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平成26年度第３回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成27年１月15日（木）13:57～15:07（70分）

２ 会 場：国際部第３会議室（本館地下１階 ドア№016）

３ 出席者：

農林水産省 横 山 紳 大臣官房秘書課長

同 大 角 亨 大臣官房文書課長

同 橋 本 次 郎 大臣官房地方課長

同 齋 藤 伸 郎 検査部調整課長

同 吉 井 巧 統計部管理課長

同 小 川 良 介 消費・安全局総務課長

同 山 本 徹 弥 農村振興局総務課長

同 平 野 統 三 農林水産技術会議事務局総務課長

同 新 井 ゆたか 水産庁漁政部漁政課長

同 半 田 五 太 大臣官房秘書課人事調査官

同 川 本 登 大臣官房秘書課調査官

全農林労働組合中央本部 柴 山 好 憲 書記長

同 岡 本 吉 洋 財政局長

同 須 﨑 文 広 組織教宣部長

同 渡 邉 由 一 調査交渉部長

同 笠 原 洋 一 東京ブロック対策部長

（川本秘書課調査官）

只今より、平成26年度第３回労使間意見交換会を開催する。

開会に当たり、横山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。

（横山秘書課長）

本日は、「平成27年度組織・定員等について」を議題として労使間意見交換会を開

催する。

限られた時間ではあるが有意義なものとしたいので、御協力をお願いする。

（川本秘書課調査官）

本日配付している資料であるが、「平成27年度組織・定員について」である。

それでは、意見交換を始める。

まず、出席者を紹介する。

当局側として、横山秘書課長、大角文書課長、橋本地方課長、齋藤検査部調整課長、
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吉井統計部管理課長、小川消費・安全局総務課長、山本農村振興局総務課長、平野農

林水産技術会議事務局総務課長、新井水産庁漁政課長、半田秘書課人事調査官、それ

に秘書課調査官の川本である。

職員団体側として、柴山書記長、岡本財政局長、須﨑組織教宣部長、渡邉調査交渉

部長、笠原東京ブロック対策部長である。

それでは、「平成27年度組織・定員について」について、大角文書課長から説明い

ただく。

（大角文書課長）

平成27年度の組織・定員については、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基

づく農政改革を着実に推進するために必要な組織改正を行うこととしている。

本省の組織改正については、複雑かつ高度な農政課題に対応するため、重要課題の

司令塔となる局長級の政策統括官を設置するほか、主な内容として、大臣官房につい

ては、審議官２人、参事官５人を増員するとともに、原局の人事発令業務や旅費支払、

補助金交付に関する審査業務などの総務・管理部門を秘書課、予算課に集約化するこ

とにより効率化等を図る。

これまで技術政策については、研究開発から普及までを複数の部局が担当していた

が、これを技術総括審議官の元で一元化するとともに、新たな技術政策を戦略的に推

進するための司令塔機能を持つ技術政策室を政策課に設置する。

検査部については、評価改善課で行っていた行政監察や会計監査を移管し、検査・

監察部とするとともに、地方農政局がこれまで行ってきた都道府県単位組織などへの

検査業務を本省に移管し、一元化することで検査職員の能力向上と検査の効率的な実

施を図る。

食料産業局については、農林水産物・食品の市場拡大に対応するため、日本食、食

文化振興を一元化し、食文化サービス課を設置するとともに、海外展開・輸出促進課

を設置する。

農村振興局については、農山漁村の活性化を推進する体制を整備するため、生産局

の鳥獣害対策を移管の上、一元化し、ジビエの振興等を含めて鳥獣対策室を設置する

ほか、日本型直接支払室を設置する。

技術会議事務局については、筑波事務所について、産学連携を進めるために組織を

見直し、筑波産学連携支援センターに改組するとともに、研究推進課の産学連携を進

める体制を整備するなどの組織改正を行うこととしている。

地方農政局、北海道農政事務所の組織改正については、地域の実情に応じて農政を

機動的に推進するため、地方農政局長、北海道農政事務所長直属の地方参事官を81人

新設することとしている。

具体的には、これまで統計調査や表示監視等業務などの個別執行業務を行ってきた

地域センターを地方農政局、北海道農政事務所に集約し、新たに、農政全般について、

「現場に伝える」「現場から汲み上げる」「現場とともに解決する」機能を担う地方

参事官50人とその他の担当官を平均16人体制で各県庁所在地等に常駐させ、現場と農

政を結ぶ部門を新設することとしている。

また、地方農政局本局において、食料産業関係事務、農村計画関係事務、各省調整

関係事務及び各地域における特定の重要課題に対応する地方参事官を計31人配置する

こととしている。
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平成27年度新規増員については、370人を要求し、「農林水産業・地域の活力創造

