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平成23年度 第５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）12月27日（火）16:00～17:10

２．場 所：秘書課研修室（本館７階ドア№774）

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 德田 正一 大臣官房地方課長

同 髙野 浩文 大臣官房統計部管理課長

同 嘉多山 茂 消費・安全局総務課長

同 大内 秀彦 食料産業局総務課長

同 塩川 白良 経営局総務課長

同 鳩山 正仁 農村振興局総務課長

同 太田 豊彦 水産庁漁政部漁政課長

同 小島健太郎 林野庁研究・保全課総括課長補佐

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５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）

本日は、「平成24年度組織・定員等について」を議題とした労使間意見交換会を

開催することとした。

また、原子力災害対策、組織・定員の状況等を踏まえた人事上の取組についても

議題に含めることとしている。

いずれも重要な案件であり、有意義な意見交換としたいので、御協力を御願いす
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る。

（山口秘書課調査官）

本日の配布している資料であるが、資料１の「平成24年度組織・定員について」、

資料２の「平成24年度定員総括表」、資料３の「地方組織における業務及び定員の

合理化について」、資料４の「地方組織における新規定員の概要」、資料５の「平

成24年度概算決定における事業所等の新設・廃止について」、資料６の「仙台東土

地改良建設事業所の組織概要」、資料７の「除染及び特定廃棄物処理に係る体制に

ついて」、資料８の「平成24年度の課題に対応した人事上の取組について」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、資料１については、

議事要旨とともに農林水産省ＨＰ及び職員掲示板に掲載することとする。資料２か

ら資料８については、「機密性２Ｂ」と格付され「職員限り」との使用制限を課さ

れていることから、これらの資料については、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、まず、出席者の紹介をする。

当局側として、枝元秘書課長、新井文書課長、德田地方課長、髙野統計部管理課

長、嘉多山消費・安全局総務課長、大内食料産業局総務課長、塩川経営局総務課長、

鳩山農村振興局総務課長、太田水産庁漁政課長、小島林野庁研究・保全課課長補佐、

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、資料１及び２について新井文書課長に御説明いただく。

（新井文書課長）

【資料１「平成24年度組織・定員について」】

資料１について説明させて頂く。

平成24年度の組織・定員については、東日本大震災対策、原子力災害対策、食と

農林漁業の再生といった現下の農林水産省の政策課題を的確に対応するために、次

の措置を講じるところ。概要については、新規増員数として250人、23年度の29人

と比べて大幅な増加となっている。そのうち、出先機関は126人と従来になく出先

機関を重視した増員となっている。主な内容については、東日本大震災対策関係で

71人、原子力災害対策関係で106人、それから災害に強い農業基盤の確立、検疫体

制・漁業取締体制の強化として29人、その他食と農林漁業の再生関係、６次産業化

・再生可能エネルギーの推進、新規就農の促進等で44人という内訳となっている。

【資料２「平成24年度定員総括表」】
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続いて資料２について説明させて頂く。

このような定員措置の結果、全体でどういう定員になるかということであるが、

23年度から24年度を比較すると535人の純減で、23,337人の24年度末定員となって

いる。内訳としては、農林水産省での定員合理化として非現業部門668人、現業部

門104人、それから復興庁等他省庁への振替が13人の合理化になっている一方で、

先程申し上げた250人増員ということで、純減数が535人となるが、前年度（22年度

から23年度）の純減数が762人だったことからすると、今年度は227人と純減数が減

っているということになる。本省と出先機関毎の定員の変化としては、特に地方農

政局等において純減数399、これは前年度の純減数が654だったことから比べると大

幅に地方農政局の純減数を軽減しているところ。

（山口秘書課調査官）

次に、資料３及び４について德田地方課長に説明いただく。

（德田地方課長）

【資料３「地方組織における業務及び定員の合理化について」】

本年９月の組織再編において、特に地域センターでは拠点の集約やスタッフ制の

導入など業務環境が大きく変わった。また、本年は３月に東日本大震災が発生し、

食料供給支援や現地支援チームの派遣、復旧事業の実施や原発事故対応など組織を

挙げて取り組んできた。

このような中でも、戸別所得補償制度や農山漁村の６次産業化の推進、食の安全

・安心の確保に係る業務や、政策立案の基礎となる統計業務等を適切に実施いただ

いたこと、資料説明に先立ち職員の皆様に感謝申し上げる。

今回、昨年と同じく大きな数の定員削減を農林水産省として対応することとなっ

たが、その負担に当たっては、これまでのように地方農政局等の旧食糧部門や統計

部門など一部の部門で受け持つのではなく、農林水産省全体で負担することとして

いる。そのため、削減ポストの検討においては、本省各局庁の業務ライン別に一律

の削減を行うとの考え方に沿って、現行の業務の実施状況や実施体制を踏まえつつ、

本省から地方農政局等出先機関までを業務別に縦ラインで検討し、削減後の定員数

でも対応できるように、既存業務の見直し等を行った。

例えば、ＪＡＳ法に基づく表示監視業務では、これまでの巡回調査の結果、表示

欠落等の不適正表示が減少してきたことから、巡回調査実施件数の削減が可能と判

断し、それに応じた定員の削減を行うこととしている。

他の業務も含めたこれらの見直し等の結果として、地域センターの他、地方農政

局総務部や生産部、農村計画部等の役付きポストも削減を行うこととなった。

具体的な業務の合理化の内容及び業務ごとの定員削減数は、資料３に記載してい

るとおりであり、これらを通じて農地事業所を除く地方農政局及び北海道農政事務

所における定員削減数は、復興庁への振替７を含む387となっている。
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【資料４「地方組織における新規定員の概要」】

