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平成30年度第３回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成31年３月15日（金）15:12～16:06（54分）

２ 会 場：秘書課研修室（本館７階 ドア№772、774、776）

３ 出席者：

農林水産省 前 島 明 成 大臣官房秘書課長

同 吉 本 俊 彦 大臣官房地方課長

同 神 井 弘 之 大臣官房統計部管理課長

同 沖 和 尚 消費・安全局総務課長

同 坂 康 之 食料産業局総務課長

同 松 本 平 農村振興局総務課長

同 松 尾 浩 則 政策統括官付総務・経営安定対策参事官

同 栗 原 秀 忠 水産庁漁政部漁政課長

同 馬 越 美 恵 大臣官房秘書課人事調査官

同 仲 澤 正 経営局総務課人事企画官

同 横 山 博 一 大臣官房秘書課調査官

全農林労働組合中央本部 岡 本 吉 洋 書記長

同 渡 邉 由 一 財政局長兼調査交渉部長（非現業担当）

同 村 上 嘉 則 調査交渉部長（独法担当）

（横山秘書課調査官）

只今から、平成30年度第３回労使間意見交換会を開催する。

開会に当たり、前島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。

（前島秘書課長）

１月23日に第２回労使間意見交換会を開催し、平成31年度農林水産予算概算決定、組織

・定員を議題として意見交換を行ったが、その際の職員団体の皆さんのご要望も踏まえ、

４月以降の業務運営上の諸課題等を議題として意見交換したいと考えている。

限られた時間ではあるが、有意義な意見交換としたいので、ご協力をお願いする。

（横山秘書課調査官）

本日の資料は、資料１「平成31年度予算概算、組織・定員を踏まえた４月以降の業務運

営に関する課題・問題点」、資料２「地方組織における業務の見直しについて」である。

なお、資料の意見交換会後の取扱いについては、いずれも「機密性２情報」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非公表とし、職員掲示板への掲載のみとするのでご了承いただき

たい。

それでは、意見交換を始めるに当たり、出席者を紹介する。当局側として、前島秘書課

長、吉本地方課長、神井統計部管理課長、沖消費・安全局総務課長、坂食料産業局総務課



- 2 -

長、松本農村振興局総務課長、松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官、栗原水産庁

漁政課長、馬越秘書課人事調査官、仲澤経営局総務課人事企画官、それに秘書課調査官の

横山である。

職員団体側として、岡本書記長、渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当）、村上調

査交渉部長（独法担当）である。

（岡本書記長）

今ほど、2019年度予算概算、組織・定員を踏まえた４月以降の業務運営に関する課題・

問題点・改善策に対する当局見解及び、地方組織における業務の見直しについて示された

ところである。

前回の労使間意見交換会でも申し上げたように、2019年度は、今次定員削減計画の最終

年度であるが、今年度にも増して厳しい定員事情の中で、農林水産行政に的確かつ機動的

な対応が求められることから、４月以降の体制において、いかに円滑な業務運営を図るか

が重要となる。

私たちは、１月23日に開催された第２回労使間意見交換会での論議を踏まえ、４月以降

の業務運営に関する課題等について意見集約を行ったところ、短期間の取組ではあったも

のの数多くの意見が報告された。その概要は、既に提出しているとおり、何れの職場にお

いても、依然として大幅な定員削減が継続される中、農林水産行政に係る新たな政策展開

への具体化に伴う大幅な業務量の増加に対し、適正な人員配置や既存業務の見直し・効率

化策が不十分なことへの不満と不安の声が中心となっている。特に退職者に見合う要員が

全く確保されていない県域・地域拠点からは、将来展望に対する不安が多く報告されてい

る。

引き続き、職員が意欲を持ち安心して業務に取り組める職場を作り上げるために、諸課

題の解決に向けた各級段階における誠意ある対応を求める。

私からは以上を申し上げ、今回説明があった内容について、担当より何点か伺う。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