プラン」に基づく農政改革の着実な推進のため57人、動植物検疫の強化のため18人、

新たな国際協力の展開等に伴う体制強化のため５人、内水面漁業振興及び捕鯨対策の

強化のため６人の計86人が認められるとともに、女性の活躍とワークライフバランス

の推進のため17人が措置され、合わせて103人の増員となったところである。

（川本秘書課調査官）

次に、「地方農政局の組織」について、橋本地方課長から説明いただく。

（橋本地方課長）

地方農政局本局等の主な組織改正については、HACCP、６次産業化及び輸出促進な

どの現行の業務や平成27年度から新たに所管することとなる地理的表示業務への円滑

な対応のため、地方農政局経営・事業支援部事業戦略課を食品企業課、地域連携課及

び地域食品課に再編するとともに、北海道農政事務所においては、これらの業務を担

当する事業支援課を新設する。

また、地方農政局農村計画部及び整備部について、これまで調査・事業計画等は農

村計画部、事業の実施等は整備部という二部体制で実施してきたが、調査・計画から

実施・管理までを一貫した体制で推進することが望ましいため、農村計画部と整備部

を統合し、農村振興部に再編することとしている。

今回新たに認められた地方参事官及びその他の担当官は、県内各地にくまなく出向

き、農政全般について「現場に伝える」「現場の声を汲み上げる」「現場と共に解決

する」機能を機動的に担うため、県庁所在地に拠点を置くこととしている。

厳しい定員事情の中で、限られた人員の範囲で地方参事官等を所要数確保し、全国

800人規模の新体制を発足させるため、地域センターの業務である統計調査、表示監

視等業務などの個別執行業務の外部化、合理化を進めるとともに、10月にその拠点を

各県庁所在地等に集約し、地方参事官の指揮命令系統の下で効率的な業務運営を図る

こととしている。

具体的には、統計関係については、職員実査業務である経営統計及び生産統計の実

査業務についても外部化を図ることとし、高い専門知識・能力をもった専門調査員の

導入、審査業務及びモニター調査の実施業務の地方農政局本局への集約に加え、被害

応急調査等におけるタブレット端末の拡充配備、農道整備状況調査の地方農政局等へ

の移管、平成27年度における食品循環資源の再生利用等実態調査の休止、経営統計の

一部調査の本省報告期日の後ろ倒し、作況特定筆調査における農家聞き取り調査の縮

減、作況特定筆調査における実測対象筆数の９割削減の見合い実施業務の廃止を行う

こととしている。

消費・安全関係については、監視業務の巡回調査件数を段階的に縮小するとともに、

調査対象を段階的に広域事業者に限定する。また、横断的監視スタッフ体制による合

同調査の試行を行うとともに、科学的手法による調査の拡充、生産段階における牛ト

レーサビリティ巡回調査方法の見直しを行う。さらに、物価調査の民間委託化、食育、

消費者対応業務、有害化学物質による汚染実態や農薬関係の調査の調整業務の地方農

政局本局への集約等を行う。

６次産業化関連業務・輸出証明書発給業務については、国の直接採択から都道府県

交付金に一本化するとともに、６次産業化の推進主体を都道府県に移行することで補
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助金執行業務や施策推進業務を合理化する。また、総合化事業計画のフォローアップ