続いて、資料４について説明させていただく。

今般の大震災は被災地の多くが農山漁村ということもあり、農林水産省には復旧

・復興に向けた多くの役割が求められている。また、我が国の食と農林漁業の再生

への取組も待ったなしの課題であり、来年度予算から順次対策に取り組んでいくこ

ととしている。

これら業務を押し進めるためには、本省ばかりではなく地方組織の体制強化が重

要であることから、当課としても本省各局に働きかけ、24年度に向けてこれまでに

ない規模の新規定員要求を行った。また、地方農政局等に業務ラインを持たない大

臣官房関係課の業務を円滑に行うため、当課からも所要の新規ポストの要求を行っ

た。

他方、厳しい財政事情の中、国家公務員人件費の削減が求められており、新規定

員については極力抑制されたことから、農地事業所を除く地方農政局及び北海道農

政事務所で、新規定員は震災対策や原子力災害対策を中心に102となっている。

具体的な新規業務の内容及び増員ポストや数の概要については、資料４をご覧い

ただきたいが、増員ポストの多くは震災被災地である東北及び関東農政局に配置さ

れることとなっている。

（山口秘書課調査官）

次に、資料５及び６について鳩山農村振興局総務課長に説明いただく。

（鳩山農村振興局総務課長）

【資料５「平成24年度概算決定における事業所等の新設・廃止について」】

24年度事業所等の新設・廃止について説明する。

新設する事業所は３か所あり、すべて新規地区に対応するもので、平川二期、加

治川二期及び筑後川下流右岸とも８月１日の設置を予定している。

新設する支所は、笛吹川沿岸及び伊那西部の２か所であり、ともに４月１日の設

置を予定している。

廃止は事業の終了に伴い、事業所４か所、支所が５か所となり、結果として８月

１日現在で国営事業所、土地改良技術事務所、土地改良調査管理事務所を含めて71

の事業所・事務所となる予定である。

【資料６「仙台東土地改良建設事業所（２建設所、１支所含む）の組織概要」】

次に仙台東土地改良建設事業所について説明する。

津波等により被害を受けた宮城県沿岸部における農地・農業用施設の直轄災害復

旧事業等を実施するため、平成23年度３次補正予算により、仙台東土地改良建設事

業所を平成24年１月１日付で仙台市に２課体制で開設するとともに、その下に、２

建設所・１支所を置く予定。
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また、平成24年度組織・定員では、来年度からの本格的な事業実施のため、農工

定員内での振替により、平成24年４月１日から仙台東土地改良建設事業所を７課体

制に、２建設所を事業量に併せて２課体制と４課体制にする組織拡充を行うことと

している。

（山口秘書課調査官）

次に、資料７について枝元秘書課長に説明いただく。

（枝元秘書課長）

【資料７「除染及び特定廃棄物処理に係る体制について」】

（１）現行体制であるが、

① 除染については、本省に環境省除染チーム、福島市に福島除染推進チー

ムが置かれており、当省からは福島除染推進チーム次長として中堅幹部１

名、次長補佐として専門官１名を環境省に併任して派遣中。また、農地、

森林の除染支援として、長期出張者２名を常駐させている。

② 汚染廃棄物処理については、環境本省の指定廃棄物対策チームに、当省

から補佐１名、係長１名を環境省に併任して派遣中。

（２）１月１日の体制であるが、当省関係では３次補正予算関連の定員15名の協

力を行う予定。

① 除染については、福島環境再生事務所が定員40名体制により新設され、

福島県内における除染及び汚染廃棄物処理が本格化することとなる。

環境省から当省に対しては、農地、森林の除染等に係る15名の協力を求

められており、当省としては、職員個々の意向を確認した上で、再任用Ｏ

Ｂ６名、職員８名の14名を派遣する予定。また、既に派遣している次長補

佐１名が定員化され、計15名の協力を行う予定。

（３）４月１日の体制であるが、当省関係では24年度当初の定員84名の協力を行

う予定。

なお、これには３次補正関連の定員15名と、汚染廃棄物処理の併任者１名

の24年度当初定員化が含まれており、実質的には68名の協力となる予定。

① 除染については、福島環境再生事務所の体制強化と、福島県内４か所に

同事務所の支所が新設され、定員210名体制により地域における除染及び

汚染廃棄物処理に係る実務が本格化することとなる。

環境省から当省に対しては、68名の追加協力を求められており、当省と

しては、派遣人数が多いことから、職員、再任用ＯＢに加え、民間の土木

事業者の公募採用を含め、幅広く人員を確保していく考え。なお、支所の

具体的な場所など、環境省と調整中の箇所もあることから、今後詳細を詰

めて参りたい。

② 汚染廃棄物処理については、環境本省に併任派遣している係長１名が定
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員化される予定。

