の修繕や機器の更

新が追い付いていません。また、自動車検査の高度化がすすめられるもとで、今後は自動運転車などへ

の対応が求められ、新たな検査機器の導入等がすすめられていますが、要員は大幅に不足しており、十

分な審査体制になっていません。こうした状況により、自動車の安全性の確保がおろそかになるほか、

行政サービスの低下につながるおそれがあります。くわえて、職員は日中は自動車検査場において検査

業務に追われ、窓口における申請者への対応や書面申請などの業務は、検査終了後に対応しており、書

面審査などについては、「勤務時間外」に対応せざるを得ない状況のもと、超過勤務が常態化している

のが実情です。交通運輸行政の安全・安心への責務を果たすためにも、必要な要員、予算を確保するな

ど、体制拡充が重要となっています。 
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２．航空関係職場 

航空職場は、航空機の安全な運航を確

保するため、航空管制、安全監査、空港

運用など多くの専門職種が連携して、北

は北海道・稚内から、南は沖縄県・石垣

島まで全国の職場で私たちのなかまが奮

闘しています。また、訓練や資格取得を

要件とする、専門性の高い業務を行って

います。さらに、それぞれの職場ではチ

ームで業務にあたっており、必要な要員

を確保できなければ、業務を行うことが

できなくなります。 

航空交通量は404万機（2000年）から695万機（2019年）と約1.7倍も大幅に増加した一方、航

空の安全を支えている航空交通管制官は、繰り返される定員削減計画により、4,979名（2000年）か

ら4,246名（2019年）と約15％も大幅削減されています。現在、新型コロナ禍において、航空需要

は一時的に落ち込んでいるものの、航空行政の職場は、職員が感染した場合でも継続した行政サービス

を行うために、常にバックアップ体制をとる必要があるものの、その要員は絶対的に足りていません。

コロナ後においては東京オリンピック・パラリンピックの開催や、2025年開催予定の大阪万博、

2030年訪日外国人旅行者数6,000万人の目標を掲げた政府の施策などにより、航空需要は回復だけで

はなく高まっていくことが予想されています。一方で、航空職場は、度重なる定員削減により予算定員

（航空交通管制官等）がわずか10年で７％、20年で15％も削減されており、各職場では業務の集約

化・高度化により対応を行ってきています。 

このような中、世界においてはより高い安全の確立のため、ダブルウォッチ体制（複数の目で確認す

ること）の確立が主流となりつつあります。しかし、日本においては限られた要員事情のため、その体

制を十分に確立することが困難な状況となっています。こうしたことから、確実にダブルウォッチ体制

を構築できる要員の確保が求められます。 

また、深刻な要員不足により、急病等で休まなければならなくなった時に公休日の職員が呼び出され

るという事例報告が複数上がっています。さらに、研修などで職場を長期に不在する場合、超勤で対応

することや急な勤務調整が日常化している事例も報告されています。 

このような要員不足を解消するために、国土交通省航空局は、より多くの航空管制官等を採用してい

ます。しかし、資格取得のための訓練に１年半～３年半という期間を要するため、すぐには要員不足の

解消とはなりません。 

今後も、新型コロナ禍などの自然災害時においてはバックアップ要員の確保が必要であり、コロナ後

においても訪日旅行客は航空機がその大半を担っている状況にあるなか、2021年の東京オリンピック

・パラリンピック対応や政府がすすめるビジットジャパン事業など、日本全体の離発着数の増加は、国

民の期待も高いところです。しかし、この先も「ほとんど余裕がない要員」のままで業務を継続してい

くことは、航空機の安全運航にとって大きな影響があることは明白であり必要な要員確保は必須です。 
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３．公共事業関係職場 