調査における郵送調査の導入による事務の簡素化・効率化、輸出証明書発行システム

の導入による効率化等を行う。

米穀需給調整業務・経営所得安定対策業務については、先の農政４改革のような制

度見直しの周知等の推進業務について、新たに設置する地方参事官等が主体的に対応

することによる業務分担、交付金の加入申請ルートの一元化、交付金算定システムや

加工用米等台帳システムの入力作業の効率化等の業務見直しを併せて行う。

これらにより、個々の執行業務に支障なく集約が可能と考えている。

なお、統計調査、表示監視等業務については、平成30年度以降も県域拠点に引き続

き担当を配置するが、その他の地域センターの業務については、平成30年度までに、

原則、地方農政局本局、北海道農政事務所本所に集約することとしている。

（柴山書記長）

2015年度組織・定員要求にあたっては、向こう５年間の新たな定員削減が求められ

る中で、円滑な農林水産行政を推進するため新規増員要求については満額確保するよ

う、様々な機会を通じてその実現を求めてきたところである。

今回示された新規定員は、当初の増員要求からすれば３割にも満たない新規増員と

なっており、一方で定員合理化は、自律的再配置分の８割程度を現場と農政を結ぶ部

門の新設のため地方組織に活用したとしているが、地方農政局等においては昨年同等

の削減が求められていることは、極めて厳しい結果であると言わざるを得ない。

また、組織再編にあたっては、昨年１月の第２回労使間意見交換会において、秘書

課長から「かねてより要望のあった当省の将来展望について、労使間で胸襟を開いて

議論を進めなければならないと考えている。」との見解を踏まえ、次期定員削減計画

への対応や業務の見直しを踏まえ、労使で真摯に協議を積み重ねてきた。

概算要求後には、実際に現場で農政を推進している職員の視点で各分会が各県の拠

点のあり方や、当局から示された地域センター業務の見直し案について分析・検証、

意見集約に取り組み、その結果、全農林としては「業務の見直しが進んでいない現状

に加え、統計業務にかかる専門調査員を指導・管理するため、現状の拠点は必要」と

指摘してきた。

この間、労使で検討を重ねてきたとおり、業務の見直しと組織の見直しは一体であ

り、組織統合が先行する改革では、国民のための農林水産行政サービスの提供や組合

員の労働条件に大きく影響を及ぼすことになる。

地方課長からは、各種業務の見直しにより、個々の執行業務に支障なく集約が可

能と考えていると説明があった。

今後、現場組合員の意見を踏まえ、課題や問題があれば改めて申し入れるので対応

して頂きたい。

私からは以上を申し上げ、今回の組織定員要求結果について、それぞれ担当より何

点か伺いたい。

（渡邉調査交渉部長）

新規増員103人について、当初の増員要求である370人からすれば厳しい査定結果と

なっているが、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく農政推進や組織再編

に支障は生じないのか。
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（大角文書課長）

平成27年度の定員は、政府全体の定員状況が厳しい中、「農林水産業・地域の活力

創造プラン」に基づく農政改革を着実に推進するために必要な定員は確保できたもの

と考えている。

（渡邉調査交渉部長）

新規増員103人について、本省庁等、植物防疫所、動物検疫所、動物医薬品検査所、

漁業調整事務所、地方農政局本局、地域センター、国営土地改良事業所等の内訳はど

うなっているのか。

（大角文書課長）

増員103人の内訳は、本省庁等70、植物防疫所8、動物検疫所9、地方農政局7、森林

管理局9である。

本省庁等70の内訳は、大臣官房22、消費・安全局3、食料産業局10、生産局9、経営

局1、農村振興局8、林野庁7、水産庁10である。

（渡邉調査交渉部長）

女性の活躍とワークライフバランスの推進のため17人が措置されているが、活用方

法及び配置の考え方を示すこと。

（横山秘書課長）

女性の活躍とワークライフバランスの推進のための増により措置された17名の定員

については、子育て等と仕事を両立しながら、活躍できる環境を整備するために措置

されたものである。

（渡邉調査交渉部長）

定員純減の▲385の考え方はどうなっているのか。

（大角文書課長）

平成27年度からの次期合理化計画においては、業務改革を前提として自律的な組織

内の再配置を認める仕組みとして、自律的再配置が措置され、農林水産省においては、

定員合理化目標数3,175人のうち、884人の枠内で業務改革を前提として、自律的再配

置を行うことができることとされたところである。

また、今後、5年間の合理化数の配分については、今回の組織再編において自律的

再配置として認められた884人全てについて活用することとして、定員合理化目標数3,

175人から自律的再配置に係る884人を差し引いた2,291人を5年間平均で配分すること

とし、平成27年度は459人としたところである。

このほか、府省間振替により23人、アタッシェ1人、独法移行減により5人の減員が

あり、新規増員として103人認められたところである。この結果、純減数は385人とな

る。

（渡邉調査交渉部長）
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定員合理化として▲459人の削減をしているが、本省庁等、植物防疫所、動物検疫

所、動物医薬品検査所、漁業調整事務所、地方農政局本局、北海道農政事務所、地域

センター、国営土地改良事業所等の内訳及び削減の割り当ての考え方はどうなってい

るのか。

（大角文書課長）

定員合理化459人の内訳については、本省庁等20、植物防疫所7、動物検疫所4、地

方農政局本局53、地方農政局地域センター237、北海道農政事務所本所4、北海道農政

事務所地域センター20、事業所65、森林管理局49である。業務の状況を考慮してメリ

ハリを付けて行うなど、業務に支障が生じないよう対応したところである。

（渡邉調査交渉部長）

再任用については、この間の意見交換会等のなかで、「フルタイム希望者全員の再

任用が可能となるよう、定員の確保に努めていく」との見解が示されていた。さらに、

毎年度において50人～100人のフルタイム再任用を確保できるとしていたが、定員の

確定を踏まえ、フルタイム希望者全員の再任用が可能となったのか。あわせて、機関

毎の再任用者数、格付けの級など具体的な考え方を示すこと。

また、短時間で再任用となる場合、希望勤務地での再任用となるのか。あわせて、

再任用者数、格付けの級や時間数など具体的な考え方を示すこと。

（横山秘書課長）

フルタイム再任用については、各部署の定員の確定や早期退職募集への応募状況等

を想定しながら、現在、検討を進めているところである。

また、短時間勤務再任用の平成27年度定数については、平成26年度から86増の618

となり、必要数は確保したところである。

いずれにしても、１月中に予定している再任用希望職員への条件提示には、雇用と

年金の接続が確実に行われるよう対応してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

級別定数の査定結果はどうなったのか。

（横山秘書課長）

平成27年度の級別定数改定については、特に年齢構成上多数の職員が偏在する本省

と地方機関の行政職（一）４級及び５級の定数拡大を重点事項として折衝した結果、

本省の４級で「78」、地方農政局及び北海道農政事務所の４級で「38」、５級で「11

2」の切り上げが認められたところである。

（渡邉調査交渉部長）

第１回労使間意見交換会で「地方農政局本局直属のスタッフとして各地に配置され

るポストについては、級別標準職務表上、管区機関の職務として取り扱われるよう求

めてまいりたい」との回答があったが、査定結果はどのようになったのか。

（横山秘書課長）
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地方農政局本局直属のスタッフとして各地に配置されるポストについては、査定当