（山口秘書課調査官）

次に、資料８について枝元秘書課長に説明いただく。

（枝元秘書課長）

【資料８「平成24年度の課題に対応した人事上の取組について」】

これまで説明のあった平成24年度の組織・定員の状況等を踏まえると、平成24年

４月期の人事において対応すべき課題が２点ある。

１点目として最優先すべきなのが、福島原子力発電所の原子力災害に伴う除染及

び汚染廃棄物の処理に係る環境省の定員増に伴う福島環境再生事務所及び支所への

人員の配置である。

除染の対象は、農地・森林が大きな割合を占めており、環境省が一元的に実施す

るが、農林水産省として人員を派遣し、主体的役割を果たしていく必要がある。

資料７にもあるとおり、４月１日付けで農林水産省関係で68名の派遣が求められ

ており、ＯＢの再任用や民間の土木事業者の公募と併せて、一般の現役職員にも福

島環境再生事務所及び支所への出向をお願いすることとなると考えている。

林野関係を除く地方農政局等の職員の中からは、一般の現役職員20名程度の派遣

が必要と考えている。

２点目として、欠員が見込まれる部局への人員配置である。２ページのとおり、

北海道農政事務所、東海農政局、関東農政局東京地域センター及び各地方農政局本

局において欠員が生じる見込みとなっており、国営事業所を含め、欠員が見込まれ

る部局への人員の配置が課題となっている。

このため、平成24年４月期の人事異動において、一般の人事異動に併せてこれら

の課題に対応した広域異動を伴う人事異動に本省及び地方組織一体となって取り組

むこととしたい。

具体的なスケジュールは３ページのとおりであるが、１月上旬に職場の管理職か

ら職員へ丁寧に説明を行うとともに、管理職等を除く職員に対して、部局、ポスト、

職務内容等を提示し、本省並びに地方農政局、北海道農政事務所、地域センター及

び国営事業所の職員に改めて職務希望等調書を記入していただくこととしたい。

職務希望等調書については、11月に記入していただいた様式に、提示されたポス

トへの希望を記入する欄を追加する予定である。

また、提示するポストには、人材育成、職員の選択肢の拡大の観点から、震災対

応以外の他府省への出向ポストも若干ではあるが含まれる予定である。

今回の取組は、あくまで人事異動の一環であり、復帰を前提としない配置転換を

行うものではない。地方組織の職員で復帰を希望する者については、派遣先で一定

期間業務を行った後、同一ブロックへ復帰することを前提としたい。

職員の皆様におかれては、今回の取組の趣旨をご理解いただき、積極的に希望を
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提出していただきたいと考えている。

（山口秘書課調査官）

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）

2012年度の組織・定員要求にあたっては、今年度と同数の定員削減が求められて

いる中で、新規増員要求については満額確保することが必要なことから、様々な機

会を通してその実現を求めてきたところである。

こうした中、当初の増員要求を大きく下回ったことは、５月に行った国家公務員

給与引き下げに係る総務大臣交渉において、私たちが定員削減の凍結を要求したの

に対し、「現時点で大幅な純減目標を掲げて定員削減に取り組む状況ではない。本

年も通常の定員査定を行うことになるが、大震災対応の必要性を踏まえて対応す

る。」との総務大臣の回答からすれば、当局の努力は理解するが厳しい結果である

と言わざるを得ない。

これまでのように、過去の実績に基づく過度な定員削減が次年度以降も求められ、

新規増員が厳しく抑制されれば、農林水産行政の円滑な実施に重大な影響を及ぼす

こととなる。このため、次年度以降の組織・定員要求においては、業務に見合った

定員がしっかりと確保されるよう全力を尽くして頂きたい。

また、組織定員が確定したことにより、除染等に係る環境省への人員派遣及び欠

員が見込まれる部局への人員配置の考え方が示された。

大震災や除染対策、食と農の再生に向けた取り組みには組織を挙げて対応すべき

であるが、具体的な人事異動にあたっては、この間、農林水産大臣へ要求してきた

とおり、組合員の理解と納得の上に対応することが何よりも重要である。人事上の

課題や人員配置の考え方を丁寧に説明するとともに、意向調査票の取扱い、個別面

談の実施にあたっては混乱のないように対応してもらいたい。

私からは以上を申し上げ、今回の組織・定員等について、担当より何点か伺いた

い。

【資料１ 平成24年度組織・定員改正の主要事項について】

（石原副委員長兼調査交渉部長）

まず、資料１「平成24年度組織・定員改正の主要事項について」に関連して新規

増員について伺いたい。

新規増員250人で、東日本大震災対策、原子力災害対策、その他防災・減災・安

全、食と農林漁業の再生など政策課題への対応に支障は生じないのか。
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（新井文書課長）

平成24年度の機構・定員は、喫緊に対応しなければならない東日本大震災対策、

原子力災害対策、食と農林漁業の再生等現下の農林水産省の政策課題に的確に対応

するために必要な機構・定員を措置したところ。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

原子力災害対策について、除染に要する定員は、環境省において一括計上として

いるが、どのような状況となっているのか。

（新井文書課長）

１ 放射性物質汚染対策措置法に基づく基本方針において、除染特別地域（警戒

区域・計画的避難区域）の農地、林地、道路、河川等の土地の除染は環境省が

一元的に行うこととされた。

２ 直接の除染に要する定員（除染業務の中心となる福島環境再生事務所は210

人規模）は、環境省において一括して措置していると承知している。

【資料２ 平成24年度定員総括表について】

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、定員削減について伺いたい。

定員削減▲535について、政府全体の定員純減に占める農林水産省の割合はどの

ような状況か。

（新井文書課長）

平成24年度の政府全体の定員は平成23年度と比して1,300名の純減。うち、農林

水産省の純減数は535名であり、全体に占める割合は、23年度の約６割から約４割

に減少している。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

定員合理化等について、非現業部門では他省庁間振替を含め681人を削減すると

しているが、本省庁等、植物防疫所、動物検疫所、動物医薬検査所、漁業調整事務

所、地方農政局等（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

内訳どうなっているのか。また、本省庁等の等はどこで何人削減となっているのか。
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（新井文書課長）

