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平成23年度 第７回労使間意見交換会

議事要旨

（開催要領）

１．開催日時：平成24年（2012年）3月13日（火）14:00～14:47

２．場 所：国際部第３会議室（本館地下 ドア№016）

３．出 席 者：

農林水産省 枝元 真徹 大臣官房秘書課長

同 伊藤 静雄 大臣官房厚生課長

同 德田 正一 大臣官房地方課長

同 嘉多山 茂 消費・安全局総務課長

同 鳩山 正仁 農村振興局総務課長

同 小島 吉量 食料産業局輸出促進グループ長

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７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）

今回は、平成24年度の地方組織における業務運営について意見交換したいと考え

ている。地方組織における平成24年度の業務の円滑な遂行に向けた重要な課題であ

り、この機会に率直に意見交換できればと考えている。

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、御協力を御願いする。

（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「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（平成24年４月１日時点）」、資料２の「平成24年４
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月１日 植物防疫（事務）所、動物検疫所、動物医薬品検査所別職員配置数

（案）」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及び資料２い

ずれも、「機密性２Ａ」と格付けされ、「意見交換会出席者限り 意見交換会終了

後回収」との使用制限を課されている。このため、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、職員掲示板にも

掲載せず、職員に対しては、所属する職場に該当する部分のみ資料を配付すること

とするのでご了承いただきたい。また、意見交換会終了後回収させていただくので、

あわせて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、伊藤厚生課長、德田地方課長、嘉多山消費・安全

局総務課長、鳩山農村振興局総務課長、小島食料産業局輸出促進グループ長、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、年明け以降取り組んできた平成24年度の課題に対応した人事上

の取り組みの状況について枝元秘書課長に御説明いただく。

（枝元秘書課長）

平成24年度の課題に対応した人事上の取組の状況について説明する。

１点目として、最優先すべき課題である除染等に係る環境省福島環境再生事務所

への人員配置については、受入数18に対し18名の内定となった。

なお、この18名に加え、今回の取組以前に福島環境再生事務所の契約関係事務職

員の派遣要請があり、１名が内定となっているところである。

２点目として欠員が見込まれる部局への人員配置については、北海道農政事務所

が受入数40程度に対し34名の内定、東海農政局が受入数20程度に対し11名の内定、

関東農政局東京地域センターが受入数50程度に対し52名の内定となったところであ

る。

また、他府省については、内閣府本府、総務省統計研修所、経済産業省九州経済

産業局及び国土交通省九州地方整備局がそれぞれ受入数１に対し１名の内定、本省

各局庁が受入数10程度に対し10名の内定、漁業調整事務所が受入数２に対し２名の

内定となったところである。

このような状況から、今回の取組については一定程度の結果が得られたものと考

えており、職員の皆様におかれては、短期間の取組の中で趣旨をご理解いただくと

ともに、積極的に希望を出していただき感謝申し上げる。
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（山口秘書課調査官）

次に、資料１について德田地方課長に説明いただく。

（德田地方課長）

平成24年4月の地方農政局等の人事異動については、先ほど秘書課長から「平成2

4年度の課題に対応した人事上の取組」により、一定程度の結果が得られたとの説

明があったが、これに併せて一般の人事異動により地方農政局本局及び地域センタ

ー間の人事異動を行い、組織改正後の業務に則した人員配置を行うこととしている。

具体的には、新規ポストを含め東日本大震災からの復旧・復興のための配置を始

め、地方農政局の業務実態を踏まえて、各業務の経験者をバランス良く配置する等、

適材適所の人員配置により業務の適正な執行を図ることとしている。

これらを踏まえて人員配置を検討した結果、資料１「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」の配置数となる予定である。なお、この配置

数については、現時点のものであり、今後、変更の可能性がある数値である。

一方、地方農政局の定員事情は、極めて厳しい状況にあることから、業務の状況

を適時適切に把握し、引き続き適正な人員配置に向けて取り組むこととしたい。

また、広い視野を持った人材の育成を図る目的から、今後とも地域センター等か

ら地方農政局本局及び本省各局への人事異動を積極的に行うこととしたい。

（山口秘書課調査官）

次に、資料２について嘉多山消費・安全局総務課長に説明いただく。

（嘉多山消費・安全局総務課長）

平成24年４月１日における植物防疫所、動物検疫所及び動物医薬品検査所の職員

配置数については、資料２「植物防疫（事務）所、動物検疫所、動物医薬品検査所

別職員配置数（案）」の配置数となる予定である。なお、この配置数については、

３月５日現在の配置案であり、今後、変更の可能性がある数値である。

定員事情が大変厳しい状況の中、これまでも、常に業務量等の把握を行い、業務

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

に見合った人員配置に努めて参りたい。

なお、業務量等に応じた人員を配置するよう見直しを行う中で、植物防疫所の出

張所において、業務量の減少等により職員１名で対応すべき１人庁の出張所が発生

している。平成24年４月１日現在で植物防疫所の６箇所の出張所（平成23年４月１

日現在：５箇所）が１人庁となる予定である。
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（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）

