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人事課
「 動物管理指導員の一般職員への任用変更に関わる要求書 」
に対する回答
要求は認められない。

※兵庫県の取組は、現業業務全般を廃止・縮小する目的で行われ
たものであり、現業業務の今後のあり方について、動物管理指導
員の業務を「当面は正規職員で行う業務(非常勤職員を含む体制)」
として整理している本県にはあてはまらない。
【要求内容(要旨)】
県民に対する動物の飼育に関する指導を始め、県民の依頼に基づ
いた動物の保護を近隣住民や市町村と調整を取りながら行うなど、
単純な技能労務の領域に収まらない業務が増加し、動物管理指導員
が県民に直接対応することになり、現場に即した判断が求められる
など、業務の重要性や困難性が増す状況になってきた。
動物管理指導員については、一般職員へ任用を変更することを求
める。
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結論となった」としまし 組合 管理業務、愛護業
た。
務は一元的な業務とい
うことであるが、どう
いうことなのか。
当局 動物保護管理セン
以下のとおり質疑応答
ターができた当初から
があった。
管理業務と愛護業務を
一元的に行うことは行
組合 「認められない」
政機関設置条例等に明
とは現状維持というこ
確にされている。
とか。
当 局 そ の と お り で あ る。 組 合 業 務 の 変 化 を ど う
ただし、許認可関係は
とらえているのか。
獣医師が行う仕事とし 当局 業務内容・量とも
て、見直すこととした
に徐々に変化してきた
い。
と思う。

動物保護管理センターの設置趣旨は、動物の管理業務と、動物の
飼育等に関する指導業務を始めとする愛護業務を一元的に実施する
というものであり、今回の要求で示されている県民に対する動物の
飼育に関する指導等の業務についても、同施設で従事する動物管理
指導員の業務として位置付けられるものである。
近年、愛護業務が増加傾向にあるとともに、業務内容が変化して
きているが、これらは、動物保護管理センターの設置趣旨に沿った
動物管理指導員の本来業務の範囲内であると考える。
なお、他府県等においても、こうした業務には現業職員が従事し
ており、本県だけが特殊な状況にあるものではない。

『認められない』という

平成２２年８月３日

県職は、８月３日午後３時 分、人事課分室に
て、動物管理指導員の一般職化に向けての交渉を
行い、当局から要求に対する回答があり、動物管
理指導員の一般職員への任用変更は認められない
としました（文書回答は左欄に掲載）。
指導員部会では、８月７日に第２回臨時総会を
開いて議論した結果、「回答はやむを得ず受け入
れる」としました。
これを受けて、県職は、８月 日の中央執行委
員会で「回答を受け入れる」という最終判断をし
ました。

人事課平田主幹は、
「愛護業務については、
業務内容、業務量が動物
保護管理センター設立当
初に比べ変化してきたこ
とは認める。住民への指
導等の対人業務について
は、指導員が日頃から努
力されていることは感謝
している。愛護業務や対
人業務はあくまで指導員
の業務の一環であり、指
導員の一般職化につなが
るとは考えていない。
全国 都道府県の状況
を調査した結果、概ね７
割の自治体において、現
業職員が愛護関係の業務
を行っている。また、指
導員を一般職化するとい
うことは聞いていない。
よって、今回の回答、
47

組合 他県等との比較にお
いて、本県では住民から
の苦情対応は指導員が行っ
ている。
三重県、神奈川県、大
阪府では獣医師が行って
いると聞いている。対応
の仕方が他県等はどのよ
うにしているのか。
当局 住民への指導につい
て、今回の調査では「獣
医師が主体的に行ってい
る」「指導員が行ってい
る」「一緒になって行っ
ている」という区分によ