１ 合理化等681人の内訳は、本省庁等163、植物防疫所11、動物検疫所6、事業

所を除く地方農政局366、北海道農政事務所21及び事業所114である。

２ 本省庁等の合理化等163人の内訳は、大臣官房45、農林水産研修所1、農林水

産政策研究所2、統計部13、消費・安全局7、動物医薬品検査所1、食料産業局8、

生産局12、経営局7、農村振興局6、技術会議10、林野庁16、森林技術総合研修

所1、水産庁27、漁業調整事務所7である。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

その他（他省庁間振替）の内訳はどうなっているのか。

（新井文書課長）

他省庁間振替13人の内訳は、復興庁の創設に関して12人、内閣府の防災関係の企

画・立案部門の創設に関して１人である。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

非現業部門の新規定員234人について、本省庁等、植物防疫所、動物検疫所、動

物医薬検査所、漁業調整事務所、地方農政局等（北海道農政事務所、地域センター、

国営土地改良事業所等）の内訳はどうなっているのか。

（新井文書課長）

１ 増員234人の内訳は、本省庁等122、植物防疫所3、動物検疫所7、事業所を除

く地方農政局96、北海道農政事務所6である。

２ 本省庁等122の内訳は、大臣官房11、消費・安全局11、動物医薬品検査所1、

食料産業局10、生産局20、経営局2、農村振興局8、技術会議9、林野庁17、水

産庁33である。

【資料３ 地方組織における業務及び定員の合理化について】

（石原副委員長兼調査交渉部長）

資料３の地方組織における業務及び定員の合理化について伺いたい。

中央本部は、組織再編から３ヶ月が経過した12月１日現在で点検活動を行ったが、

全国的に管轄区域の広域化により超過勤務が増大した、スタッフ制が機能していな

い、指揮・命令系統が輻輳しているなどの課題が報告されている。

このことから、業務部門ごとの人員配置が適切かなど、検証を行った上で、定員

削減について検討すべきと考えるがいかがか。
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また、組織再編時における業務部門毎の人員配置が適切でない場合、人員配置の

見直しを行うのか。

（德田地方課長）

今般の定員削減に当たっては、現行の業務の実施状況などを勘案しつつ、削減後

の定員数でも対応できるように、既存業務の見直し等を行っている。さらに、スタ

ッフ制への移行によって、一時期に人手がかかる業務に対してグループで応援体制

を組んで対応するなど機動的な対応を取りやすい体制としている。

また、組織再編時に業務計画を策定し、それに基づき業務を進めてもらっている

が、業務運営に当たっては、各業務について、職員間の日常的なコミュニケーショ

ンの形成を図り、管理職が業務の分担状況や進捗状況、職員の意見等を踏まえた上

で、きめ細かい工程管理を行い、特定の業務部門で業務実施に支障を来さないよう

に対応していく必要があると考えている。

今後、工程管理の結果、地域センターにおける業務実施上の課題とその原因が明

らかとなってくれば、組織内で改善できるものは改善しつつ、組織体制の根本に関

わるような課題に対しては、平成25年度の組織・定員要求の中で検討をしてまいり

たい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

これまでも定員合理化への対応にあたっては、既存業務の効率化が検討されてき

たが、人員が減る一方で、それに見合う効率化には至っていないのが現場段階の認

識である。

業務の合理化・削減の方向は示されたが、既存業務については示されていない。

これまで以上に徹底した合理化を図らなければ、業務の遂行に支障を生じることが

懸念されるが、既存業務の効率化について、どのように考えているのか。

（德田地方課長）

業務の効率化については、まずは今般資料３でお示しした業務について、着実に

実行していくことが重要であると認識しているが、これ以外の既存業務についても、

業務の性格や現場実態を踏まえながら、効率化に不断に取り組む必要があると考え

ている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

今回示された業務及び定員合理化の内容について何点か伺う。

１点目は、戸別所得補償制度についてである。

戸別所得補償制度の実施に係る業務については、制度定着に伴って合理化・削減
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が可能との説明があったが、本年度より対象に畑作物が加わり本格実施されている

中で、現場段階において業務が軽減されたとの認識はなく、依然として厳しい業務

運営にあるとの意見が強い。

業務の合理化・削減の方向によって、業務に支障は生じないのか。

（塩川経営局総務課長）

来年度は、本格実施２年目となることから、これまでの経験により制度全体とし

て職員の業務習熟度も上がるとともに、前年度から引き続き加入した者の住所、氏

名、交付金の受け取り口座等の基本情報にかかるデータ入力、内容確認が不要とな

ることから、本年度よりも実質的に業務量が削減される。

また、米の需給調整に関し、過剰米対策を行わなくなったことにより、当該業務

の削減もされる。

このため、定員が合理化されても業務に支障は生じないものと考えている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

２点目は、統計業務についてである。

統計業務については、郵送回収による効率化の方向性が示されたが、これまで行

ってきた調査員調査化や郵送調査化等は、審査・補完業務に多くの労力を要してお

り、職員負担の軽減には至っておらず、現場段階は限界に近い業務運営となってい

る。

業務の合理化・削減の方向によって、定員合理化数を79としているが、業務に支

障は生じないのか。また、この間の意見交換会において、既存業務の効率化につい

ては、現場実態や職員の意見も十分に踏まえながら、今後とも不断に取り組むとさ

れていたが、どのような効率化が図られたのか伺いたい。

（髙野統計部管理課長）

郵送回収については、調査票の回収業務の負担を軽減するものであり、今後とも

着実に進めるよう対応して参りたい。

調査員調査については、職員が審査・補完業務により専念できる環境を整備する

ため、地方の要望も踏まえ、手間のかかる調査員の申請書類の審査・受け渡し業務

や講習会に係る運営（会場設営、資料セット、アンケート集約等）を担わせる等統

計指導員をこれまで以上に活用する方策を進めてきているところである。また、耕

地面積調査において調査員による調査結果の実態把握・検証を行ったところであり、

今後その結果を取りまとめ、次年度以降の講習内容の改善に活かし、調査員調査結

果の補正の低減に繋げていくこととしている。

この他、組織再編に伴う県別データの集計・審査業務の農政局への集約化を行う

などの効率化を図ることとしており、今般の定員削減により、業務に支障は生じな
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いものと考えている。

