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平成２３年度 第２回労使間意見交換会

議事要旨

（開催要領）

１．開催日時：平成23年（2011年）８月９日（火）10:27～10:55

２．場 所：統計部第１会議室（北別館３Ｆドア№314）

３．出 席 者：

農林水産省 枝元 真徹 大臣官房秘書課長

同 新井 毅 大臣官房文書課長

同 今井 良伸 大臣官房地方課長

同 中村 啓一 総合食料局食糧部消費流通課長

同 小松 米夫 大臣官房秘書課人事調査官

同 山口潤一郎 大臣官房秘書課調査官

全農林労働組合中央本部 石原 富雄 副委員長兼調査交渉部長（非現業担当）

同 柴山 好憲 書記長

同 岡本 吉洋 財政局長

同 原子 秀夫 調査交渉部長（独法担当）

同 間 英輔 組織教宣部長

（概要）

（山口秘書課調査官）

定刻になったので、平成23年度第２回労使間意見交換会を開催する。

開会に当たり、枝元秘書課長から今回の労使間意見交換会の趣旨について説明

いただく。

（枝元秘書課長）

６月20日の第１回労使間意見交換会では、本年９月に予定されている組織再編

に向け、新たな体制での業務運営、要員の配置、庁舎の整備等を議題として意見

交換を行ったところであるが、今回は、より具体的な組織再編時の要員の配置、

職員の勤務地等を議題として意見交換をしたいと考えている。これらは、農業者

戸別所得補償制度などの業務を円滑に新組織に移行するための重要な課題であり、

勤務環境が大きく変化する中で業務を担当いただく職員との間で共通認識を醸成

しなければならない案件と考えている。

限られた時間ではあるが、率直に意見を出し合い、実り多い意見交換会にした

いと考えているので御協力を御願いする。
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（山口秘書課調査官）

まず、本日の資料を確認させていただく。

配付している資料であるが、

資料１の「農林水産省の組織再編について（本年９月１日実施）」、

資料２の「地方農政局、北海道農政事務所及び地域センター現在員見込数（組

織再編時）」、

資料３の「平成23年９月以降の職員の勤務地について（案）」、

資料４の「組織再編及び業務運営における課題等について」、

資料５の「９月以降の農業者戸別所得補償制度に関する省内推進体制につい

て」である。

これらの資料の労使間意見交換会終了後の取扱いであるが、全ての資料につい

て「機密性２Ｂ」と格付けされ、「職員限り」との使用制限を課されていること

から、労使間意見交換会運営規則第２条第３項の規定に基づいて職員を除き非公

表とするのでご了承いただきたい。

それでは、本日の出席者を紹介する。当局側として、枝元秘書課長、新井文書

課長、今井地方課長、中村総合食料局消費流通課長、小松秘書課人事調査官、そ

れに私、進行役を務めさせていただく秘書課調査官の山口です。

次に、職員団体側として、石原副委員長兼調査交渉部長、柴山書記長、岡本財

政局長、原子調査交渉部長、間組織教宣部長。

それでは、まず、資料１について文書課長から説明いただく。

（新井文書課長）

（資料１：農林水産省の組織再編について（本年９月１日実施））

それでは、組織再編について説明させていただく。

組織改正の施行期日については、先週３日付けで「農林水産省設置法の一部を

改正する法律の施行期日を定める政令」及び「農林水産省組織令の一部を改正す

る政令」が公布され正式に組織改正日が本年９月１日なったことをお知らせする。

なお、残る組織規則（省令）については今月末の公布を予定している。

次に、本省の組織再編について、６月20日の説明から変更となった点について

資料１を用いて説明する。

まずは、局の建制順であるが、消費・安全局、食料産業局、生産局の順に変更

となった。これは、設置法における所掌事務の順に見直しを行ったものである。

次に、局名、課名についてはいずれも仮称であったところ、局は食料産業局、

課は統計部の管理課、食料産業局の食品小売サービス課、食品製造卸売課、生産

局の農産企画課、穀物課、貿易業務課、経営局の就農・女性課、水産庁の漁業調

整課、国際課が変更となり名称を決定した。これ以外は６月20日の資料と同一で

ある。

いずれも、内閣法制局との審査の過程において各課等の所掌事務を端的に表現
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する観点から変更したもので、所掌事務に変更はない。