組織・定員関係についてである。

一昨年来、多くの農林水産関係法案が成立するとともに、今通常国会でも４法案が提出

されるなど、新たな農政が具体化される中、生産現場等における様々な不安を解消するた

めの対応・対策を担う県域・地域拠点の役割は重要となっている。

将来に亘り、的確かつ継続的な農政を推進するためには、県域・地域拠点の維持・活性

化、専門性の継承と人材育成を図ることが待ったなしの状況であるが、2019年４月におけ

る新規採用者や若手職員の具体的配置はどうなるのか。

（前島秘書課長）

地方農政局及び北海道農政事務所における若手職員については、平成27年度以降一定数

の新規採用者を確保するとともに、平成29年度から入省２年目以降の若手職員を本局等所

在地の県域拠点へ配置しているところである。今後も地域における農林水産行政の円滑な

推進と地方農政局等業務の継承のため、中長期的視点に立って計画的育成を図っていく考

えである。

なお、平成31年度においても、一定数の新規採用を確保し、円滑な業務の遂行に支障を

生じさせないよう適切な配置に努めているところである。
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

来年度の再任用の状況を示すこと。その上で、組合員の希望通りの再任用となったのか。

地方農政局県域拠点及び北海道農政事務所地域拠点にフルタイム再任用を配置することが

できたのか。

（前島秘書課長）

平成31年度の再任用希望者については、概ね希望どおりの再任用を措置できたところで

ある。

なお、地方農政局等の県域・地域拠点においては短時間再任用での配置となったが、再

任用職員の配置は、人事異動を企画する中で他の人事異動と同様に、本人の希望、業務経

験等も踏まえて、今後とも対応していく考えである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

県域・地域拠点のフルタイム再任用希望者に対し、フルタイム再任用を配置しなかった

理由は何か。また、欠員を多く抱える北海道農政事務所では地域拠点にフルタイム再任用

者が配置できるのではないか。

（前島秘書課長）

再任用職員の配置は、繰り返しになるが、各地方農政局の人事企画の中で他の人事異動

と同様に、本人の希望や業務経験等を総合的に勘案した結果であることをご理解いただき

たい。これは北海道農政事務所においても同様である。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

定年退職者数の増加により短時間勤務再任用者は増加し、地方農政局県域拠点及び北海

道農政事務所地域拠点における短時間勤務再任用者の占める割合が多くなっている中、週

３日勤務が基本の短時間勤務での業務対応では、連絡調整や出張計画など業務運営に支障

が生じるとの懸念が報告されている。このような状況の中で、どのように業務計画の策定

や円滑な業務運営を行っていくのか。

（吉本地方課長）

業務計画については、現職職員での業務運営を基本として策定しつつ、再任用職員を含

めた職員間のコミュニケーションを十分に図りながら、円滑な業務運営に努めてまいりた

い。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

欠員を多く抱えていた北海道農政事務所地域拠点において、円滑な業務執行体制はでき

たのか。

（吉本地方課長）

北海道農政事務所地域拠点については、これまで以上に地方参事官と職員のコミュニケ

ーションを十分に図りながら、円滑な業務運営に努めてまいりたい。
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