今後も現場実態や職員の意見も十分踏まえながら、調査員調査、郵送調査が実効

あるものとなるよう、これら調査の更なる実態把握・検証を行い改善を進める等効

率的な調査の実施に取り組んで参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

３点目は、内部管理業務についてである。

内部管理業務については、再編に伴って、業務が大幅に増加しており、超過勤務

が恒常化しているとの報告が全国的に寄せられている。

その中で、人員規模に応じた配置規模に見直すとしているが、具体的にどのよう

に行うのか。

（德田地方課長）

内部管理業務人員は、人員規模に応じた配置を行っていることから、24年度の当

該センターの人員規模を踏まえ、業務官の人員配置の見直しを行ったものである。

なお、内部管理業務については、各農政局総務部において効率的な業務の実施の

工夫を行うなど、引き続き円滑な業務運営に取り組んで参りたい。

【資料４ 地方組織における新規増員の概要について】

（石原副委員長兼調査交渉部長）

農林水産省の復旧・復興対策の周知徹底、土地利用のマスタープランの策定等を

含む復興の早期実現に向けた指導・助言、原発被害に対する損害賠償に関する指導

・助言を行うため、東北管内に設置されている現地支援チームの役割はどうなるの

か。また、福島県における出先機関の管轄区域における「特別の定め」については、

復興庁や環境再生事務所の設置などにより、見直すことがあるのか。

（德田地方課長）

現地支援チームについては、当面の間、被災地における支援活動を継続していく

ことになるものと考えているが、復興庁の現場拠点の設置計画や活動内容が具体的

に示された段階で、相互連携や役割分担のあり方を検討し、現地支援チームの活動

内容や構成員について、必要に応じて見直しをしていくことになると考えている。

また、福島県における出先機関の管轄区域における「特別の定め」については、

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い避難区域が設定され、それによって出先

機関の管轄区域に特例を設けたところであり、現下の状況では、復興庁や環境再生

事務所の設置を契機とした見直しはないものと考えている。
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【資料５ 平成24年度概算決定における事業所等の新設廃止】

【資料６ 仙台東土地改良建設事業所の組織概要】

（石原副委員長兼調査交渉部長）

2012年１月に設置される仙台東土地改良建設事業所の設置期間、人員規模、人事

配置の考え方について伺いたい。また、４月以降の人員規模、人員配置をどう考え

ているのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

仙台東土地改良建設事業所は平成28年度までの時限官署として認められたところ

であり、人員規模は発足当初の平成24年１月１日は24名体制であるが、組織拡充を

行う平成24年４月からは一般職員を含めて100人規模の体制にする予定である。

今後、当該事業所等の人事配置を検討していくが、これまでに経験のない規模の

直轄災害復旧事業等を実施していくためには技術的課題があり、かつ、４～６年と

いう短期間で着実に終える必要があることから、設計・施工及び用地補償等におい

て知見と経験豊富な人材の確保が不可欠であると考えている。

具体的には、原則として東北農政局管内において職務希望等を確認しつつ適材適

所の人事異動を企画して参りたい。

なお、来年４月の拡充に当たって、同局管内だけで必要な人材を確保できない場

合には、職務希望等を確認しつつ管外からの出向も含め人材確保を検討していく予

定。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

発足当初の24名はどのように対応するのか。24名の人員配置に伴って、事業所の

既存業務に支障は生じないのか。

また、来年４月の拡充にあたって、同局管内だけで必要な人材を確保できない場

合には、ということだが、確保できないのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

平成24年１月は、東北農政局管内から確保することとし、確保にあたっては、各

部署に支障が生じない範囲で人員確保を図ることとしている。

また、平成24年４月の拡充に当たっては、同局管内の各事業所等から人員確保を

図る方針であるが、他方でそれらの事業所等においても事業効果の早期発現を求め

られていることを踏まえる必要がある。このため、同局管内だけで必要な人員を確

保できないことも想定されるところであり、管外からの異動、出向も含め人材確保

を検討することとしている。
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（石原副委員長兼調査交渉部長）

土地改良施設に係る長寿命化対策の円滑な事業の推進に努めるため、必要に応じ

組織体制の整備を検討するとしていたが、どのような結果となったのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

長寿命化対策の推進に向けて、平成23年度より、土地改良調査管理事務所におけ

る体制整備を行うとともに、国営施設機能保全事業の実施計画の策定を進めてきた

ところ、平成24年度予算概算決定において、山梨県の「笛吹川沿岸地区」、長野県

の「伊那西部地区」及び三重県の「中勢用水地区」の実施が認められることになっ

た。

これを受けて、西関東土地改良調査管理事務所においては、実施地区が本所から

遠距離にあることを勘案して笛吹川沿岸支所及び伊那西部支所を設置し、効率的な

事業実施を図ることとしている。他方、「中勢用水地区」を担当する木曽川水系土

地改良調査管理事務所においては、実施地区が本所から比較的近距離にあることか

ら、当面は本所内の体制整備を図ることとし、権利調整を担当する専門官（管理調

整官）及び係長（財産管理係長）を設置することとしている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

笛吹川沿岸支所、伊那西部支所の体制は何名か、中勢用水地区の体制は２名か。

（鳩山農村振興局総務課長）

笛吹川沿岸地区及び伊那西部地区は、それぞれ３名体制の支所を設置することと

している。また、中勢用水地区は、本所内の保全整備課（８名）に前述の２名を加

えた体制で実施することとしている。なお、いずれも農工定員内での振替により体

制整備を図るものである。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

施設の長寿命化のための活動や高度な農地・水の保全活動への支援等新たな業務

を含む同施策の円滑な推進のための体制整備を全国で行うため、農地・水保全管理

官を地方農政局等所在県や東京、神奈川、大阪を除く各県の県庁所在地の地域セン

ター等に所要の定員要求をしていたが、どのような結果となったのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