なお、地方農政局については６月20日の説明から変更はない。

（山口秘書課調査官）

次に、資料２、資料３及び資料４について地方課長から説明いただく。

（今井地方課長）

（資料２：地方農政局、北海道農政事務所及び地域センター現在員見込数（組織

再編時））

組織再編時の地方農政局、北海道農政事務所及び地域センター別の職員配置数

については、本局所在県への人事異動や一部ブロック間の人事異動を行うことに

より、資料２の職員配置数となる予定である。

なお、この職員配置数については、現時点のものであり、今後の人事異動によ

り変更の可能性がある数値である。

地方農政局、北海道農政事務所及び地域センター別の職員配置数をブロック別

に見ると、組織再編時の人事異動により再編前より不均衡が改善されており、９

月以降の当面の体制は整ったものと考えている。引き続き北海道農政事務所、東

海農政局及び関東農政局東京地域センターにおいて配置数が不足している状況に

あるが、９月以降は業務計画をたてて業務を円滑に行っていくこととしたい。

今後のブロック間、県間の人員の不均衡の解消については、組織再編後、来年

度の退職者及び定員事情も見据えた上で検討することとしたい。

（資料３：平成23年９月以降の職員の勤務地について（案））

次に資料３であるが、組織再編時における地方農政局、北海道農政事務所及び

地域センター別の庁舎の使用予定については、機関別に一庁舎に集約して使用す

ることを基本としているが、入居可能な庁舎がなく、仮に増改築等を行うとして

も多大な経費を要する場合で、現在使用する庁舎が同一市内にあって、円滑な業

務運営に大きな支障がないもの、既存庁舎が廃止予定で直ぐに移転が必要となる

場合で、新設合同庁舎の完成を待って移転統合するものなど、直ちに一庁舎化で

きない一部の機関については、複数の庁舎を使用する予定である。

なお、戸別所得補償申請受付等、農家の方々への行政サービスが低下しないよ

う配慮することが必要であり、更には、作況調査等統計業務が繁忙となる時期の

移転となることから、当該業務に支障がないよう、これら業務の状況を判断した

結果、移転時期を調整することにより、当面の間、複数庁舎となるセンターもあ

る。

これらの庁舎整備の状況については、これまでも各職場においてお知らせでき

る状況になり次第、適宜、職員の皆さんに情報提供をしているところである。

また、支所に配置予定の職員については、支所への駐在発令を行うとともに、
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地域センター本所等の職員についても別庁舎に勤務する場合は、必要に応じて駐