地方整備局および国土地理院は、広域的な交

通ネットワークの幹線国道や大規模な河川、港

湾、空港、地理情報など社会基盤の整備や維持

管理等を行っています。また、大規模災害対応

やインフラ老朽化対策にも地方自治体と連携し

ながらあたっており、国民の安全・安心を守り

、地域経済や日常生活を支えていくためになく

てはならない国の機関です。 

東日本大震災や熊本地震、北海道胆振東部地

震などの地震災害をはじめ、2019年の台風

15号や1９号など台風災害や2020年の７月豪雨災害など自然災害が全国各地で激甚化・頻発化し、多

くの人命と財産が失われる未曾有の被害が発生しています。こうした大規模災害の発生時に、決壊した

河川堤防や通行不能な道路の復旧など、現場の最前線で対応しているのが地方整備局の事務所や出張所

の職員です。地方自治体への支援では、「テックフォース」（緊急災害対策派遣隊）として派遣され、被

災を受けた施設の復旧工事や技術的アドバイス、災害査定など多岐にわたります。テックフォースは全

国で約14,000人が登録され、これまで108の災害に対して、延べ12万人の隊員を派遣しています。

しかし、テックフォース隊は専用の職員がいる訳ではなく、派遣される際には、通常業務を残したまま

災害現場に赴きます。災害現場での活動を終えると、その間にたまった通常業務を片付けるため、長時

間の残業を強いられているのが実態です。 

このように、地方整備局の事務所や出張所は、河川や国道を利用する地域住民と密接な関係にあり、

いざ災害が発生した際には、それぞれの地域から全国に派遣されて現場の最前線で対応にあたる重要な

機関です。しかし、この間の政府による国家公務員定員削減により、地方整備局の人員はこの10年あ

まりで4,000人以上削減され、とりわけ地方に配置される事務所、出張所に極端な削減のしわ寄せがさ

れています。その結果、組織上のポストに職員を配置できない「空きポスト」が全国で約1,000にも及

び、行政サービスの低下や、災害対応をはじめ国民の安全・安心を守るための業務にも支障が生じ、体

制面から地域への責任が全うできない状況が急速に広がっています。 

現場の職員は、こうした人員不足の状況下においても、行政サービスの低下を招かないよう、複数の

職員が行うべき仕事を掛け持ちするなど、長時間の残業もこなしながら必死に対応しています。また、

テックフォース派遣される職員の通常業務をフォローできる余裕が職場になく、派遣から帰還した職員

個人が積み残された仕事を処理せざるを得ない状況となっています。 

地方整備局は、上記の災害対応以外で、これまでにつくられた膨大な社会資本の維持管理にもあたっ

ています。橋梁、トンネルなどの道路施設、ダム、水門などの河川施設、港の防波堤や岸壁など高度経

済成長期につくられたインフラが一斉に耐用年数を迎え、老朽化がすすんでいます。一例として、全国

で老朽化のために通行止めや規制がされている地方公共団体管理の道路橋は約2,900箇所にも及んでい

ます。 

国土交通省は、2013年「社会資本メンテナンス元年」として予防保全の維持管理の強化がスタート

していますが、具体的な施策はすすんでいません。公共事業全体の予算額は横ばいですが、その大半が
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三大都市圏（首都圏・中京圏・近畿圏）の大規模新設事業に使われ、喫緊の課題となっている維持管理

のための予算が確保されていません。現場では、インフラ施設が安全快適に利用できるために必要な維

持管理費や老朽化対策に必要な経費を確保しようと、多くの労力を割いて資料を作成し、毎年の予算要

求にあたっています。しかし、実際に配分された予算が要求の半分にも満たない場合もあり、「あとは

創意工夫で」と現場に丸投げされている実態です。維持管理にあたる現場の職員が減らされ、予算も満

足に確保されない状況で工夫できることには限りがあることは言うまでもありません。 

 国民の生命・財産を守り、安全・安心な生活環境を提供することが国土交通省の責務です。そのため

に必要な体制と予算の拡充が急務です。 

 

 