地方組織における業務の見直し関係についてである。

来年度の「地方組織における業務の見直し」について、分会からは、「業務見直し以上

に人員が減少し、一人当たりの業務量がさらに増加し、限界である」「見直し内容は業務

の軽減にはつながらない」「新規業務や補完調査などにより効率化が図られていない」な

ど厳しい意見が報告されている。

各原局から示された業務見直しの具体の内容について、現場で業務を推進している組合

員の意見をもとに深掘りを行い、より実効ある見直しとなるよう、業務区分毎に伺う。

地方参事官室関係についてである。

新たな農政が具体化される中で、「現場と農政を結ぶ」地方参事官室業務は質・量とも

に変化・高度化し、重要性は高まっており、人員の拡充と人材育成の強化を図る必要があ

ると考えるが、地方課としてどのように考えているのか。

（吉本地方課長）

地方参事官室においては、農政全般についての知見・情報を踏まえて、地域の活性化に

向けた取組みを行っていくことが重要である。

地域拠点の個別チームを含めた業務全体が地域農業に資するものと職員一人一人が認識

して、各チーム、地方参事官室が連携・協議を日々行うことが地域拠点活性化の最も近道

になるものと考えている。

その上で、地方参事官室が担う「現場と農政を結ぶ」機能が今後とも十分に発揮される

ことが重要であり、関係機関との連携した実践的な人材育成を行う必要があると考えてい

る。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

農林水産行政全般にわたる知見が必要な地方参事官室業務については、人員が限られて

いる中で、トップダウンの指示や本省等のアテンド業務など業務量が増加している。不要

･不急の業務がないか点検を行い、スケジュール感をもった業務運営を行うこと。

（吉本地方課長）

地方参事官室業務については、職員の意見を反映して業務計画を作成するほか、地域の

実態を踏まえた上で、地方参事官と職員のコミュニケーションを深めて、新たな業務企画

を進めるよう指導しているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

本年４月から、６次産業化業務及び輸出証明書発給・交付業務を地方参事官室に移管し、

推進業務の一環として進めていくこととなるが、円滑な業務移管と的確な担当配置を行い、

業務運営に支障が生じないよう万全を期すこと。

また、必要な研修等を実施すること。

（吉本地方課長）

６次産業化関連業務については、地方参事官室の推進業務の一環として、人員とともに

引き継ぐこととなるが、フォローアップ業務等が円滑に進められるよう、現場からの意見
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も伺いながら、一層の業務効率化を図っていくこととしている。

（坂食料産業局総務課長）

６次産業化業務及び輸出証明書発給・交付業務担当職員への研修等については、本省で

実施する研修に加え、本年４月以降の早い時期に、地方参事官室の職員を対象とするブロ

ック別の業務説明会を開催する予定である。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

地方参事官室に移管となる６次産業化業務及び輸出証明書発給・交付業務にかかる課題

が生じた場合は別途改善を求めるので誠意をもって対応すること。

また、４月以降、新たな業務企画等進める場合は、労働条件に影響することから、別途

情報提供すること。

消費・安全業務についてである。

実施体制に関して、県域・地域拠点の消費・安全部門においては、「広域監視官」とし

て横断的監視業務に対応出来る体制とはなっているが、関連６法の熟知が必要であり、事

前準備も含め業務量は増加している。また、本省・地方農政局等においては、表示規格と

流通監視部門がそれぞれに設置されており、県域・地域拠点への指揮命令系統が輻輳し、

現場における「横断的監視業務」への弊害となっているとの意見が報告されているが、ど

のように考え、どう改善を図るのか。

（沖消費・安全局総務課長）

今後とも食品表示等担当者及び米穀流通監視担当者がチームとして６法の監視業務を行

えるよう環境整備に努めていく考えであるが、まずは、平成31年度実施方針等において、

食品表示と米流通監視の双方に関わる疑義事案について、内容に応じて指揮命令系統を１

本化することとしているところであり、今後とも円滑に立入検査が行えるよう対応してま

いりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

監視業務におけるチェックリストについては、現場からの意見を踏まえ昨年10月に見直

され、総体的に見れば業務の効率化に資するとしていたが、現場では必ずしも効率化が図

られていないとの意見が報告されている。今年度下半期業務においてどのように効率化が

図られたのか。

（沖消費・安全局総務課長）

チェックリストについては、昨夏及び年末の２回にわたり、各地方農政局等から意見を

募ったところであり、効果的な監視のために項目を追加すべきとの意見も多くあったが、

現場の負担も考慮し、全体のボリュームは押さえつつ、効率的な監視のために要望の強か

った構成の大きな見直し等を行うとともに、全ての意見に回答したところである。

今後とも定期的に現場の意見を聞いて改善を図ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

限られた人員体制の下で、監視ニーズを踏まえ適切に監視を実施し、消費者の期待に応
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えていくため、今後の監視業務のあり方や実施体制についてどう考えているのか。