今ほど、平成24年度の課題に対応した人事上の取組の状況を始め、４月の地方組

織における人員配置の状況が示されたところである。説明にあったように、この間

の取り組みにより一定の結果が得られたことは、職員・組合員の英断と真摯な対応

によるものと考えている。新たな勤務先においても意欲を持って働き、安心して生

活できるよう環境整備を図っていただきたい。

さて、2012年度は、厳しい定員事情の中で東日本大震災からの復興・再生や除染

対策に加え、現下の政策課題に的確かつ機動的に対応することが求められており、

４月以降の体制の中で、いかに円滑な業務運営を図るかが重要である。

全農林はこの間、本省、農政局、国営土地改良事業所等、植防・動検・動薬検の

職域対策会議を開催し課題整理を図ってきたところであるが、どの職域においても、

業務が増大する一方で定員削減が進行し、厳しい労働環境にあることや長年にわた

り新規採用がない中で、職場の将来展望への不安が募っている。諸課題については、

政務三役への要請書提出、地本・分会段階での要望書提出を通じて改善を求めてき

たところであるが、職員が安心して業務に取り組める職場を作り上げていただきた

い。

私からは以上を申し上げ、今回の説明があった内容について、担当より何点か伺

う。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

それでは、私から説明のあった資料を踏まえ、地方組織における課題について申

し上げる。

まず、地方農政局、北海道農政事務所及び地域センターの課題についてである。

２月14日に開催した農政局職域対策会議では、組織再編後の課題が多く出された。

その内容については、要請書にとりまとめ筒井副大臣に提出するとともに、具体的

な課題については、地本・分会段階で申し入れを行っているところであるが、各県

において諸課題の改善は図られているのか。

（德田地方課長）

２月14日に提出された要請書、各地方段階で提出された諸課題については、重要

なものと認識しており、当局として真摯に受け止めて対応するよう指導していると

ころである。
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（石原副委員長兼調査交渉部長）

地方農政局、北海道農政事務所及び地域センターにおける４月１日時点の現在員

見込数が示されたところであるが、県内複数センター毎の人員配置及び地域センタ

ーと支所における人員配置が業務実態とあわない場合、見直しも必要と考えるが如

何か。

（德田地方課長）

地域センター別の人員配置については、現行の業務の実施状況や既存業務の見直

し等を踏まえ、各地の業務量に応じた配置としているが、特定の地域センター職員

に過度な負担が生じないように、今後業務を実施していく中で、必要に応じて見直

すことも検討してまいりたい。

なお、支所の人員については、地域センターの判断で配置できる仕組みになって

いる。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

４月以降も人員配置に伴う課題については、地本・分会において必要に応じて申

し入れるので、改善を図っていただきたい。

（德田地方課長）

誠意を持って対応したい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

平成24年度の課題に対応した人事上の取り組みにあたり、第５回労使間意見交換

会において、「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」を要請したところであるが、

苦情には至らなかったものの一部の県において混乱が生じたと報告がされている。

先程の説明で、引き続き適正な人員配置に取り組むとあったが、人員配置の検討

にあたっては、職場の業務状況を十分に把握した上で行うとともに、これに基づく

人事異動にあたっては、組合員の理解と納得のもとに進めること。

（德田地方課長）

県別の人員配置については、全国的に現行の業務の実施状況や既存業務の見直し

等を踏まえて、各地の業務に応じた配置としているところであり、このための人事

異動を行う場合にあっても本人の希望を考慮しつつ、適材適所の原則に従って行っ

ているところである。
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今後の人事異動の検討にあたっても、職場の業務の状況を把握するとともに、本