局による査定の結果、級別標準職務表上、管区機関の職務として認められたところで

ある。

昇格の運用については、組織再編後においても、査定当局が決定した級別定数の範

囲内で行うこととなる。

（渡邉調査交渉部長）

環境再生事務所など環境省へ派遣されている人数は来年度も変わりはないのか。ま

た、他省庁との人事交流に対する考え方はどうなっているのか。

（横山秘書課長）

環境省福島環境再生事務所への職員派遣については、再任用者を含め、現時点で68

名と多数の職員を派遣しているところであるが、福島県の復旧・復興を進めるべく、

今後とも最大限協力していく考えである。なお、職員の派遣に当たっては、職員の意

向をしっかりと伺いながら対応してまいりたい。

また、他省庁との人事交流については、他省庁との連携の強化と広い視野に立った

人材の養成の観点から拡大を図ってきたところであり、今後とも着実に進めていく考

えである。

（渡邉調査交渉部長）

大臣官房について、原局の人事発令業務や旅費支払、補助金交付に関する審査業務

などの総務・管理部門を秘書課、予算課に集約し効率化等を図るとのことだが、それ

ぞれの課はどのような体制で業務を行うのか。

（横山秘書課長）

総務・管理部門の集約化については、任命権の一元化による決裁事務の簡素化や旅

費システムを活用した旅費審査・支払い事務などの効率化等を図り、業務量に見合っ

た体制整備を行うこととしている。

また、事務の集約化に伴う各分野に精通した人材の育成及び専門性の向上、統一的

観点からの審査業務等の透明性・適正性の確保が図られることとなる。

（渡邉調査交渉部長）

検査部について、検査業務の一元化等に伴い、どのような体制で業務を行うのか。

（齋藤調整課長）

地方農政局の検査業務については、本省検査部に一元化して、全国的な視野から横

断的、そして、効率的かつ効果的な検査を実施する体制に見直すこととしている。

このため、検査の実施体制については、これまで、農政局ごとに実施してきた検査

を、検査対象団体の業態や規模に合わせた団体ごとの検査体制に見直すとともに、必

要な拡充を行うこととしている。

また、検査を後方で支援する体制についても、検査計画の立案や検査結果の審査等

を行う体制を拡充するほか、一元的な人材育成を行うこととしている。

この体制整備によって、検査業務の質的な向上や専門性を高めた人材育成による高
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度な検査への対応など、さらなる検査機能の強化を図りたいと考えている。

（渡邉調査交渉部長）

筑波産学連携支援センターの組織体制で産学連携の業務運営に支障はないのか。

（平野技術会議事務局総務課長）

筑波事務所は、現在実施している機能を存置した上で、民間企業等と研究独法との

研究交流、共同研究の推進、さらには研究成果の事業化のための橋渡しをするなど産

学連携機能を強化し、農林水産業・食品産業のイノベーション推進に寄与する組織と

して、「筑波産学連携支援センター、仮称」に再編することとしている。

再編後は、総務・管理部門等が縮減されるものの、引き続き業務の効率化を進める

とともに、強化される産学連携部門の業務については、業務計画等を策定するなど、

業務運営に支障が生じないよう努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

業務の見直しと拠点の統合は平仄の合っているものでなければならないと考えてお

り、現場実態を踏まえ検証する必要がある。現段階で何点か質問する。

大胆な調査項目の削減や調査方法の見直し、都道府県等の調査と重複している調査

の廃止などの検討について意見を上げてきた。これらについてどのように反映されて

いるのか。

（吉井統計部管理課長）

統計業務については、お示しした合理化案に対する先般の地方意見を踏まえ、平成

27年度においては、当該合理化案に加えて更なる業務の見直しを図ることを検討して

おり、具体的には、生産統計について、平成26年度に導入を開始した被害応急調査を

はじめとする巡回業務で用いるタブレット端末について、各地域センター等に１台ず

つ拡充配備を行う。

農道整備状況調査について、現在、地域センター毎に行っている都道府県、県土連

との調査票の審査確認業務を、地方農政局本局に移管して地方農政局本局で一括して

実施する。

食品循環資源の再生利用等実態調査については、これまで毎年実施してきたところ

であるが、今後は、概ね５年ごとに定められる「食品循環資源の再生利用等の促進に

関する基本方針」の検討のタイミングに合わせて実施することとし、平成27年度は調

査を休止する。

経営統計の一部の調査について、調査結果の利用実態等を踏まえて、本省への報告

期日を後ろ倒しする。

生産統計のうち、市町村別の統計値を算出するために実施している作況特定筆調査

について、現在、農家聞き取り対象筆数が約２万筆となっているものを、1/10の約２

千筆に縮減する。

作況特定筆調査については、平成24年度に実測調査の対象筆数の９割、約２万筆か

ら約２千筆に削減を行う一方、同年度から、その削減業務量を活用して、その時々に

求められる新規業務を実施、平成26年度は、専門調査員化の実証実験やプレテストを

実施してきたが、この削減業務量を活用した新規業務の実施を原則行わないこととす
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ることを検討しているところである。

また、このほか、統計業務全体については、本年２月を目途に、本省内に政策部局

のほか官房関係課も加えた会議を設置し、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に

基づく農政改革や新たな基本計画の方向に沿った調査の見直しの検討を行うこととし

ており、その見直しの中で、更なる統計業務の合理化についても検討してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