（沖消費・安全局総務課長）

これまで監視業務の高位平準化及び横断的監視の環境を整備するため、現場のノウハウ

等をチェックリスト、疑義事案の着眼点及びプロファイル等に集約・可視化するとともに、

参加者が食品表示・米穀流通監視双方のノウハウを習得できるよう法制度研修の実施方法

を見直したところである。

平成31年度に向けては、初めて食品表示と米穀流通監視の実施方針を統一するとともに、

各地方農政局等から要望が強かった身分証明書の一元化を行ったところであり、今後とも

食品表示等担当者及び米穀流通監視担当者がチームとして６法の監視業務を行えるよう環

境整備に努めてまいりたい。各地方農政局等、県域・地域拠点においては、合同で一般巡

回調査を実施する等、実情に合わせて横断的監視に積極的に対応していただきたいと考え

ている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

４月以降、大幅な人員減の中で、これらの見解を踏まえて対応することとなるが、実効

ある業務見直しや現場意見を踏まえた更なる改善を図ること。また、調査・検査件数は業

務見直しに大きな影響を与えることから、別途情報提供すること。

経営所得安定対策等の実施に係る業務についてである。

需要に応じた米の生産・販売に関する業務について、推進対象の地域を限定するとある

が、どの地域を想定しているのか。推進対象の地域限定について、対象とする条件等を明

示すること。

また、需要に応じた米の生産・販売の推進について、県段階の関係者と役割の分担や拠

点の活動の重点化を進めるとあるが、その具体的な内容を示すこと。

（松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

米政策改革に対する理解度については県や地域によって温度差があり様々である。需要

に応じた生産・販売の推進については、現場実態を踏まえ、特に定着が遅れている地域等

を重点的に推進するよう、全国会議やテレビ会議で説明しているところである。

なお、推進にあたっては関係者と連携・分担して行うこと等により、県拠点の業務の軽

減に繋がるものと考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

地域農業再生協議会との役割分担の見直しは、再生協も人員が減少している中で、円滑

に進むのか懸念が報告されているが、どのように効率化を図るのか。

（松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

経営所得安定対策等については、申請者、再生協及び県域・地域拠点関係者の事務軽減

のため、タブレットによる現地確認の導入、手続全般の電子化や申請書類の削減等を検討

しているところである。

単なる役割分担の見直しではなく、関係者全体の事務負担の軽減につながるよう検討を

進めてまいりたい。
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

実施要綱や事務処理マニュアルの見直し等にあたっては、必ずしも事務軽減につながっ

ていないとの意見が報告されていることから、現場の状況を把握し、業務軽減につながる

抜本的な見直しを行うこと。

（松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

要綱及びマニュアル等の見直しに当たっては、適宜、県域・地域拠点から要望を聞いて、

交付金の適正交付が損なわれないものについて反映しているところであるが、今後も引き

続き県拠点等の意見反映に努めてまいりたい。

なお、経営所得安定対策等については、繰り返しになるが、申請者、再生協及び県拠点

等関係者の事務軽減のため、タブレットによる現地確認の導入、手続き全般の電子化や申

請書類の削減等を検討しているところであり、その中で関係者の事務負担の軽減につがる

よう検討を進めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

統計部関係についてである。

農林水産統計の担当職員が大幅に減少し、今後も退職者数が増加する中、農林水産統計

は、農林水産施策の着実な推進、証拠に基づく政策立案を図る上で重要な役目を果たすこ

とが求められており、統計精度維持・向上や専門性の継続のために県域・地域拠点への若

手職員の配置は待ったなしの状況であるが、本年４月の具体的な配置はどうなるのか。

また、５年後、10年後の必要な職員数及び専門調査員数はどう考えているのか、展望を

示すこと。

（神井統計部管理課長）

本省と現場との積極的な人事交流により組織の活性化及び業務の継承を図ることは重要

と考えており、平成30年４月には本省の係長級職員を農政局本局に配置したところである。

また、新規採用職員については、多様な業務経験による中長期視点に立った計画的育成

が重要と考えており、本省で育成後、若いうちに農政局本局等に配置したいと考えている。