在発令を行う予定である。

支所への駐在については期間を定めないが、別庁舎で勤務する職員への駐在発

令については、予定されている期間に限って行うこととしている。ただし、９月

１日時点での駐在発令は、最長で年度末までの期間とし、翌年度以降も駐在発令

が必要な場合は、年度当初に改めて発令を行うこととする。

当面、別庁舎で勤務する職員の皆さんには、庁舎が別になることから、ご不便

をおかけすることになるが、新組織の円滑な業務運営に向けてご協力いただくよ

うにお願いしたい。

（資料４：組織再編及び業務運営における課題等について）

次に資料４であるが、９月の組織再編及び業務運営について中央本部が取りま

とめた職員の皆さんの意見等に対し、本省において統一的な見解を示すべき事項

について整理したものである。

この資料については、７月末の時点でそれぞれの部署ごとに職員の皆さんに説

明を行っているが、その時点からの変更点としては、農業者戸別所得補償制度の

推進体制については、資料５により実施していくこととされたこと、組織再編に

伴う人事評価のスケジュール等については、８月の上旬に職員の皆さんへの周知

を終えたこと、である。

（山口秘書課調査官）

資料５については、９月の組織再編以降における農業者戸別所得補償制度の本

省、地方農政局及び地域センター等における推進体制を整理したものである。こ

の資料については担当部署において担当職員等に周知しているところである。

それでは、以上の説明を踏まえて意見交換を行いたい。

（柴山書記長）

農林水産省設置法改正法案が６月８日に成立し、同15日に公布されてから、極

めてタイトなスケジュールの中で、再編に向けた準備が進められてきたが、９月

の組織再編に向けていよいよ残す時間も限られている。

今ほど、各ブロック別の職員配置数については、再編前に比べて不均衡が改善

され、当面の体制は整ったとの説明があったが、重要なことは整備された体制が

いかに機能するかである。

組織と人員が大きく動く中で、行政サービスが停滞することなく、円滑に農政

が推進されるよう、職員と十分に意思疎通を図り、機能的な業務遂行体制を構築

いただきたい。

私からは以上を申し上げ、説明のあった内容に関して担当より何点か伺い、意

見交換させていただく。
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（石原副委員長兼調査交渉部長）

まず、資料２の説明に関連して、再編後の業務運営について伺いたい。

地域センター化による拠点集約に加えて、スタッフ化など、業務遂行の体制が

大きく変わるとともに、当面、分庁舎等において業務を遂行せざるをえない状況

も生じる。

このような中で、組織再編後の地域センター、支所、分庁舎における業務運営

を円滑に行うためには、指揮命令系統や業務量、スケジュール等について、業務

の実態や職員の意見を十分に踏まえ、しっかりとした業務計画を作成することが

重要である。

当局として、９月以降は業務計画を立てて業務を円滑に行うとのことであるが、

業務計画を作成するにあたっての考え方やその内容、スケジュールについて、具

体的に説明いただきたい。

特に、北海道農政事務所、東海農政局、東京地域センターでは、混乱のないよ

うしっかりと対応していただきたい。

また、業務計画作成にあたっては、職員の意見を十分に反映すること。

（今井地方課長）

現在、各地方農政局及び地方農政事務所において、９月１日の組織再編に向け

た各業務ごとの指揮命令系統や業務量、スケジュールを総合的に勘案し、効率的

に業務を推進するための業務計画を作成しているところである。

具体的な作業工程については、業務計画案を作成し、８月中旬以降に各職場に

おいて職員説明を行うこととしており、業務実態や職員の意見を踏まえつつ、業

務計画を決定していくこととしている。

その際、職員一人一人が自分が担当する業務内容や業務量を把握できるよう、

業務ごとに内容をできるだけ具体的に区分し、それぞれの業務量、担当者の人数

等を明確にすることとし、特に、北海道農政事務所、東海農政局、東京地域セン

ターにおいては、配置数が不足する状況を踏まえて、特定の職員に負担が掛から

ないように業務計画を作成することとしたい。

また、再編後は、地域センター長が、業務計画に沿って適切に業務が行われて

いるか進捗管理を行い、必要に応じて適宜計画を修正していくこととしている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

業務運営に関連して、米の放射性物質検査について伺いたい。

牛肉から放射性セシウムが検出された事案に加えて、米の放射性物質に関する

検査が始まったところであるが、食の安全と安心を確保するため、本省と地方組

織が十分に連携を図り、都県・市町村・関係団体と一体となって生産者や消費者

に混乱のないよう万全の対策を図ることが重要と考える。

先日、米の放射性物質調査の考え方が示され関係者への説明が行われたが、国
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の地方組織における業務はどのように考えているのか。また、業務計画との関係