人への意向確認等においても、丁寧に対応してまいりたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

４月以降、限られた人員の中で円滑な業務運営を行い、組合員の労働条件を維持

するためには、第５回意見交換会で示された「業務の合理化・削減の方向」の着実

な実行と既存業務の効率化を図ることが重要である。

業務計画の策定にあたっては、４月から円滑な業務運営を行うため、各都道府県

の業務量、業務区分毎の指揮命令系統を示し、職員の意見を踏まえた上で、内示後

早急に検討を行うこと。

（德田地方課長）

４月以降円滑な業務運営が図られるよう、業務計画については、できるだけ速や

かに作成するよう指示を行ってまいりたい。

作成に当たっては、あらかじめ各業務ごとの指揮命令系統や業務量、スケジュー

ル等を総合的に把握した上で、特定の職員に過度な業務負担が生じないよう業務分

担を行うなど、機動的な業務運営のあり方に留意し、職員の意見を十分聞きながら

作成するよう指示することとしている。

なお、指示に当たっては、円滑な業務運営に資するため、昨年９月以降の現行体

制の下で参考となる業務運営の取り組み事例に関する情報を地方農政局を通じて地

域センターにも提供することとしたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

人員減により業務遂行は困難を伴うことが懸念されるので、既存業務の効率化に

ついて、必要に応じて地本・分会段階で申し入れるので、誠意をもって対応してい

ただきたい。

（德田地方課長）

誠意を持って対応したい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

適正な業務遂行と平準化には、管理職がスタッフ制の特性を最大限に活かすこと

につきるが、マネジメントが不十分な管理職が多く見受けられるとの報告がされて

いる。また、限られた人員での業務遂行を考えれば、とりわけチーム長の采配が重

要となるが、従来のラインを踏襲した対応から抜け出せていない実態も報告されて
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いる。

この間の意見交換会において、「業務運営にあたっては、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

業務実施に支障をきたさないように対応していく必要がある」との考え方が示され

ているが、現場段階で実効あるものとするためには、横断的な調整を行うことが必

要である。本省としてどのような対応を行うのか。

なお、管理職のマネジメントに起因して、スタッフ制が機能しない等業務運営に

課題が生じた職場においては、地本・分会として改善を求めるので、しっかり対応

すること。

（德田地方課長）

ご指摘のとおり、適正な業務遂行と平準化には、スタッフ制の特性を最大限に活

かすことが重要であり、そのためには、それぞれの組織が、抱える課題に対して業

務調整や業務計画の見直しを行っていくことが基本と考える。

本省においても、会議や研修の機会を捉えて管理職の資質の向上を図るとともに、

現場の課題解決に資するよう、地域センターに対するスタッフ制がうまく機能して

いる事例の提供など、工程管理のフォローアップを行っていく考えである。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

９月１日の再編以降、総務チームにおいては慢性的な超過勤務の実態にあると報

告されている。総務業務については、内部管理業務の徹底や会計処理の適正化が求

められており、現場での業務改善、効率化には限界がある。消費・安全グループや

農政推進グループのように具体的な業務削減の方向が示されない中で人員が減少す

ることに組合員は不安を抱えている。この間の意見交換では、「各農政局総務部に

おいて、総務事務の効率化に資するため、地域センター職員を対象にした担当者会

議の開催や本局と地域センター間における業務処理方法の見直しなど、できること

から着実に実施」との見解が示されているが、どのような対応状況となっているの

か。

また、県内複数センターにおける総務部門の業務運営は、従来の本所・支所のよ

うな関係性が見受けられることから、早急に改善を図ること。

（德田地方課長）

地域センターにおける総務事務の効率化については、既に各地方農政局等におい

て「総務担当者会議」や「経理担当者会議」の開催を行うとともに、本局から個別

の事務指導を行い、職員の資質向上に取り組んでいるところである。また、事務処

理方法の見直しについては、農政局毎に対応が異なるが「物品の一括購入」や「役
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務契約の一本化」等の効率化を進めているところである。