今後とも、統計調査を不断に見直しつつ、的確に調査が実施できるよう、必要な職員数、

専門調査員数の確保に努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

調査票の変更や、標本数の削減などが定員削減数に見合う見直しとなっていないことか

ら、根本的な業務の効率化を行うこと。

また、センサス年や周期年調査など業務が増加する年度を踏まえた人員配置を行うこと。

（神井統計部管理課長）

平成27年度以降、本省に部長・審議官級を構成員とする「農政改革の推進に対応した農

林水産統計の見直し検討会」を設置して、調査の廃止、標本数の削減、調査の周期年化等

の見直しを実行してきたところである。

特に、平成31年度については、農業経営統計調査の調査票について税務申告書類による

取りまとめ形式へ変更する大幅な簡素化、共済減収調査の廃止、海面漁業生産統計調査に
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おける稼働量調査及び市町村別統計の廃止といった根本的な業務の効率化を実行すること

としている。

また、周期年調査については、極力、調査実施年の集中を避け、毎年の業務量を平準化

させることを考慮しながら調査実施年を設定してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

専門調査員制度導入から４年が経過し、高齢化が進んでいることから、この４年間の実

態を検証するとともに、職員が減少する中でどのように新たな人材を確保していくのか、

確保する具体的手法を示すこと。

（神井統計部管理課長）

専門調査員の確保については、各地の状況に応じて効果的な人材確保を進める必要があ

ることから、昨年１月に設置した「業務カイゼン掲示板」へ各県域・地域拠点における業

務改善の優良事例等の掲載を推進し、具体的な取組の参考に供しているところである。さ

らに、これらの優良事例の中から他の県域・地域拠点においても有効と考えられるものに

ついて、全国展開する取組を行っており、今後これを拡充していきたい。

また、専門調査員制度導入から４年が経過し、職員、専門調査員の経験値が増す中、専

門調査員の受け持ち件数を増加させることは、専門調査員の管理・指導に係る職員の業務

の増加を抑制し、将来にわたり専門調査員制度を円滑に運用していくため重要であること

をご理解願いたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

このような状況を踏まえ、私どもとしても、引き続き専門調査員制度の課題・問題点を

検証し改善を求めるので、誠意をもって対応すること。

食料産業局関係についてである。

六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定者のフォローアップ件数は事業計

画終了後には減少する見込みであるが、新規認定者の発掘や関係機関等との調整など業務

量は減少しないとの意見が報告されているが、どう効率化を図るのか。

（坂食料産業局総務課長）

平成31年度以降の県域・地域拠点における六次産業化関連業務については、地方参事官

室が行う推進業務の一環として進めていくこととなるが、例えばフォローアップ業務にお

いて、事業者を訪問する際に農政全般に関する情報提供や関連施策の説明等を併せて行う

など、地方参事官の指揮・命令の下、効率的に業務を実施していくこととしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

食育業務に関して、今般の地方農政局等における組織見直しが、第３次食育推進計画に

掲げる目標達成につながるのか明確にすること。

また、地方農政局等の食育業務の移管後の地域食品課の業務は、極めて少人数での業務

運営が想定されることから、地域連携課、食品企業課も含めた３課体制の今後のあり方に

ついて示すこと。
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（坂食料産業局総務課長）

第３次食育推進基本計画の目標達成に向けて、総括事務と個別推進事務を一層緊密に連

携させ、食育推進事務を強化していくため、本省においては、両事務を消費・安全局にお

いて一元的かつ効率的に実施することとし、地方農政局では消費・安全部において、食育

推進事務を担うこととしたところであるが、経営・事業支援部において実施される国産消

費拡大を含む各種施策との連携は引き続き実施し、第３次食育推進基本計画に掲げる目標

の達成に向けて万全を期す所存である。

７月に地域食品課の食育業務は消費・安全部に業務移管するが、それ以外の食品３課の

業務については、現行の体制のままで当面運用していくこととしている。なお、食育業務

移管後の状況を踏まえ、食品３課体制のあり方については必要に応じ検討していく。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