４．気象関係職場 

気象庁の定員は1978年以降14次にわたる定員削減の強行により、予算定員は2020年４月で

5,007人となり、ピーク時に比べ1,582人の純減となっています。この削減数を確保するために気象

庁当局は様々な業務の切り捨てだけでなく、気象官署自体の数も減らしています。これらは、私たち

の働く職場が減るだけでなく、職員への過度な負担増や職場の疲弊化を招いており、地域住民に対す

るサービス低下にも繋がっています。 

具体的には1977年に気象通報所の廃

止を始め、測候所の原則的廃止、空港出

張所の民間委託化などにより、自らの職

場を縮小してきました。主な理由として

、「機械化による監視ができる」と言う

ことです。もちろん観測機器の進歩によ

り、監視能力が飛躍的に向上したことは

言うまでもありません。しかし、定員削

減を押しつけられて、それを受け入れる

ために機器の進歩を理由に事業の廃止、官署の廃止を強行してきたのが事実です。 

そのため、異常時に官署では即時的な対応がきわめて困難になってきています。しかも、長期間に

わたって対応が必要な事象が発生すると、自官署だけでは対応が困難なため他の気象台から応援を派

遣して対応するために、ＪＥＴＴ（気象庁防災対応支援チーム）を2018年5月1日に創設して、これ

まで延べ2,800人日以上派遣しています。当局は、定員事情が悪いことから、応援を基本として対応

するとしていますが、職員のなかからも、本当にそういう対応の仕方でいいのか疑問の声も上がって

きているほどです。 

定員削減がもたらしたものとして、上述のほかにも業務の一体運営や切り捨て、無人化などを行っ

ています。そのため当然のことながら、勤務がきつくなり長時間過密労働が職場に蔓延してきます。 

最近では、気象災害が激甚化してきているとも言われており、地球温暖化の影響で大雨による災害

が頻発してきているのが特徴です。今年も、「令和２年７月豪雨」では九州を中心に線状降水帯が発生

して、84名の尊い命が犠牲となりました（11月２日現在、内閣府まとめ）。2018年には梅雨前線に

よる大雨で西日本を中心とした「平成30年7月豪雨」があり237名の犠牲者となりました。少し前で
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すが2014年には広島県で大規模な土砂災害をもたらした「平成26年8月豪雨」などもありました。 

また、火山や地震・津波の災害も多く発生しています。地震については、今年も６月には千葉県東

方沖の地震がありましたが、2011年東北地方太平洋沖地震の余震とみられており、先の大地震の活

動は終息していません。2016年４月には最大震度７を二度も観測し大きな被害をもたらした熊本地

震が発生しています。火山の噴火については、2014年の御嶽山噴火では60名を超える犠牲者が生じ

ました。また、2016年10月には阿蘇山が爆発的噴火をしましたし、諏訪之瀬島や桜島なども活発な

活動が観測されています。 

ここ近年を振り返っても、1991年の雲仙普賢岳噴火による火砕流災害、2011年に東北地方太平

洋沖地震による東日本大震災などがあり日本列島の火山活動や、地震活動が非常に活発化しているの

も特徴といえるのが実情です。 

このような状況のなかで、国民の気象や防災に関する意識の高まりがあります。特に気象の職場の

最前線ともいえる地方気象台では住民や防災関係機関からの問い合わせも多数あり、それに応えるべ

く職員が奮闘しています。あわせて、地方自治体の防災担当部局の強化もされていることから、地方

気象台では従来都道府県を対象として業務をしていたものが市町村を対象に業務をするというように

なり、よりきめ細かい情報の発表を求められるようになってきています。しかし、気象庁では、

2019年から予報業務集約化と地上気象観測の自動化を段階的にはじめ、当該地方気象台では大幅に

人員が削減され、国民のニーズと逆行した施策となっています。 

早期警戒情報や特別警報に加え、大雨や洪水の危険度分布といったきめ細かな情報発表により業務

が高度化・複雑化しているにもかかわらず、それに携わる定員が増えずに職員の努力で業務を遂行し

ているのが現状です。業務量が増えたら当然定員を増やすべきと考えますが、残念ながら政府の方針

で定員を増やすと言うことにはなかなかなっていません。そのため、長時間過密労働が増え、心身と

もに不調をきたす職員が増えています。かつては本庁や管区気象台の職場が中心でしたが、近年は地

方気象台にも長時間過密労働が蔓延してきているのが特徴です。気象台が発表する警報・注意報をは

じめとする情報は、自治体の避難勧告・指示や住民の避難行動の判断に結びつくものであり、職員の

精神的な負担も増大しています。気象の職場に限ったことではありませんが、責任ある業務を的確に

遂行するためには、職員の努力のみでは限界があります。ある程度余裕がないと、いい仕事ができな

いといえるのではないでしょうか。 

私たちは、自然の脅威から生命と財産を守ることが仕事です。こうした国民生活の安全・安心に関

わる部分について、必要な定員措置をさせるような国民的な運動を目指すとともに、自らが働きやす

く、いい仕事ができる環境を作ることを目指して奮闘することが大切だと考えています。 
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５．独立行政法人職場（研究職場） 