平成24年度においては、施設の長寿命化のための活動や高度な農地・水の保全活

動への支援等新たな業務を含む同施策の円滑な推進のための体制を整備することと
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し、地方農政局等所在府県や東京、神奈川、大阪を除く各県の県庁所在地の地域セ

ンター等に所要の定員を要求したところであるが、認められなかったところ。

なお、平成23年９月に地域センター及び北海道農政事務所に設置された10名の農

地・水保全管理官については、「１年後見直し」とされていたことから、今回「見

直し解除」を要求したところ、認められている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

定員要求が認められない中で、同施策をどのような体制で進めていくのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

農地・水保全管理支払交付金による取組の推進に当たって、地域センターに農地

・水保全管理官が配置されていないところに関しては、本施策の事業実施主体とな

る地域協議会や都道府県と連携しつつ農政局が対応することとし、農地、水路等の

保全管理、施設の長寿命化対策、高度な農地・水の保全活動等の取組を支援してい

く。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

４月以降の被災県等からの要請に基づく職員派遣はどうなるのか。本省としての

対応方針について伺いたい。

（鳩山農村振興局総務課長）

平成24年度においても、被災県からの要請に応じ、引き続き人的派遣にかかる支

援を行う所存。

岩手、宮城、福島の被災３県から農林水産省に対する具体的な要請として、これ

までのところ都道府県職員125人の派遣にかかる調整及び国職員13人の派遣要請が

あり、現在、地方農政局等を通じて派遣に向けた調整等を行っているところである。

【植防・動検関係】

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、植物防疫所及び動物検疫所関係について伺う。

検疫体制の強化に向けて必要人員を相当程度要求していたものと考えるが、植防

３名、動検７名についてはどこが認められたのか。家伝法の改正に伴う新規増員は

認められたのか。

また、新規増員が大幅に認められない中で、植防・動検の今後の検疫体制の充実

・強化についてどのように考えているのか。
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（嘉多山消費・安全局総務課長）

平成２４年度の組織・定員要求においては、植物防疫所においては、新規国際線

の就航等に対する植物防疫体制の強化に伴う増として横浜植物防疫所東京支所鹿島

出張所、神戸植物防疫所関西空港支所、門司植物防疫所福岡支所各１名の計３名、

動物検疫所においては、家畜伝染予防法の改正に伴う新規増員は認められなかった

が、新規国際線の就航等に対する家畜防疫体制の強化に伴う増として清水出張所、

関西空港支所検疫第１課、門司支所検疫第１課及び検疫第２課、博多出張所、鹿児

島空港出張所、沖縄支所検疫課各１名の計７名の増員が認められたところである。

組織・定員要求を巡る情勢は大変厳しい状況であるが、引き続き必要に応じて増

員要求を行い、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参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

引き続き、応援体制の構築が不可欠なところであるが、一部では応援業務が恒常

化しており、応援体制ではなく人員配置が必要な支所等もあるとの意見が報告され

ている。

業務量に見合った人員配置と併せて、応援体制の構築にあたっては、職員の過度

の負担とならない計画的な対応を要請する。また、業務運営にあたっては、職員の

意見も十分に踏まえて検討すること。

（嘉多山消費・安全局総務課長）

常に業務量等の把握を行い、それに見合った人員を配置するよう見直しを行って

いるところであり、今後とも、業務量に見合った人員配置に努めて参りたい。

なお、一定の応援業務については、効率的かつ機動的な業務運営上必要なもので

あると考えられることから、応援業務が特定の者に偏ることにより過度の負担とな

らないよう、計画的な対応に努めるとともに、また、業務運営に当たっては、今後

とも、幅広に職員へ前もって説明するなど、十分に配慮して参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

来年度に茨城県つくば市に移転する新たな隔離ほ場における検査体制については、

管理職の配置も含め検討しているとしていたが、どのような検査体制となるのか。

（嘉多山消費・安全局総務課長）

新たな隔離ほ場における検査体制については、管理職の配置を含め、平成24年度

組織定員要求を行っていたところ、統括植物検疫官を含む生物検定担当の配置が認

められたところであり、今後とも、必要に応じて適切な検査体制の整備に努めて参
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りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