さらにこのような取り組みが全農政局等で進むように、本省から各地方農政局毎

の取り組み事例を全農政局等に情報提供を行っているところである。

なお、県内複数センターにおける総務部門の業務運営については、県庁所在地の

地域センターが、会計機関や共済組合の所属所に指定されているため、当該事務の

報告等の業務が生じるが、それ以外の業務については、各地域センターの業務は並

列的に行われることとなっている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

被災地においては、農政局に新規定員が配置されるものの、通常業務と震災・原

発事故対応が引き続き求められている。

特に福島県においては、オフサイトセンター放射能班への派遣、作付制限区域生

産米穀の監視への支援など、土日を含めて対応している状況にある。また、平成24

年産米の作付け制限が厳しくなるなど、より厳格な対応が求められているが、今回

示された配置人員で対応は可能なのか。不測の事態が生じた場合どのように対応す

るのか。

なお、具体的な課題についてはラインを通じて上げるとともに、地本・分会とし

ても要請するので、しっかり改善を図ること。

また、健康安全対策に万全を期すよう改めて要請する。

（德田地方課長）

県別の人員配置については、全国的には、現行の業務の実施状況や既存業務の見

直し等を踏まえ、各地の業務量に応じた配置としている。

しかしながら、特に福島県下にあっては、復興・再生に向けての業務が生じてい

ることから、これまでも定員以上に実行上の配置をしてきたところ。

今後とも、業務状況に応じて必要な応援を行い、職員に過度な負担が生じないよ

う配慮するとともに、業務運営に支障が生じないよう対応してまいりたい。

また、除染等関係業務に従事した場合には、線量の測定を行い、被ばく限度を超

えないよう留意するほか、定期健康診断の他に特別健康診断を行うなどの健康安全

対策を講じているところであり、引き続き努力してまいりたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

復興庁・復興局が２月に設置されたが、４月以降の各省との役割分担はどうなる

のか。また、東北農政局に設置している現地支援チームの今後のあり方はどうなる

のか。
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（枝元秘書課長）

復興庁は、各省の復興関係予算を一括して要求し、各省に移し替えて執行させる

とともに、復興特区制度などを担当しており、復興局は、被災地のニーズにワンス

トップで対応し、各省の出先機関は、事業の執行を行うとともに、復興局の事業へ

の協力を行っている。

（德田地方課長）

被災地域における農林水産業の重要性を踏まえると、農林水産省として、今後も

適切な支援を実施していくことが必要であると考えているが、今後の具体的な支援

活動のあり方については、被災市町村における支援のニーズの変化や、復興庁の今

後の活動状況を十分踏まえながら、真に必要とされるよう取り組んでいきたいと考

えている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

本年度末に統合する庁舎整備の状況はどうなっているか。新年度からの業務運営

に影響が及ばないよう対応すること。また、2012年度における庁舎整備は計画どお

りとの理解でよいか。

（德田地方課長）

本年度末に統合する庁舎整備についてであるが、年度内に庁舎統合移転を予定し

ているものにあっては、計画どおり庁舎整備を行っていると聞いている。

なお、関東農政局から東京地域センターにおける統合移転計画に変更があるとの

報告を受けている。

具体的には、現行の４庁舎（大手町、湯島、立川、昭島）体制は、平成25年７月

に予定される東雲合同庁舎の完成を待って統合移転する計画としていたが、４月に

東京地域センターの大幅な増員等を機に立川庁舎を廃止し、表示・規格チームを大

手町に一体化し、次長の駐在を解除する。これに伴い大手町庁舎の農畜産安全管理

チームを湯島庁舎へ移転するものである。決定に当たっては、その都度、職員に説

明するとともに、職員から寄せられた意見等も踏まえ、かつ、業務運営に支障がな

いよう計画を変更したものである。

平成24年度の庁舎統合移転については、平成23年度中に移転を了したものを除き

計画どおり実施する予定であり、実施に当たっては、その都度、職員に説明するな

どの方針に変わりはない。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、国営土地改良事業所等の課題についてである。
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国営土地改良事業所等においては、114人の定員削減が求められているが、４月

以降、円滑な事業実施ができる適正な人員配置となっているのか。また、厳しい定

員事情の中での業務運営となることから、業務運営にあたっては、業務実態を適切

に把握し、職員の過度の負担とならないよう計画的な対応を行うとともに、職員の

意見を十分に踏まえ対応すること。

（鳩山農村振興局総務課長）

地方農政局の事業所定員については、従来から、局別の事業費及び欠員状況等を

基に、局別に定員を配分し、各農政局において、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。

今後とも、各事業所における業務運営に支障が生じないよう、また、職員の過度

の負担とならないよう適切に配慮して参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

宮城県津波地域で直轄災害復旧事業を実施する仙台東土地改良建設事業所の事業

が、４月以降本格的に実施される。現地では、政府が今年度中に500haの復旧を生

産者に約束していることから、大きなプレッシャーの中で業務を遂行していると報

告されている。円滑な事業実施と組合員の労働条件を維持するため、本省・農政局

が適宜状況を把握し、適切な指導・対策を講ずるよう強く要請する。

（鳩山農村振興局総務課長）

仙台東土地改良建設事業所の人員規模は現在23人体制であるが、組織拡充を行う

平成24年４月から100人規模の体制となる予定である。また、仙台東地区では、24

年営農再開に向けて500haの復旧を関係機関、生産者に対して説明しているところ。

今後とも、事業の円滑な実施に向けて、引き続き本省、農政局、現場事業所の密

接な連携により、現地の状況を随時把握し、適切な指導等を行って参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