業務計画の策定についてである。

４月以降、限られた人員の中で組合員の労働条件を維持し、円滑な業務運営を行うため

には、「業務の見直しの方向」の着実な実行と業務の効率化を図ることが重要である。４

月から円滑な業務運営を行うため、各職場毎に業務区分毎の配置人員を示すとともに、業

務計画の策定にあたっては、職員と十分に意思疎通を図ること。

（吉本地方課長）

業務計画の策定に当たっては、職員が作成に参画する等、職員の意見に基づいて、実効

性のある計画となるように指示しているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

国営土地改良事業所等についてである。

2018年度補正予算及び2019年度当初予算が連年に渡り大幅な増額となっている中で、昨

年以上の実質34名の定員減となっており、一人当たり業務量は増加することとなるが、こ

れまで以上の具体的な業務効率化策を考えているのか。

また、現場技術業務等の活用と同時に発注業務も増えることが想定されるが、どのよう

に考えているのか。

（松本農村振興局総務課長）

平成31年度は前年度以上に新規採用を確保するとともに、最大限再任用職員の拡大に努

めるなど、円滑な業務の遂行に支障を生じさせないよう努めているところである。

また、入札・契約手続の簡素化として、建設コンサルタント等業務の契約手続において、

総合評価落札方式による一般競争入札を全面的に導入するなど、事務の簡素・合理化に努

めている。

さらに、国営事業所等の業務実態を把握した上で、不要な業務を洗い出し、更なる業務

の効率化を図ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

来年度、予算は、本年度補正予算を併せ大幅に拡充されていることから、一人当たりの

業務量は増加し、より一層超過勤務での業務対応が懸念されている。超過勤務の上限を定

めた人事院規則等が４月に施行されるが、現在においても規則を超える超過勤務の実態が
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ある中で、真に実効ある超過勤務縮減対策の具体策を示すこと。

また、不払い残業が生じないよう十分な超過勤務手当予算を確保すること。

（松本農村振興局総務課長）

業務の遂行に当たっては、引き続き新規採用の確保に努めるとともに、再任用職員を活

用することにより支障を生じさせないよう努めてまいりたい。また、４月施行の人事院規

則等の改正内容を踏まえ、国営事業所等の業務実態を把握した上で、不要な業務を洗い出

し、業務の効率化を図るなど、更なる超過勤務縮減対策を講じてまいりたい。

超過勤務手当について、本年度は、地方農政局の要望を基に業務の繁忙を加味して数度

にわたり予算の割当変更を行ってきたところである。

来年度以降も引き続き弾力的な予算割当の拡大に努めるとともに、各事業所の業務の実

態を考慮し、各地方農政局に適切な予算配分を行ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

自然災害等に対する緊急的業務の対応については、組織、担当者等に混乱等が生じない

よう災害時等における対応マニュアルを作成し整備すること。

（松本農村振興局総務課長）

災害時における震災応急等業務については、震災対応マニュアル等を整備し、組織、担

当者等に混乱等が生じないよう対応しているところである。

また、昨年のため池緊急点検調査等の緊急的な業務については、点検調査の経験を活か

し、派遣される職員等に混乱等が生じないよう努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

植防・動検職域についてである。

植物防疫所・動物検疫所においては、訪日外国人旅客の激増による動植物検疫体制の強

化や輸出促進にかかる検査対応、豚コレラをはじめ国内防疫対応強化などにより、大幅に

業務量が増加する中、増員は図られているものの実員配置に至っておらず人員不足が最大

の課題となっている。早急に欠員を解消するとともに新規増員については、確実に確保し

実配置すること。

また、特定の者に過度に負担が生じないよう具体的にどのような対策をとるのか示すこ

と。

（沖消費・安全局総務課長）

人員が限られている中で、その配置については、各所の業務執行体制、業務量等を勘案

して対応しているところである。今後の人員配置についても、業務執行体制、業務量等を

十分精査した上で、適切に対応するとともに、極めて厳しい採用事情の中、既卒者の採用

など最大限の努力を行ってまいりたい。

また、引き続き各所の業務量を勘案しながら人員を調整し、応援体制を維持できるよう

努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

絶対的な人員不足の中、応援体制については限界にきている状況であり、業務の見直し
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重点化を進めるとともに、応援体制の確立にあたっては、特定の者に過度に負担が生じな