犬等の捕獲、殺処分の
り選択してもらうことと 組合 愛護業務における現 当局 むずかしい事案でな
ない。健康福祉部におい
件数は年々減少してきた。
ければ指導員がきっても
したが、犬の管理指導は
業業務とは何か。
て、職場、担当の業務分
愛護業務とりわけ、平成
よいのではないか。特別
指導員が行っている県が 当局 他県等の状況では、
担や権限がはっきりして
以下 笹山・達脇発言
年度から条例施行に伴
なケースは獣医師の指示
多かった。
愛護業務は現業職員がやっ
いない。その業務の区分
い、ふれあい教室など愛
を仰ぎながらというもの
ているところが多い。
をはっきりさせることも
護業務が増えてきたこと 組合 許認可事務は獣医師 組合 本県では住民からの
もあると思う。
指導員が行う業務だと
必要ではないか。指導を
は認識している。
苦情対応は指導員が行っ
思う。
がやるべき業務であると
お願いしたい。
組合 現在の指導員が行っ 当局 人事課として部・所
ている。電話での苦情は
のことだが、それ以外の
組合 他県等調査をした状
ている業務は現業の仕事
指導員が対応せざるを得 組合 現状としての指導員
ことで獣医師が行う業務
属にしっかり話をして必
という位置づけか。
ない状況だ。その中で、
の業務が単純労務と考え
はあるのか。
要な指導はしていく。
況はどうか。
当局 他県等調査をし、約 当局 他県等との比較でみ
ぎりぎりの判断まで指導
ているのか。住民指導、 当局 運転手など免許が必
要な職種、看護手など
苦情処理が単純労務なの
の県等から回答を得た。 ると、許認可関係と思う。 員がやっている。
かどうか。
他に何かこれはというも 当局 ケースによっては困
指導員が中心となって行
歳定年の職種、守衛の業
難な事案があり、獣医師 当局 動物管理の分野の中
のがあれば話し合う。
う場合、獣医師の関わり
務等、現業業務の内容は
の指導のもと行ってもら
で行っていただいており、 様々であるが、指導員の
「ふれあい教室」は獣医
が強い場合など様々であ
うこととなる。業務の蓄
現業業務の一環と考えて
師としての調整が必要な
るが、他県等でも、ふれ
業務も現業の仕事である。
積、経験に基づいて指導
いる。
ところはやってもらう。
あい教室、しつけ教室な
員がスキルアップしてい
苦情内容が変化したが、 組合 法令・条例に基づい
また、新たな業務がで
どは、指導員が行ってい
る中でやってもらってい
指導員の方も経験を積み、 て、指導員が許認可関係
きたときは、順次話し合っ
る業務としているところ
ることは承知している。
実績をふまえ、指導員が
て決めていきたい。その
が多い。
を行っている。起案につ
十分対応できると考えて
旨部局を指導していくこ
いて、本所・支所で指導
組合 昭和 年度の動物保
組合 動物保護管理センター
いる。
ととする。
員の対応がちがう実情が
護管理センター設立の当
設立当初の業務内容等は
ある。窓口受付、苦情処
初の主旨から、現在の業 組合 住民指導は獣医師の
規則で定められた中にお
理の対応は指導員が行い、
指示のもとやるべきなの
務は現業職員で行うとい
さまっているということ
誰もやりたがらない仕事
か。指導員がやるべきこ
うのは県の意向か。
か。
をやっている。
当局 現在、指導員が行っ
当局 許認可関係をはじめ、
となのか。
住民への対応は当初と
は全然違う。ほとんど指 当局 ケースバイケースで
ている業務は、センター
獣医師が関わるべき部分
はあるが、指導員のこれ
導員が対応している。
設置趣旨に沿っており、
をきちんと整理していく
当局 愛護業務は指導員の
までの経験の中でノウハ
規則で定められた範囲内
必要があると考えている。
ウが蓄積され定例化して
仕事と考えている。対人
という判断をした。
業務はもともとあったし、 いるものもある。
定例的なものは、指導
業務内容の変化、住民の
員の判断でできると思う。 最後に高木委員長より確
意識の変化、それに伴う
指導員の仕事の変化もあっ
認の質問をした。
たことは認める。獣医師 組合 指導票をきる（措置
命令）のは、指導員の名 組合 獣医師と現業との業
の関わる部分は整理した
前でもよいのか。
い。
務分担がはっきりしてい

組合 年代によって変化し
てきた業務も本来の現業
の業務なのか。
当局 変化してきた業務も
あるが現業指導員の業務
の範囲内と考えている。
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募 集
申込み

１０月２９日(金)午後２時〜３０日(日)正午まで
モリトピア愛知(県民の森)
① 現業職員の賃金制度
② メンタルヘルス学習
４０名(現業組合員対象)
組合本部現業評議会担当 鈴木まで
(電話052-954-6880 FAX052-972-0649)
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