支所の統合に限らず、定員合理化や組織再編に伴う地方参事官・農政局への振替に

よって、統計業務は支障なく遂行できるのか。

（吉井統計部管理課長）

今回の地域センターにおける統計業務の合理化は、実査業務における専門調査員化

については、定員合理化等による地方統計職員の減少に対応して導入することとした

ものであり、その予算については当初要求よりも減額したものの、定員合理化数に見

合う専門調査員数を確保できる予算額は確保できたこと、審査業務やモニター調査の

実施業務の地方農政局本局への集約化については、地方農政局本局統計部への振替に

対応して業務を地方農政局本局に移管するものであること、審査業務等の地方農政局

本局への集約化による業務の合理化や県単位毎のモニター交流会の廃止、新たにお示

しした「タブレット端末導入による事務の効率化」等の業務の見直しについては、拠

点の集約化や地方参事官等への振替に対応して業務を効率化するものであることから、

定員合理化や組織再編に伴う地方参事官や地方農政局本局への振替後においても、拠

点の業務運営は支障なく業務遂行できるものと考えている。

（渡邉調査交渉部長）

年度途中で支所が統合されることによって、円滑な業務運営に支障はないのか。ま

た、専門調査員の報告や研修、職員の指導・管理などの影響はないのか。

（吉井統計部管理課長）

本年10月に組織再編を予定しているが、調査の実施に悪影響を与えることにならな

いよう、拠点の実際の移転時期は、業務上の繁忙等を勘案し柔軟に対応していくこと

としている。

また、専門調査員については、本年６月頃から実査業務を担うことができるよう、

来年度予算成立後速やかに導入することとしており、来週19日から募集を開始する予

定である。このため、本年６月頃からの専門調査員による実査業務の実施が適確に行

えるよう、農業や簿記等に関する知識を有する者又は基礎的研修により専門調査員業

務を円滑に実施できる知識等を有すると認められる者を選抜し、専門的研修により調

査の実践的な知識等の習得・教育を行うとともに、職員が専門調査員のＯＪＴのサポ

ート等をすることにより、統計調査の即戦力となる専門調査員を早期に育成していく

ことが重要と考えている。

（渡邉調査交渉部長）

統計業務は生産現場に密着した業務であり、今回の統合によって調査対象への移

動が広域となる。このことによって移動時間の大幅な増加が見込まれるなど、拠点の
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統合に伴う負担増となるが、今回説明のあった業務合理化で支障なく業務が遂行でき

るのか。

（吉井統計部管理課長）

拠点の集約化後も支障なく業務運営を行うためには、拠点の集約により現場までの

移動時間が増加し、その間の業務執行が困難となることから、その分の業務が効率化

されること、拠点の集約により現場までの距離が遠くなることから、現場の情報を適

時適切に把握するための手段が確保されることが必要と考えている。

統計業務については、現場で業務を行うこととなる専門調査員を導入することによ

り、職員の現場への出張数を減少させることが可能となること、地域センターにおけ

る統計業務について、昨年10月末に「地域センターにおける統計業務の合理化につい

て」でお示しした各種の見直しと今般追加でお示ししたような各種の見直しにより十

分な業務の効率化が図られると考えられること、平成27年度予算においては、宿泊付

きの出張の割合を増やす等、必要な予算を確保したことから、拠点の集約化に対応し

た業務の効率化や現場情報把握のための手段の確保は行えるものと考えており、これ

により拠点の集約化後も業務運営に支障はないと考えている。

なお、現場への出張業務の実施に当たっては、宿泊付き出張も活用しつつ、互いの

距離の近い複数の出張先にまとめて出張するなど、計画的・効率的な出張に努めてい

ただくことも重要と考えている。

（渡邉調査交渉部長）

消費・安全部門は、各業務毎の監視スタッフ体制から柔軟で横断的な体制に徐々に

移行するとしているが、移行のスケジュール及び具体的な横断的体制をどのように考

えているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

平成27年10月の組織再編時に、各拠点に広域監視官を設置することで柔軟で横断的

な運用が可能となる体制を構築することとしている。具体的には、地方農政局及び北

海道農政事務所に「消費・安全管理官」を設置し、指示命令系統の統一及び拠点間の

業務調整を行うこととし、当該横断的体制の円滑な運営を確保することとしている。

なお、各業務の現場における円滑な運営を確保するため、各業務担当の課長相当職と

して「総括広域監視官」を各拠点に設置することとしている。

横断的スタッフ体制の具体的な運用については、組織再編時に一職員が全ての業務

をこなすことは想定しておらず、各地域の実情に応じて合同調査等を徐々に実施する

ことを考えている。

（渡邉調査交渉部長）

監視業務の巡回調査件数を段階的に縮小するとしているが、来年度の調査店舗数は

どうなっているのか。策定にあたっては、管轄区域の広域化による移動時間の増大な

ど考慮されているのか。また、調査対象を段階的に広域事業者に限定するとしている

が、拠点集約後も業務運営に支障がない内容となっているのか。

（小川消費・安全局総務課長）
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巡回調査件数については、今後、これまでの調査の結果等も踏まえ、また、実施可