家畜伝染予防法の改正に伴う水際の検疫体制強化については、本年10月から入国

者への質問及び携帯品の消毒等の対応の強化が実施されており、必要な人員が配置

されることなく業務先行となっている。この間、現場段階からは、既存人員のまま

では対応が困難との意見が報告されている。

本格化する質問票回収のほか、対馬港フェリー及び北九州空港の旅具検査等の業

務の増加に対して、どのような業務運営を考えているのか。

また、検疫探知犬の導入拡大に伴う業務の増加に対する業務運営についても伺い

たい。

（嘉多山消費・安全局総務課長）

水際検疫体制強化において10月より新たに導入された入国者への質問等の業務の

実施に当たっては、現行の人員で対応可能な運用内容にとどめ、職員の業務過多に

ならないように考慮しつつ対応しているところである。

平成24年度組織定員要求において当該業務に関しての増員については認めらなか

ったことから、今後も職員に負担を強いることのないよう留意しつつ、ＣＩＱ関連

官署、航空会社との連携を図りながら当該業務の効率的な運用を行って参りたい。

対馬（比田勝港、厳原港）及び北九州空港における携帯品検査等の業務増加に対

しては、平成24年度組織定員要求において門司支所及び博多出張所における増員が

認められたところであり、円滑な業務の運用に努めて参りたい。

検疫探知犬については、ハンドラー業務を行う職員の確保が認められなかったこ

とから、ハンドラーによる探知業務を民間委託する方向で検討することとし、検疫

探知業務の円滑な運用を確保して参りたい。

【船舶・漁業調整事務所関係】

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に船舶・漁業調整事務所関係について伺う。

漁業調整事務所については、定員要求が認められなかったとのことであるが、漁

業取締まり時の安全を確保するため漁業監督指導官の２名乗船体制の確立など、漁

業取締体制の充実強化についてどのように考えているのか。

（太田水産庁漁政課長）

取締体制の充実強化を図るため、漁業監督指導官の複数乗船体制の整備は必要で

あると認識しており、漁業調整事務所の定員要求は認められなかったものの、本庁
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では３名の漁業監督指導官が認められたところである。現在、漁業調整事務所では

当面の措置として事務所間での複数乗船に向けた漁業監督指導官の派遣・受入れが

促進される環境づくりに取り組んでおり、本庁としても漁業調整事務所との連携を

強化して漁業監督指導官の派遣を検討して参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

船舶における定員査定はどうなったのか。

（太田水産庁漁政課長）

水産庁船舶職員の定員要求は、各漁業調整事務所所属取締船４隻における漁業取

締体制の強化のため、航海士各１名の増員要求を行ったところであるが、残念な結

果ではあるがゼロ査定であったところである。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

定員削減は船舶の安全運行に直結するために、その削減分の対応については、安

全運行を第一に考える必要があるが、具体的にはどのような対応を図っていくのか。

（太田水産庁漁政課長）

船舶の安全航行のためには、しかるべき員数が必要であることは十分理解してい

るところであり、定員削減により安全航行に影響がでるようなことはあってはなら

ないことである。そのため、安全航行に欠かせない航海当直体制（甲板部門３名、

機関部門３名）は維持し、安全航行に支障が出ない範囲で対応することとしている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

境港漁業調整事務所では、白嶺丸の移管によって職員数の増加、取締業務の増大

によって、総務関係事務も増大したため、総務部門においても業務量に見合った定

員が必要とされ、総務課長の配置も必要とされているが、その改善は図られるのか。

（太田水産庁漁政課長）

国の行政組織等の減量・効率化が進められている中で、特に内部管理業務（総務

・庶務関係業務）にかかる組織・定員要求については、かなり厳しい状況ではある

ものの引き続き検討して参りたい。
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【林野関係】

（石原副委員長兼調査交渉部長）

除染対策にあたっての人員、業務実施体制はどうなっているのか。

（小島林野庁研究・保全課課長補佐）

福島第一原発事故に起因する放射線の除染については、本年８月に成立した放射

性物質対処特措法及び同法に基づき策定された基本方針において、

①除染特別地域については、環境大臣が除染計画を策定し、関係省庁から人材面

も含めた協力を得ながら環境省が実施

②上記以外の地域であって、汚染状態が環境省令で定める要件の区域については、

都道府県または政令で定める市町村の長が計画を策定し、市町村等が除染を実

施するが、国が管理する土地については国が実施

とされていることから、森林の除染については、除染特別地域は、国有林も含め環

境省、除染実施区域は、国有林については林野庁、民有林については市町村等にお

いて実施することとなっている。

また、森林の特性を踏まえた除染手法等の技術開発が急務となっている。このた

め、林野庁では、

①地域の実情に応じて適切な方法が選択できるように、多様な除染手法等の技術

を開発すること

②開発した技術を実証事業として速やかに現地に適用するため、関係機関との連

絡調整及び実証事業を行う市町村等へ適切な指導を行うこと

等に取り組むこととしており、研究・保全課に森林除染技術の開発等に係る企画立

案、連絡調整、実行・指導を担当するポストを要求し、今般当該ポストの新設につ

いて認められたところである。

【資料７ 除染関係資料】

（石原副委員長兼調査交渉部長）

復興庁の組織体制はどのようになっているのか。また、農林水産省からの派遣や

地方出先機関との調整の考え方はどうなるのか。

（枝元秘書課長）

現在の東日本大震災復興対策本部及び岩手、宮城、福島に設置している現地対策

本部が、来年の復興庁発足時には約250名体制に強化されると承知。

農林水産省からは、復興対策本部及び現地対策本部に対して、現在27名の職員を

派遣しており、復興庁発足までに40名程度に増員していく予定であるが、現段階で

は、この件に関して一般職員の公募を行って更に要員を確保することは考えていな

い。
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また、当省の地方機関との関係については、現在、農政局、森林管理局、漁業調

整事務所の管理職クラスに現地対策本部事務局の併任がかけられており、復興庁発

足後においても、必要な情報交換や事務調整が行われていくものと認識。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