はどうか。

さらに、庁舎の移転時期と放射性物質調査などの業務が重なることになるが、

示された移転計画で支障は生じないのか。くれぐれも、関係機関から批判されな

いよう対応する必要があると考えるがいかがか。

（中村総合食料局消費流通課長）

米の放射性物質検査については、原子力災害対策本部の考え方に基づき、該当

する17都県が具体的な検査を実施することとなるが、その実施に当たっては検査

に対する生産者及び関係事業者等の理解と協力が不可欠である。

このような状況にあるなか、米の放射性物質検査の周知については、本省担当

局から示された業務内容に基づき、生産者への説明会の開催等、地方農政局と再

編後の各地域センターが連携して取り組むことになる。

なお、米の放射性物質調査における業務については、今回、可能な範囲で、策

定する業務計画に織り込んだ上で説明を行うこととしたい。

また、庁舎移転計画については、現時点では、変更することまでの支障はない

ものと考えている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

現地支援チームの業務対応について伺いたい。

東日本大震災からの復旧・復興支援に関して、特に原発事故への対応は前例が

ないだけに、日々状況が変わっており、今後の業務対応が見通せない状況にある。

仮に、現在の人員では対応できない人海戦術的な業務対応が求められた場合、農

林水産省全体として人的支援が出来るような体制づくりも必要と考えるがいかが

か。

また、業務計画の作成にあたっては、支援チームの体制や業務対応に変更があ

った場合、職員に説明し意見を踏まえて対応していただきたい。

（今井地方課長）

東北農政局管内で取り組まれている現地支援チームをはじめとした震災復旧・

復興関連業務については、現在でも、当該業務の支援のため、本省及び東北農政

局以外の農政局から職員派遣が行われているところである。

今後も、被災地支援を継続していくこととなるが、各地の復興状況などを踏ま

えつつ、必要な支援内容を見極めた上で、引き続き本省及び他の農政局からの職

員派遣も組み合わせながら、特定の職員に負担がかからないように留意して参り

たい。

また、業務計画については、復旧・復興関連業務の状況に応じて、職員ともコ
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ミュニケーションをとりながら適宜修正していくことになるものと考えている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に資料３に関連して庁舎統合について伺いたい。

９月以降の職員の勤務地が示されたところであるが、第１回労使間意見交換会

では、改修等工事の計画、統合・移転の時期などを内容とした庁舎ごとの計画案

について、職員の意見も踏まえて作成するとしていた。

庁舎ごとの移転計画の作成にあたっては、職員の意見が十分に反映され共有さ

れているのか、職員への説明は十分におこなわれているのか伺いたい。

（今井地方課長）

平成23年度第１回労使間意見交換会において申し上げたとおり、使用予定庁舎

の改修工事発注等の調整が整い次第、庁舎（機関）毎の業務状況等に配慮しつつ、

統合・移転の時期などを内容とした計画を作成し、職員に情報提供するとともに、

職員から寄せられた意見も踏まえて庁舎の移転計画を作成し職員に説明するよう

指示しており、各機関毎の職員への説明は十分に行われているものと考えている。

また、計画に変更が生じた場合にはその都度、職員説明を行うよう改めて指示

したところである。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

最後に資料４についてであるが、中央本部が取りまとめた意見は、今回の具体

的な人員配置が示される前に集約したものである。したがって、現場においては、

センター別、支所別、分庁舎別、業務別人員配置と業務量の関係について再検討

が必要となっている。当局責任において資料の説明をしっかりと行うことは当然

であるが、今回示された人員配置を踏まえて業務計画を作成することになること

から、職員から出された意見に適切に対応し、組織再編時に混乱が生じないよう、

庁舎移転計画、業務計画等について事前に十分調整することを要請する。

また、本年は通常業務に加えて、震災対応の業務が増大しており、超過勤務手

当や旅費などの不足も懸念される。補正予算等において必要な予算が措置される

よう対応いただきたい。

なお、これまでも要請してきたところであるが、北海道農政事務所においては、

戸別所得補償制度の本格実施等により恒常的な超過勤務が生じており、地方農政

局と同等の業務を行っているにも関わらず、超勤単価には大きな差が生じている。

超過勤務手当について、地方農政局と同等の予算計上を行うとともに、予算を

一本化するよう法改正を含めた対応を重ねて要請する。
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（今井地方課長）