（１）成果目標は年々厳しく ＜海上技術安全研究所＞ 

海上輸送の安全確保・海洋環境の保全のための研究や、海洋資源・海洋空間の有効利用のための技術

に関する研究は、これまで日本の国策としてすすめられてきています。 

成果目標（数値目標）は年々厳しくなり、目標達成のための受託・請負研究が尊重され、研究者の知

識・技術の向上ならびに関連業界の根幹技術につながる基礎研究は軽視される傾向にあります。海事・

海洋分野におけるわが国唯一の公的な研究機関として、多くの試験施設を有する海上技術安全研究所だ

けが実施可能な基礎研究も多数あります。その一方で、個々の知識・技術の向上に直ちに結びつかない

受託研究等が続くことにより、研究者への大きなストレス増にくわえ、職員の拡充が無いままで数値目

標ベースの業務が続くこととなれば、確実に研究者への負担は増加し、健全な職場環境を保つことがで

きず、研究業務に支障をきたすおそれがあります。また、外部からの獲得資金（受託・請負研究、競争

的資金獲得）は増加しつつあるものの運営費交付金が削減されるため、目標達成のインセンティブは皆

無の状況です。さらに、外部からの獲得資金は基本的に不安定であることから、こうした状況が続くと

基盤的な運営費交付金を確保できない状況に陥り、さらなる研究環境の改悪につながってしまいます。 

 

（２）若手研究者は不安定雇用で研究に集中できず ＜電子航法研究所＞ 

現在の航法は、電波航法にコンピュータなどの電子技術を応用した電子航法が主流となっており、航

空機や船舶などとの通信、その位置を知らせるための航法、レーダーなどによる監視、およびこれらの

システムを複合的に利用することでそれらの航行を秩序よく整理し、衝突防止のための管制など広い範

囲の技術が含まれています。 

一方、職場では、短期的な成果を求められ、根幹技術に関わる時間を要する研究の実施が困難な状況

になるなど、職場環境の厳しさが年々増しています。そのうえ、運営費交付金の削減に伴う研究予算の

縮小により施設の老朽化がすすむなかで最新機材を導入できないなど、厳しい研究環境におかれている

とともに、若手研究員は任期付による採用が多く不安定な雇用に置かれており、研究に集中できる環境

にあるとは言えない状況です。 

 

（３）独立行政法人化により国土交通省と密接した研究ができない ＜土木研究所＞ 

土木研究所は、日本の土木技術の中枢と言える研究機関であり、道路、橋、堤防、下水道など、国民

生活に密着した公共施設の設計・施工・維持管理の研究をはじめ、地震や洪水、渇水、雪崩などの自然

災害から国民の生命と財産を守る防災研究、さらには、ヒートアイランド対策や多自然川づくりなどの

環境関連の研究も行っています。 

2001年に国土技術政策総合研究所（国立研究機関）と分割され独立行政法人に移行しましたが、国

からの運営費交付金が削減され続け、満足な研究費と人件費の確保ができない厳しい運営を強いられ研

究技術の伝承も不安視されています。2006年には、当時の政府決定により北海道開発局北海道開発土

木研究所と統合しましたが、統合のメリットとして期待された「研究活動の効率化、研究成果の質的向

上」よりも「自然特性の差異による共通研究活動の困難さ、遠隔地ゆえに相互機関の調整煩雑」などの

デメリットが上回る実態を招いており、結果として「数合せの統合」による弊害を指摘せざるを得ない

状況となっています。 
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独立行政法人移行後は、入札制度の見直しにより随意契約が禁止され、公共土木施設の設計・施工・