能性等も考慮しつつ、業務毎に業務計画を立てることとしている。また、調査対象に

関し、広域事業者に限定することについては、これまでの調査結果や地方公共団体等

との連携を確保しつつ、国民等からの不信感を抱かれないように、地域の実情に応じ

て業務毎に行っていくものであるので、ご理解いただきたい。

上記の業務見直しに加え、横断的監視スタッフ体制を順次導入することにしており、

これらにより人員減少や拠点集約後も業務運営に支障はないと考えている。

（渡邉調査交渉部長）

地方農政局等の各拠点の総務関係業務はどのようになるのか。

（橋本地方課長）

現在の地域センターの契約・支払・旅費審査等の経理事務や諸手当認定等の庶務事

務を地方農政局本局等に移管し、各拠点における総務関係業務は、勤務時間管理、健

康診断、物品購入依頼・納品検査及び庁舎管理等、必要最小限のものに縮小すること

としている。

（渡邉調査交渉部長）

統合を可能としている集約先の庁舎については、人員に対する執務室の面積だけで

はなく、会議室など業務運営、職場環境を十分に考慮したものとなっているのか。

（橋本地方課長）

統合後の庁舎について、執務室だけでなく、会議室等を含めて検討してきたところ

であり、業務運営に必要なスペースは確保することとしている。

（渡邉調査交渉部長）

北海道農政事務所は、来年度に庁舎移転が予定されているが、今回の拠点統合を見

越した面積を確保しているのか。

（橋本地方課長）

北海道農政事務所は、平成27年度に借り上げ庁舎に移転予定で、その際、拠点統合

を見越して借り上げるスペースを確保することとしている。なお、移転に当たっては、

現場において問題が生じないよう対応してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

今後、庁舎移転が予定されている拠点はあるのか。また、拠点統合を見越した面積

を確保しているのか。

（橋本地方課長）

平成27年度に青森地域センターが法務合同庁舎に移転、平成28年度に東北農政局宮

城野庁舎が、本局が入居している合同庁舎に移転することが予定されている。なお、

いずれも統合後に必要なスペースは確保しているところである。
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（渡邉調査交渉部長）

年度途中の拠点統合は、経営所得安定対策にかかる交付金の交付や統計の作況業務

など繁忙期の最中にあたるなど、円滑な農林水産行政の推進に支障を来すことが懸念

されるが、統合時期を弾力的に対応できないのか。

（橋本地方課長）

平成27年度は年度途中の集約となるが、業務に支障を来さぬように、各地域センタ

ー及び支所ごとに、上期と下期で体制が大きく変更されることを前提に業務計画を策

定するとともに、実際の移転時期は、業務上の繁忙等を勘案し柔軟に対応していく考

えである。

（渡邉調査交渉部長）

支所は、地域センター化の際に、業務対象となる生産現場まで、概ね２時間以内で

アクセスできるよう措置するために設置された経緯がある。このことを踏まえれば、

遠隔地や離島に設置している支所については、統合時期を年度末にするなどの対応が

必要ではないか。

（橋本地方課長）

業務上必要な場合においては、新幹線、特急列車等を利用するとともに、遠距離の

出張を要する業務に対しては、宿泊付きの出張等で対応することとしている。

また、担当者が出張等で不在の場合も業務が円滑に行われるように、業務の外部化、

合理化を進めつつ、人員の集約によって業務を分担する職員が増えることで業務運営

に柔軟性を持たせ、管理職のマネジメントの下で効率的な業務運営を図っていく考え

である。

いずれにしても、実際の移転時期は、業務上の繁忙等を勘案し、柔軟に対応してい

く考えである。

（渡邉調査交渉部長）

福島県においては、原発事故からの復興に的確に対応するため、複数の拠点を設置

しているところであるが、2016年度に拠点集約を完了することは国としての責務が果

たせるのか。また、郡山及び白河分庁舎はどのような取扱いとなるのか。

（橋本地方課長）

東日本大震災の被害が甚大な東北地方太平洋側では、現在、震災復興のための支援

として、地域ごとに支援チームを編成し、被災地からの農業・農村の振興策や土地利

用等に関する相談に対応しており、今後とも復興支援に携わる業務を行う職員を県域

拠点に置き、復興に万全を期す考えである。

震災からの復興は重要かつ特別の問題であり、拠点の集約の話と切り離して、農林

水産省としての対応を検討していく考えである。

（渡邉調査交渉部長）

今後の職務希望等調書の取り扱いは、どのようにするのか。
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（横山秘書課長）

職務希望等調書については、平成27年10月の組織改正に向け、しかるべき時期に改

めて提出していただくことを検討してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

農林水産政策を着実・継続的に推進できる組織体制とするためには、各拠点に新規

採用を含む若手職員を配置することが必要と指摘してきたが、今後の配置の考え方に

ついて示すこと。

（橋本地方課長）

これまで職員が業務の中で培ってきた知識や経験を継承していくことは重要と認識

しており、若手職員を含め適材適所の人事配置を実施していく所存である。

（渡邉調査交渉部長）

拠点の統合により転居を伴う人事異動が想定されるが、宿舎は確保されるのか。

（橋本地方課長）

異動後の宿舎の確保については、宿舎事情は厳しいが、必要な宿舎が確保できるよ

う努力するとともに、近隣の不動産業者の紹介や賃貸住宅等の情報提供を行ってまい

りたい。

（渡邉調査交渉部長）

地方参事官をキャップとする農政推進のための担当官は、具体的にどのような業務

を担うのか。

（橋本地方課長）

地方参事官とともに、駐在する県内各地に直接出向き、農業者や県・市町村、関係

団体等に農政改革の浸透や各種事業・制度等の情報提供を行うとともに、地域の農政

課題を把握して現場の声として本省に伝え、政策の企画立案に役立てること、また、

自らも県、関係団体等と連携して課題の解決方策の検討、助言を行っていくこととし

ている。

（渡邉調査交渉部長）

拠点統合により更なる管轄区域の広域化となるが、出張対応など労働条件を維持す

るためにどのような対策を行うのか。

（橋本地方課長）

柔軟性を持った業務運営を図る上でも、業務計画を策定し計画的に業務を行うと

ともに、業務上必要な場合における新幹線、特急列車等の利用、遠距離の出張を要す

る業務での宿泊付きの出張、現場近くまでの公共交通機関の利用とレンタカー利用の

組合せ等によって負担を軽減し、職員に過度な負担をかけることなく円滑な業務の執

行を図っていく考えである。
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（渡邉調査交渉部長）

国営土地改良事業所等においては、65人の定員削減となっているが、人員不足が最

大の課題となっている国営土地改良事業所等の事業の遂行に支障を生じさせないため、

どのような対策を講ずるのか。

（山本農村振興局総務課長）

国営土地改良事業所等については、厳しい定員事情の中ではあるが、入札・契約手

続の簡素化や、現場技術業務である工事の発注・監督事務の外注化を拡大する等、事

務の簡素・合理化に努め、事業の遂行に支障を生じさせないよう努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