先程申し上げたとおり、庁舎移転計画及び業務計画については、職員から寄せ

られた意見も踏まえ作成し、変更の都度、職員説明を行うこととしているところ

である。

また、予算関係であるが、東日本大震災の支援業務等に必要となる予算の確保

に努めて参りたい。

なお、地方農政局予算と北海道農政事務所予算の一本化についてであるが、昨

年９月の労使間意見交換会でも申し上げたところであるが、国の予算制度上、予

算の一本化は難しいものと考えている。

しかしながら、北海道農政事務所の超過勤務手当予算の増額要求については、

検討して参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

宿舎事情が厳しい中で、財務事務所等に対して要請するとしているが、宿舎の

確保はどのような状況か。

（今井地方課長）

必要な宿舎が確保できるよう各財務事務所等へ要請を行ってきたところであり、

現在、内示直前の状況等を踏まえ、調整を行っている状況である。

調整の中では、東日本大震災における被災者支援の一環として国家公務員宿舎

の貸与等を行っていることから、特に東日本地域の宿舎事情は厳しい状況と聞い

ている。

いずれにしても、引き続き、財務事務所等に対して宿舎の確保が図られるよう

調整を行っていきたい。

（柴山書記長）

この間、中央段階において、組織再編に関連して意見交換を重ねてきたところ

であるが、組織再編に円滑に対応し、これまで以上に国民の付託や期待に応えて

いくためには、実際に生産者・消費者等と接し、農政を展開している現場意見を

尊重することが重要である。また、組織再編は、各段階の職員の労働条件に大き

な影響を与えるだけに、労働条件上の様々な課題を集約し、その改善を図ること

が不可欠である。

第１回労使間意見交換会において、「地方農政局及び北海道農政事務所から、

対応する職員団体の意見を聴取する「意見聴取会」を開催することを検討した

い」としていたが、意見聴取会の開催を改めて要請した上で、検討状況について

伺いたい。
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（枝元秘書課長）

９月に組織再編を予定している中で、戸別所得補償対策などの業務を切れ目な

く実施する体制を構築することは、農政の推進の観点から極めて重要な課題であ

り、現場の職員の意見をお聴きし、意思疎通を図りながら対応することが必要と

考えている。

このため、昨年３月と同様に、「新たな労使関係の構築に関する基本方針」の

枠組みの中で、地方農政局及び北海道農政事務所において、対応する職員団体の

意見を聴取する「意見聴取会」を開催したいと考えている。

また、９月予定の組織再編は、現行の「地方農政事務所」を廃止し、65の地域

センター及び38の支所を設置するという大きな組織改正であり、農政事務所で勤

務する職員の勤務条件に大きな影響を与える管理運営事項等であることから、各

県を代表する職員団体の役員の参加を認めることとしたいと考える。

意見聴取会終了後は、議論の概要などを労使間意見交換会に報告していただき、

議論の結果は、この「労使間意見交換会」の議論に反映させるとともに、現場で

の今後の業務運営にも活用していくこととしたい。

（柴山書記長）

了解した。

これまでに経験したことのない組織再編に向けての意見聴取会であるだけに、

各地域の個別具体の課題について労使間で共有化が図られるよう真摯な対応を要

請する。

なお、意見聴取会における課題については、改めて労使間意見交換会を開催し、

改善に向けて意見交換させていただきたい。

（枝元秘書課長）

それでは、本日の意見交換会の議論を踏まえ、今週末以降に各農政局段階で

「意見聴取会」を開催するよう各地方農政局長及び北海道農政事務所長に依頼し

たい。その「意見聴取会」の報告を踏まえて、再度「意見交換会」を開催したい。

（山口秘書課調査官）

それでは、以上を持って平成23年度第２回労使間意見交換会を終了する。

－以 上－