維持管理や災害対応などと密接に連携した研究自体が困難な状況となっています。 

 

（４）国の機関に戻し、研究能力改善を ＜建築研究所＞ 

建築研究所が保有する実験施設は老朽化が進み、加えて独立行政法人に対する運営費交付金の削減に

より維持管理・更新が難しくなり、本来の実験研究が行えない問題が生じています。相次ぐ地震災害に

対応するため、国会議員のなかにも「基準関係など公共性の強い研究業務にあたっているならば、国の

機関に戻ってはどうか」という意見も多く、国の機関に戻す必要性は幅広く認識されています。 

このことは建築研究所の研究能力が独法化で脆弱化したことへの裏返しでもあり、近年国内で多発す

る自然災害は、建築研究所を国に戻し、研究能力を改善させる必要性があることを示しています。 

また、国土交通省の組織でありながら、独立行政法人であるため、国および地方自治体への行政情報

の収集に制約を加えられ、その結果、国の機関としての災害発生時などの緊急時に的確な助言や指導が

困難になっている状況が報告されています。 

 

 

６．独立行政法人職場（教育職場） 

国土交通行政にかかわる教育職場は、交通運輸産業の基盤を支える船員や航空機パイロットの人材

不足が社会的な問題となるなかで、専門的な技術者の人材養成を行う機関として重要な役割を担って

います。しかし、運営費交付金の縮減などから、教員不足や教育・養成施設の老朽化問題が改善され

ず、職員の使命感や努力によって運営を維持しているのが実態であり、運営費交付金をはじめとした

事業予算や、教育・要請を行う体制の維持・拡充が求められています。 

 

（１）航空機パイロットの不足は操縦教官の不足に直結 ＜航空大学校＞ 

航空機パイロットの要員不足が社会問題とされ、すでに世界中で航空機パイロットの争奪状態となっ

ています。日本ではその対応策の一環として、航空大学校の学生募集数を、2018年度から１.５倍に増

やしたものの、学生を教育する操縦教官の養成が追いついていないのが実態です。この状況に対して航

空局は、「操縦職種は再任用あるいは嘱託職員に頼らざるを得ない状況。必要な予算や人員については

、航空局でも対応していきたい」と回答していますが、事態は深刻です。 

優秀な航空機パイロットを安定的に供給することが、国民の安全安心に繋がることから、国が責任を

持って航空機パイロット養成を行う機関である航空大学校の体制拡充が重要です。 

 

（２）著しい教育設備の老朽化 ＜海上技術学校、海上技術短期大学校、海技大学校＞ 

海上技術学校、海上技術短期大学校、海技大学校職場では、運営費交付金の削減や、教員の退職で、

年度当初から教員の欠員でスタートするなど、船舶の運航のための当直も回らない状況です。海上実習

や実技に関しては、教頭もフルで入り、非常勤職員を入れて何とかできる状況で、質の良い船員を養成

する状態ではありません。早急に教員の欠員を解消しなければいけません。 

学校の運営面では、施設の老朽化が進んでいます。修理までの間は教育実習船の舵が曲がったままで

の運航や、風呂場のタイルなど老朽化した施設の整備を教員や事務員が行わなければいけない実態とな
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っています。労働基準法上は、宿直室には睡眠設備の整備が義務付けされていますが、快適に睡眠をす

るためのシャワールームが設置されておらず、当直教官室は夏場でもシャワーを浴びることができませ

ん。また、当直室については労働安全衛生法では、事業主の義務として当直室を男女別に整備すること

が規定されていますが、それもままならない状況になっています。 

 そのため、独立行政法人改革時に国会の附帯決議で示された「体制の強化」の実現を海技教育機構当

局及び国土交通省の責任で行わせることを求めることが重要です。 

 

国土交通省として、国民の安全・安心について責任をもって守っていくためには、それぞれの分野で

専門的な知識・技量をもつ人材の育成を行う教育機関の体制と、安定的に組織を運営するための運営費

交付金の拡充が必要です。 

 

 

以 上 
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