福島環境再生事務所における除染体制及び農林水産省からの派遣の考え方はどう

なるのか。

また、環境再生事務所における職員の健康安全対策を含めた労働条件の確保につ

いて、どのように考えているのか。

（枝元秘書課長）

来年１月に、国が実施する除染及び汚染廃棄物処理等を担当する福島環境再生事

務所が新設され、農林水産省としても、環境省の要請を踏まえ、農地や森林の除染、

稲わら等の汚染廃棄物の処理等に必要な人員として、１月から再任用ＯＢ６名を含

む15名を派遣する予定。

また、４月以降は、この事務所の下に４箇所の支所が新設されるなど組織体制が

拡充され、環境省から関係府省に対して追加派遣が要請されているところ。

農林水産省にも、68名の追加派遣が要請されており、派遣人数が多いことから、

職員、再任用ＯＢに加え、民間の土木事業者の公募採用を含め、幅広く人員を確保

していく考え。

また、福島環境再生事務所における職員の健康安全対策を含めた労働条件の確保

については、基本的には環境省が対応することとなるが、当省としても、除染及び

汚染廃棄物の処理という新たな課題に職員等が直面することを十分に認識し、労働

条件の適切な確保等について、環境省と連絡を密にしてまいりたい。

【級別定数改定】

（石原副委員長兼調査交渉部長）

級別定数改定の結果はどうなったのか。

（枝元秘書課長）

級別定数については、職員の処遇の改善の観点から、毎年の人事院への定数改定

要求に際し、特に、年齢別人員構成の山となっている中位級（行政職（一）３級～

６級）を重点に定数の拡大と職務評価の適正化に向けて努力しているところである。

平成24年度の定数改定要求についても、重点事項として要求したところであり、

特に、本省及び地方機関の４級については、昇格候補者が多く定数の不足が見込ま

れるため、人事院に対し粘り強く折衝を重ねたところである。
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この結果、４級については、本省で「28」、地方農政局及び北海道農政事務所で

「321」の切上げが認められたところである。

今後も引き続き定数の確保に努力してまいりたい。

また、今回の定数改定では、人事院から全府省に対し、「級別定数については、

従前から、昇格候補者全員が昇格できる定数は認めておらず、能力・実績主義に基

づく選抜による昇格を指導してきたところであるが、今後は、再就職規制などによ

り、職員の在職期間が長期化し定数の不足が見込まれることから、さらに選抜によ

る昇格を検討するよう」求められているところである。

【資料８ 平成24年度の課題に対応した人事上の取組について】

（石原副委員長兼調査交渉部長）

９月の組織再編において示された各県の定員については、全国的に業務量と定員

が一致していないとの意見が強く出されている。

このような中、今回、定員と現在員を比較した資料が出されているが、次年度以

降の定員削減や増員要求、定年退職者等の状況が不透明であることなども踏まえれ

ば、くれぐれも、各県の差し引き人数が至上命題となり強制的に調整を行うことの

ないよう、各県において混乱のないよう、対応すること。

（枝元秘書課長）

資料の平成24年度末定員は、各都道府県における業務に必要な人数を示したもの

であり、今回の取組の一つとして、平成24年４月１日現在において欠員が見込まれ

る部局への人事異動を行い、人員配置のアンバランスの解消を図ることとしている。

取組にあたっては、職員の希望を把握した上で、丁寧な面談を行うとともに、現

場での業務の状況も考慮し、対応してまいりたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

「地方組織の職員で復帰を希望するものについては、同一ブロックへの復帰を前

提」としているが、本省職員の取扱いはどうなるのか。

（枝元秘書課長）

本省職員については、職員の希望も踏まえつつ、個別に対応して参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

同一ブロックへの復帰を前提とすることについて、復帰場所については、本人の

希望に配慮した配置を行うことでよいか。
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（枝元秘書課長）

復帰については、本人の希望を踏まえつつ、適材適所の観点から配置を検討して

参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

提示されたポストについての新たな希望調書の提出は、本省も含めて希望する者

が提出することでよいか。

（枝元秘書課長）

強制するものではないが、今回の取組の趣旨をご理解頂き、積極的に対応願いた

い。

なお、面談に当たっては、前回の希望等調書への記載や過去の面談結果等を踏ま

え、今回の調書に記入していないポストへの意向の確認を行うことも有り得ると考

えている。

（柴山書記長）

2012年度は、厳しい定員事情の中で震災からの復興や除染対策に加え、現下の政

策課題に的確かつ機動的に対応していかなければならない。そのためにも、

①各段階における管理職がリーダーシップを発揮し、職員と十分に意思疎通を図

りながらの業務遂行が必要なことから、今回の内容について、職員に対し丁寧に説

明を行うこと。

②業務計画の策定あたっては、職員の意見を十分に反映するとともに、節目毎に

検証を行い必要に応じて見直しを行うこと。

③農林水産行政の遂行に支障が生じることがないよう、これ以上の定員削減が行

われないようにするとともに、必要な定員を確保するため、来年度の概算要求期に

向け万全の対応・対策を講ずること。

④来年４月に向けた人事上の取り組みにあたっては、短期間の取り組みとなるこ

とから、職員に丁寧に説明し、組合員の理解と納得のもと行うこと。また、私ども

としても各段階に「労働条件点検・苦情等相談窓口」を設置しており、寄せられた

相談については別途要請するので、適正に対応いただきたい。なお、混乱のないよ

う対応すること。

などを要請する。

最後になるが、３月上旬に開催予定の労使間意見交換会に向けて、課題整理を行

うこととしているので、改善が必要な場合はしっかり対応するよう要請する。
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（枝元秘書課長）

いただいたご要請については、真摯に受け止め、職員への説明等を丁寧に行って

参りたい。

また、国家公務員の定員等を巡る情勢は大変厳しい状況にあるが、農林水産行政

の遂行に支障が生じないよう、今後の組織定員要求等においても適切に対応して参

りたい。

なお、繰り返しになるが、４月の人事異動に向けた今回の取組は、政府としての

最大の課題の一つである除染業務と欠員が生じている部局のそれぞれに必要な要員

を確保するためのものである。職員の皆様におかれては、こうした趣旨をご理解い

ただき、積極的に希望を提出していただきたい。

今後の労使間意見交換会の日程としては、まず、１月上旬に平成24年度予算案を

議題に開催することを予定している。その後、３月上旬に地方組織における４月以

降の人員配置について意見交換会を開催することを予定しているため、引き続きよ

ろしくお願いしたい。

（山口秘書課調査官）

それでは、以上を持って平成23年度第５回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