来年度の地方農政局や国営事業所等の定員配分をどう考えているのか。また、新規

採用者の配分はどうなっているのか。

（山本農村振興局総務課長）

国営事業所等の定員配分等については、従来から、農政局別の事業費、欠員状況等

を基に、農政局別に定員を配分し、その配分された定員の範囲内で、事業所毎の計画

に基づき、必要な要員を配置することとしている。

（渡邉調査交渉部長）

来年度に設置される３事業所、３建設所、５支所それぞれの設置期間・人員配置を

どう考えているのか。

また、2015年度に廃止される４事業所、１建設所、４支所の廃止時期は2015年３月

31日との理解でよいか。なお、先に要請した廃止事業所等の課題改善を図るとともに、

人事異動にあたっては、組合員の希望を十分尊重すること。

（山本農村振興局総務課長）

平成27年度に新設する３事業所、３建設所、５支所の設置期間については、各事業

地区で予定されている工期内を予定しているところであり、設置初年度の人員規模に

ついては、これまでと同様、事業所では９ポスト、建設所では６ポスト、支所では３

ポストを予定している。

一方、廃止事業所等は、本年３月31日まで事業を実施し、４事業所及び１建設所に

ついては廃止するほか、４支所は予算成立日をもって廃止となる。なお、廃止事業所

の課題等については、今後ともしっかり対応することとしたい。

人事異動に当たっては、本人の希望も考慮しつつ、本人の適性、人事評価結果等を

踏まえ、適材適所の原則に従って行ってまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

被災地への支援派遣について、2015年度の支援派遣の人員規模や対応の考え方を示

すこと。

（山本農村振興局総務課長）

被災地への支援派遣については、被災３県からの要請を受け、国及び全国の都道府
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県から農業土木職員が派遣され、農地・農業用施設の災害復旧に係る査定や復旧工事

に係る設計書作成等の支援に当たっており、被災県からは高い評価と感謝の声が寄せ

られているところである。

また、国への技術者支援の派遣要請は、平成26年度と同様に福島県内市町から福島

県を通じてあり、今年度実績と同数の216人月となっている。

現在、地方農政局等との間で調整を進めているところであるが、派遣に当たっては、

派遣時期・人員について詳細に調整を行うとともに、職員を派遣して頂く事業所等の

業務に多大な影響を及ぼさないよう、原則として１ヶ月毎の交替制とすることとして

いる。

また、派遣される職員に対しては、これまでも支援先、期間、業務内容等について

説明を行ってきているが、引き続き十分な説明に努めるとともに、作業環境や宿泊施

設等の生活環境に配慮してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

植物防疫所においては、定員削減７人に対し新規増員８人となるが、削減の割り当

ての考え方及び官署、新規増員の配置の考え方及び官署はどのようになるのか。また、

このような定員状況を踏まえ、来年度の検疫体制の充実・強化についてどのように考

えるのか。

（小川消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、輸入検疫体制の強化に伴う増として、横浜植物防疫所成田

支所に４名、同羽田空港支所に１名、神戸植物防疫所関西空港支所に３名の計８名の

新規定員が平成27年10月から認められたところであり、該当官署への配置を予定して

いる。

また、定員合理化については、業務量等の把握を行い、業務量に見合った人員を配

置するよう割り当てを行ったところである。

組織・定員要求を巡る情勢は大変厳しい状況であるが、引き続き、適切な検疫体制

の確保のための整備に努めるとともに、業務の平準化を図り、応援体制の構築などに

より、円滑な業務運営に努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

来年度に新設・移転される横浜植物防疫所札幌支所新千歳空港出張所及び同塩釜支

所弘前出張所の人員規模、人員配置はどのように考えているのか。

また、2015年度に廃止される横浜植物防疫所札幌支所留萌出張所、無人化される神

戸植物防疫所姫路出張所の廃止・無人化時期は2015年３月31日との理解でよいか。な

お、人事異動にあたっては、組合員の希望を十分尊重すること。

（小川消費・安全局総務課長）

平成27年度に新設する横浜植物防疫所札幌支所新千歳空港出張所及び移転する同塩

釜支所弘前出張所の人員配置については、新千歳空港出張所に５名、弘前出張所に３

名をそれぞれ配置する予定である。

また、神戸植物防疫所姫路出張所は平成27年４月１日から無人庁化の予定であり、

横浜植物防疫所札幌支所留萌出張所については、予算の成立状況にもよるが平成27年
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３月31日まで業務を実施し廃止する予定である。

なお、人事異動については、本人の希望も考慮しつつ、本人の適性、人事評価結果

等を踏まえ、適材適所の原則に従って行うこととしている。

（渡邉調査交渉部長）

植物防疫所における一人庁について、定員の査定結果を踏まえ来年度の考え方を示

すこと。

また、出張所から本所・支所等への併任等を含めれば、実質一人庁は年々増加して

いる状況にあるが、私たちが要求している一人庁の解消をどのように考えているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