いよう対応することを重ねて求める。

漁業調整事務所についてである。

漁業調整事務所において、漁業取締時の安全を確保するため、必要な漁業監督指導官を

確保し、早期に欠員を解消するとともに複数乗船体制を確立すること。

（栗原水産庁漁政課長）

漁業取締体制を強化するとともに漁業取締り時の安全を確保するため、漁業監督指導官

の複数乗船体制整備を推進してきたところである。３人乗船体制の確立を目指して増員要

求を行ったところ、北海道漁業調整事務所に１人の増員を確保したところである。引き続

き複数乗船体制の整備に努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

乗組員の育児、病気、親族の葬儀等による下船において、交代要員がいない事態が想定

されることから、乗組員の下船に支障を来さないよう、船舶予備員を増員すること。

（栗原水産庁漁政課長）

船舶職員については、新造船や船舶の安全航行の確保に必要な定員を最優先に要求して

おり、船舶予備員の確保は必要なものと認識しているが、増員要求は難しい状況である。

引き続き、増船等の状況を踏まえつつ検討してまいりたい。

なお、病気等により下船者が発生した場合には、速やかに予備員を派遣するなど、でき

る限りの対応を行っているところであり、今後とも、船舶の運航に支障が生じることのな

いよう、引き続き努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

あらゆるハラスメントが職場・漁業取締船内で発生しないよう、管理職を含めて全職員

に対し、万全な対策を講ずること。

（栗原水産庁漁政課長）

職場におけるハラスメントについては、これまでも管理者研修や職場倫理研修等を通じ

て防止に努めてきたところであるが、引き続き管理者のみならず全職員への周知徹底を図

ってまいりたい。特に、船舶は洋上においては閉鎖的空間で24時間寝食を共にしており、

良好な人間関係の構築がより重要であることから、船舶ごとに出入港の時期等を捉えて船

舶管理室から訪船し、乗組員全員に対するハラスメント防止研修を実施しているところで

ある。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

共通課題として官用車関係についてである。

官用車運転にあたっては、長時間・長距離の一人運転が増加しているが、疲労による交

通労働災害を防止するため、日頃の健康管理に十分に配慮するなど、必要な措置を講ずる

とともに具体的な対策を示すこと。

また、複数体制等の運転にあたっては、必要な人員を確保するとともに少人数職場にお
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ける具体的な運用方法を示すこと。