４月以降の被災地への支援派遣はどのような状況となるのか。派遣にあたっては、

引き続き支援元の業務運営に万全を期すとともに、支援先、期間及び業務内容につ

いて職員に対して十分に説明するよう改めて要請する。

（鳩山農村振興局総務課長）

復旧工事が本格化する平成24年度においても、平成23年度に引き続き岩手、宮城、

福島の被災３県より技術者の派遣要請があり、今般、調整が整い、国職員13人(う
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ち、地方農政局職員10.5人）、都道府県101人の計114人が４月から来年３月にかけ

て現地にて支援にあたることになっている。

派遣に当たっては、被災県等からの要請(人員及び期間）に応じた対応を基本と

しつつ、支援元の事業所等の業務に影響を及ぼさないよう配慮し、国職員について

は原則として１カ月毎の交替制により、調整を行っているところ。

職員に対しては、これまでも被災地への派遣に際し、支援先、期間及び業務内容

等について説明を行って来ているが、引き続き十分な説明に努めて参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

諫早湾干拓の潮受堤防排水門の開門に向けた対応にあたっては、職員に対して適

宜情報提供を行うとともに、業務に従事する職員の労働環境について十分に配慮す

ること。

（鳩山農村振興局総務課長）

諫早湾干拓の排水門の開門については、平成22年12月の福岡高裁判決の確定によ

り、国は、平成25年12月までに開門すべき義務を負っており、開門に向けて準備を

進めているところ。

職員に対して、適宜、開門に向けた状況に関する情報提供を行うとともに、特に、

開門に向けた業務に従事する職員については、勤務環境等についても十分配慮しな

がら、開門の準備を進めて参りたい。

（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の課題についてである。

家畜の伝染性疾病や植物病害虫の国内侵入リスクに的確に対応するため、動植物

検疫の充実・強化が求められる一方で、定員事情は大変厳しい状況となっている。

この間、適切な検疫体制の確保に向けて、「業務の平準化を図りつつ円滑な業務運

営に努める」との見解が示されているが、業務運営にあたっては、業務実態を適切

に把握するとともに、応援体制の構築等において事前に意思疎通をしっかりと図り、

職員の過度の負担とならないよう計画的な対応を要請する。また、職員の意見を踏

まえて適宜見直しを行うなど、円滑な業務遂行のための体制整備に万全を期してい

ただきたい。

（嘉多山消費・安全局総務課長）

定員事情が大変厳しい状況の中、常に業務量等の把握を行い、業務に見合った人

員配置に努めているところであり、引き続き、応援体制の構築などにより、適切な

検疫体制の確保に向け円滑な業務運営に努めて参りたい。
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なお、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、前広に職員へ