人員配置に関しては、業務量等に応じた人員の配置の見直しの中で、極力一人庁と

ならないよう努めているが、社会情勢の中で一部港等での検査対象の減少等による業

務量の減少等によりやむを得ず職員１名で対応せざるを得ない一人庁の出張所が複数

ある。

これらの官署での業務については、基本的に１人で対応可能な業務量と考えるが、

業務の重複時や職員の休暇の取得等により対応が困難となった場合には、近隣の出張

所、支所、本所からの職員の応援態勢をとっており、適切な植物検疫体制の確保に努

めてまいりたい。

また、一人庁の問題については関係機関との調整を行いつつ、解消に向けた取組み

を進めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

動物検疫所においては、定員削減４人に対し新規増員９人となるが、削減の割り当

ての考え方及び官署、新規増員の配置の考え方及び官署はどのようになるのか。また、

このような定員状況を踏まえ、来年度の検疫体制の充実・強化についてどのように考

えるのか。

（小川消費・安全局総務課長）

動物検疫所においては、空海港の規模拡大に対応した検査体制強化に伴う増として、

関西空港支所に４名及び沖縄支所那覇空港出張所に５名、合計で９名の新規定員が平

成27年10月から認められたところであり、当該官署への配置を予定している。

他方、定員削減の割り当てについては、業務量を勘案し、現員を削減しても直ちに

業務に支障が生じることのないよう配慮しつつ対応しているところである。

また、来年度の検疫体制の充実・強化については、現在も近隣諸国で継続的に発生

している口蹄疫等の家畜の伝染性疾病の侵入防止に万全を期す必要があることから、

新たな業務等に的確に対応できるよう、業務量を勘案しつつ進めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

動物医薬品検査所においては、定員が１人削減されるが、承認審査の迅速化に対応

するための体制整備は図られるのか。
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（小川消費・安全局総務課長）

動物医薬品検査所においては、薬事法改正による「再生医療等製品」の承認制度の

新設及び承認制度の迅速化のための体制整備について、平成26年度において企画連絡

室審査調整課に「再生医療等製品係長」の増員を行ったところである。

一方、平成27年度の定員削減１人は、技能・労務職員の定年退職に伴うものである

ことから承認審査の事務に直接影響を及ぼすことはないと考えている。

引き続き、適切な検定・検査及び審査体制の確保に努めるとともに、業務の平準化

を図り、円滑な業務運営に努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

漁業調整事務所については、定員削減２人の割り当ての考え方及び官署はどのよう

になるのか。

（新井漁政部漁政課長）

定員削減については、定員事情、業務量等を勘案したうえで、２名の削減を行うこ

ととしており、仙台、境港の漁業調整事務所を予定している。

（渡邉調査交渉部長）

漁業取り締まり時の安全を確保するため漁業監督指導官の２名乗船体制の確立を求

めてきたがどのような結果となったのか。

（新井漁政部漁政課長）

漁業取締体制の強化並びに漁業取り締ま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は必要であると認識しており、実現に向けて努力してまいりた

い。

（柴山書記長）

2015年度は、今年度にも増して厳しい定員事情に加え、年度途中の組織再編が行わ

れる中で、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づいた各種政策課題に的確に

対応しなければならない。そのためにも、業務の見直しによる各段階における業務運

営や年度途中における組織再編により現場の混乱が懸念されることから、各段階にお

ける管理職がマネジメントを発揮し対応することが重要となる。そのため、今回の内

容について、各管理職が十分理解した上で各現場で丁寧な職員説明を行えるようにす

ること。なお、職員からの質問に対して、現場当局がしっかり応えられるよう、本省

と現場が連携して対応すること。

今回は、組織再編という大きな課題について、その概要を早急に職員に周知するた

めに組織・定員について論議したが、拠点統合の具体化や４月以降の業務運営が課題

となっている。このことから、組織再編前後の定員配置を踏まえた来年度の業務実施

体制や予算を議題とした労使間意見交換会の開催を要請する。また、組織再編に伴う

多くの課題は職場で解決する事案が多いことから、労使間意見聴取会を開催すること

を重ねて要請する。

職務希望等調書の取扱いは、組合員の労働条件に大きく影響することから、早急に

考え方を整理し提示すること。
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最後に、この間の交渉や労使間意見交換会で示された「労使間で建設的に論議す

る」との見解に基づき、業務の見直し内容や拠点の統合を可能とする庁舎なのかなど、

現場組合員の意見を踏まえ、課題や問題があれば改めて申し入れるので、特段の事情

として対応することなどを要請する。

（横山秘書課長）

本日は平成27年度の組織・定員等について意見交換した。

今回の組織再編は「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく農政改革を着実

に遂行するため、また、将来にわたって持続可能な柔軟かつ強靱な組織とするために

は避けて通れないものであり、実施に向け引き続き建設的な議論を行ってまいりたい。

ご要望のあった意見聴取会の開催については、今後、来年度の業務実施体制を整理

し、予算を議題として開催される次回の労使間意見交換会の開催後に、地方農政局及

び北海道農政事務所において開催を検討したい。また、組織再編についての課題等は、

一つ一つ解決し、円滑な業務運営に努めてまいりたい。

最後に、本日意見交換させていただいた組織・業務の見直しについては、管理職か

ら職員に説明してまいりたい。

（川本秘書課調査官）

以上をもって、平成26年度第３回労使間意見交換会を終了する。

以 上