（吉本地方課長）

官用車の安全対策については、これまで説明したとおり、順次改善を進めている。

また、官用車の長距離運転については、平成28年１月６日付け「官用車による事故防止・

安全運転の徹底について」により、原則、複数の者による計画とする等具体的に指導して

いるところであり、引き続き指導・監督にあたるべき管理職へ徹底してまいりたい。

（沖消費・安全局総務課長）

植物防疫所及び動物検疫所における長距離の出張検疫については、官用車に加え、公共

交通機関とレンタカーの組み合わせ、泊付き出張等により、適切に対応してまいりたい。

（岡本書記長）

４月以降の地方組織における業務運営の課題に対して、一定の見解が示されたところで

ある。今回示された見解に基づき、本省関係部局と各地方組織が十分に連携を図り、対応

・対策を講じていただきたい。

そのためには、今回の内容をまずは各級段階の管理職が十分に理解した上で、職員に対

して丁寧に説明するとともに、出された質問等にしっかり対応するなど、各管理者のマネ

ジメントが十分に発揮されるよう要請する。

職場においては、定員削減が継続される中で、これらの業務に職員一人ひとりが懸命に

対応しているが、マンパワーによる対応は限界に達している。また、2019年度は今次定員

削減計画が最終年度となる中で、組合員は次期定員削減計画の動向や組織の在り方に大き

な不安を抱いている。組合員の不安を払拭するためにも、新規採用や若手職員を配置し、

地方組織の充実強化と活性化を図ることが重要である。今回の労使間意見交換会では、４

月以降の円滑な業務運営を図るため、現場で改善をはかる課題も多く出されている。

したがって、

・ 業務運営にあたっては、各管理者が日常的に職員とコミュニケーションを図り、業務

分担や業務計画の進捗状況を把握し、的確に工程管理を行うこと。

・ 農林水産行政を巡る諸課題に対応するため業務量は増加していることから、職員の意

見を十分に踏まえて積極的に業務の見直し・効率化を行うこと。

・ 超過勤務の縮減にあたっては、厳格な勤務時間管理のもと、事前命令の徹底を図ると

ともに実効ある超過勤務縮減対策を講ずること。また、超過勤務手当を全額支給するこ

と。

・ 職場段階で円滑な業務運営を行うための要請書を各分会から関係当局に対し提出する

ので、現場の意見を真摯に受け止め誠意を持って対応すること。

を強く求める。

中央本部としても、引き続き課題の把握を行い改善を求めることとしたい。また、現場

で解決すべき課題については、分会から改善を求めるので、誠意を持って対応していただ

きたい。

特に超過勤務の上限等を定める措置に関して、農林水産省として職員に周知すべき他律

的業務や特例業務の範囲について、早急に示すよう求める。なお、この措置によって、逆

に不払い残業が増加することのないよう、厳格な勤務時間管理を行うとともに実効ある超

過勤務縮減対策を強く求める。
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最後に、４月期の人事異動が発令されることになるが、現場からは転居を伴う異動に際

し、昨年に引き続き、タイトな日程により、引っ越し業者の手配が相当困難化し、料金も

高額化しているとの意見が寄せられている。今月上旬には、分散引越しなどにより職員の

負担を軽減するため、現行の農林水産省勤務時間管理要領における赴任期間の再周知や赴

任期間の延長の申出に対し柔軟に対応するよう周知がなされたところであるが、対応に当

たっては現場で混乱が生じないようにするとともに、実態を踏まえて、移転料等の引上げ

等、関係機関への働きかけを行うよう求める。

（前島秘書課長）

本日の意見交換会の議論については真摯に受け止め、管理職のマネジメントのもと、業

務運営状況を適宜把握し、業務の見直し・効率化を着実に進めつつ、４月からの業務が円

滑に進むよう職員への説明、計画的な業務運営に取り組むこととしたい。

また、現場と農政を結ぶ機能は重要であると認識している。繰り返しとなるが、平成29

年度から本局等所在地の県域拠点へ若手職員を配置しているところであり、今後とも多様

な業務経験による中長期視点に立った若手職員の計画的育成を図ってまいりたい。

超過勤務については、超過勤務命令の上限に関する措置の実施に当たり、他律的な業務

の比重が高い部署及び上限時間の特例を適用する際の業務等については、適用方法も含め

現在検討しているところである。

なお、今般の人事院規則の改正によって、上限時間を超えての超過勤務命令はできない

ため、実効性のある超過勤務の縮減対策に取り組むことが必要であると考えている。

４月期の人事異動において、転居を伴う職員が引越業者の確保にご苦労されていること

から、その対応について先日職員へ周知をしたところである。赴任期間を有効活用して集

中時期を避けていただくとともに、やむを得ない事情により期間を延長すべき旨の申出が

あった場合は、公務に支障のない範囲内において、実情を考慮しながら柔軟に対応してま

いりたい。

農林水産業の成長産業化と美しく伝統ある農山漁村の次世代への継承のため、現場の取

組をしっかり後押しすべく、今後とも、本省・地方機関が一体となって説明・浸透に取り

組んで行くことが重要であると考えている。

（横山秘書課調査官）

以上をもって、平成30年度第３回労使間意見交換会を終了する。

以 上