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）

来年度においては支所への併任により解消が図られる一方で、新たに１人庁とな

る出張所もあるとのことであるが、１人庁においては不測の事態への対応など、リ

スク管理上の問題も懸念される。

１人庁の業務について、対応可能な業務量となっているのか、出張所における対

応が困難な場合は、どのような対応を考えているのか。

（嘉多山消費・安全局総務課長）

１人庁の出張所での業務については、基本的には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は、近隣

の出張所、支所、本所からの職員の応援体制を取っており、引き続き適切な植物検

疫体制の確保のための体制整備を進めて参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

動物検疫所における家畜伝染病予防法の改正に伴う動物検疫に関する質問制度に

関して、増員要求が認められず、引き続き応援体制によって対応することとなるが、

現場段階からは、厳しい業務遂行の現状が報告されている。

来年度より本格的な質問票回収が行われることとなるが、どのような業務運営を

考えているのか伺いたい。

（嘉多山消費・安全局総務課長）

昨年４月の家畜伝染病予防法の改正に伴い、同年10月より水際検疫体制強化とし

て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

応可能な運用内容とし、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れ

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、税関等

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。



- 13 -

平成23年度 第７回労使間意見交換会

（石原副委員長兼調査交渉部長）

検疫探知犬業務については、ハンドラーによる探知業務を民間委託することとな

ったが、ハンドリング方法の統一性が担保されるのか、防疫官との連携が十分に図

られるのかなどの懸念から、防疫官の負担が増大するのではないかとの不安が報告

されている。このため、検疫探知業務の具体的な運用について示していただきたい。

（嘉多山消費・安全局総務課長）

成田空港と関西空港で、既にハンドラーによる探知業務を民間に委託していると

ころである。これらの空港においては、ハンドラーの資格要件を定め、人物試験を

行うことにより、ハンドラーによる探知業務が一定以上の質となるよう措置してい

るところである。

平成24年度に導入する予定の検疫探知犬のハンドラーについても、これら空港と

同様の対応を行い、探知業務の質の確保を図り、防疫官の負担が増大することのな

いよう努めて参りたい。

なお、本年２月から検疫探知犬業務を実施している羽田空港においては、職員が

ハンドラーとして探知業務を実施しているところであり、平成24年度も引き続き職

員がハンドラーとして探知業務を実施する。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

国営土地改良事業所等及び植防・動検についても、職場段階で課題が生じた場合

は、地本・分会で申し入れを行うので、誠意を持って対応していただきたい。

（鳩山農村振興局総務課長）

国営土地改良事業所等に関して課題が生じる場合は、職員の勤務環境等も踏まえ、

誠実に対応して参りたい。

（嘉多山消費・安全局総務課長）

誠意を持って対応して参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

最後に各職域における共通した課題についてである。

今回の異動に必要な宿舎は確保されているのか。特に被災地における宿舎事情は

どのような状況なのか。
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（伊藤厚生課長）

平成23年12月、財務省に設置された「国家公務員宿舎の削減のあり方についての

検討会」において「国家公務員宿舎の削減計画」が策定され、この中で、国家公務

員宿舎は、真に公務のために必要な宿舎に限定することとし、今後、５年を目途に

５．６万戸程度の宿舎の削減を行っていくこととされた。また、既に東日本大震災

における被災者支援の一環として国家公務員宿舎の提供を行っている状況等から、

公務員宿舎を巡る状況は、極めて厳しい状況である。

現在、４月人事異動の宿舎の入居調整等を各財務事務所等と行っているところで

あるが、できる限り宿舎の確保に努力してまいりたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

宿舎は業務を進めるにあたっての絶対条件であり、異動する本人にとっては、重

要な課題である。必要な宿舎を確保するため万全を期すこと。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

業務調整や効率化を図りながらも、人員削減や業務の輻輳などにより超過勤務の

増大が懸念される。このため、超過勤務の縮減対策に万全を期すとともに必要な超

過勤務はしっかり事前命令を行い、全額支給を図ること。

（枝元秘書課長）

農林水産省では、超過勤務縮減に向け、

① 管理職員は、勤務時間外になってからの業務指示は行わないように努める

② 各課内での意見交換や班毎の業務スケジュールの作成により、予め日程調整

を行う等業務の平準化を図ること

等、具体的取組事項を定め、取り組んでいる。

今後とも、定期的に各局庁における超過勤務縮減の取り組みの検証を行うなど、適

切に取り組んでまいる所存である。

なお、超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、超過勤

務命令に従って行われるものであり、超過勤務命令に従い勤務した時間に対しては、

超過勤務手当が支給されることとなっている。

（柴山書記長）

４月以降の地方組織における課題に対して、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、各地方組織において対応・対策が講じられるよう本省

として指導していただきたい。

冒頭申し上げたとおり、2012年度においては、「我が国の食と農林漁業の再生の
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ための基本方針・行動計画」に基づく施策展開の初年度となることから、各種施策

を着実に実行していかなければならない。

こうした中、各職場において、農林水産行政を着実に推進するとともに、円滑な

業務運営を行っていくためには、今回の内容を職員が十分に理解し、職場が一体と

なって取り組むことが重要である。そのためにも、まずは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、各当局のマネージメントが十分に発揮されるよう要請する。

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、

現場で解決する課題については、地本・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。

（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、４月からの新たな体制での業務

が円滑に進むよう、職員への説明、計画的な業務運営を的確に行っていくよう指導

して参りたい。

震災復興や我が国の食と農林漁業の再生という重要課題の達成に向け、今後とも、

職員が一体となって対応していくことが必要であり、引き続きご尽力をお願いした

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７回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


