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平成24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24年（2012年）10月15日（月）16:00～16:51

２．場 所：統計部第３、４会議室（北別館１階 ドア№112）

３．出 席 者：

農林水産省 枝元 真徹 大臣官房秘書課長

同 塩川 白良 大臣官房地方課長

同 神山 修 大臣官房統計部管理課長

同 横山 紳 消費・安全局総務課長

同 浅川 京子 経営局総務課長

同 鳩山 正仁 農村振興局総務課長

同 髙野 浩文 農林水産技術会議事務局総務課長

同 橋本 次郎 水産庁漁政部漁政課長

同 小松 米夫 大臣官房秘書課人事調査官

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 渡邉 由一 調査交渉部長（非現業担当）

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

４．概 要

（小松秘書課人事調査官）

定刻になったので、平成24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）

本日は、全農林が７月に実施した職場点検に基づき各職場の課題や問題点をとり

まとめたことを踏まえ、人員配置や業務分担、既存業務の効率化など各職場の課題

につき、労使間で意見交換することとした。

全農林から提出されている「2012年度業務運営状況の点検表」に即し、有意義な

意見交換としたいので、ご協力をお願いする。

（小松秘書課人事調査官）

それでは、「2012年度業務運営状況の点検表」について意見交換を始める。まず、
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出席者を紹介する。

当局側として、枝元秘書課長、塩川地方課長、神山統計部管理課長、横山消費・

安全局総務課長、浅川経営局総務課長、鳩山農村振興局総務課長、髙野農林水産技

術会議事務局総務課長、橋本水産庁漁政部漁政課長、秘書課人事調査官の小松であ

る。

職員団体側として、柴山書記長、岡本財政局長、渡邉調査交渉部長（非現業担

当）、原子調査交渉部長（独法担当）、間組織教宣部長である。

それでは、柴山書記長より、「2012年度業務運営状況の点検表」についてご説明

いただく。

（柴山書記長）

2012年度は、引き続く厳しい定員事情の中で、新農政展開に向けた再編後の組織

を機能化させることに加え、食と農林漁業再生実現の基本方針を踏まえた事務・事

業の展開、震災からの本格的な復興・再生に向けた施策の推進が組織の 重要課題

であった。

このことから、３月13日の第７回労使間意見交換会において、大幅な定員削減が

実行される2012年４月の人員配置を踏まえ、円滑な業務運営を図るため人員配置や

業務分担、既存業務の効率化などについて意見交換を行った。その際、私からは、

「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

省として指導すること」を要請し、秘書課長からは、「計画的な業務運営を的確に

行っていくよう指導する」との見解が示されたところである。

しかし、私たちが７月に取り組んだ職場点検では、人員が減少する一方で、既存

業務の見直し以上に新規業務の増加や通常業務が細分化されるなどにより、何れの

職場も厳しい業務運営となっている。また、労使間意見交換会で確認した当局のマ

ネジメントやスタッフ制の機能などが十分に発揮していないことが明らかとなって

いる。

なお、今回提出した点検結果は多岐に亘っており、本来であれば業務ラインで解

決すべき課題も多いと思うが、これだけの課題が報告されてきた背景には、現場で

意見を出しても改善が図られず、その要因の一つとして、現場の意見が本省に反映

されているのか、前向きに検討されているのかなど、不信が強いからだと受け止め

ている。

職場点検結果に基づく課題については、７月に実施した夏季要求書提出交渉にお

いて、郡司農林水産大臣から「様々な課題が生じているのであれば、ざっくばらん

にお知らせいただき、できる限りお互いが納得できるような意見交換を行って参り

たい」との見解が示されている。このことを踏まえ、課題改善に向けてしっかり意

見交換を行い、組合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、具体的な課題については担当より何点か伺いたい。
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（渡邉調査交渉部長）

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。

組織再編から１年が経過したが、現場段階においては、広域化に伴う移動時間の

増加、新規業務や輻輳する通常業務への対応など、限られた人員配置の中での業務

運営に様々な課題が生じている。本省として、組織再編後の具体的な課題・問題点

を把握し、どう対策を講じているのか。

（塩川地方課長）

組織再編後の具体的な課題や問題点について検証を行うため、本年２月から６月

にかけて、農政局本局や地域センターを数か所訪問し、職員と意見交換を行ったと

ころである。

そこで得られた課題については、関係部局と共有し、農政局に対して必要な指導

を行っているところである。

（渡邉調査交渉部長）

職場における円滑な組織・業務運営のためには、当局によるマネジメントと職員

とのコミュニケーションを通じて課題の改善を図ることが重要である。しかし、職

場点検結果では、当局自ら課題・問題点の洗い出しや対応を進めるという姿勢に至

っていない、管理職に職員の意見を真摯に受け止める意識が欠如しているため、業

務運営や職場環境整備への対応のまずさが見受けられるなどの意見が多く報告され

ている。

このような中、本省として各管理職に求めるマネジメントとは、具体的にどのよ

うなものと認識し、どのような対策を講じているのか。

（塩川地方課長）

管理職に求めるマネジメントは、日頃から職員の業務実態を把握し、課・業務グ

ループ内で業務調整等を行うなど、責任を持って業務運営を行うことと考えている。

そのため、管理職は、業務量やスケジュール等を十分に踏まえ、職員の意見を聞

いた上で、特定の職員に過度な業務負担が生じないように業務計画を作成するほか、

業務計画に沿って適切に業務が行われているか進捗状況を確認し、必要に応じ、業

務計画を見直すなどのフォローアップを行うとともに、管理職に対し、会議や研修

を通じてマネジメント能力の向上を図っているところである。

（渡邉調査交渉部長）

業務調整や業務計画の見直しが不十分であることに加え、業務の専門性がより強

く求められる中で、スタッフ制が十分機能していないとの意見が多く報告されてい
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る。このような状況をどう認識し、どのような対策を講じているのか。

また、業務の平準化を図るというスタッフ制の目的を達成するため、職員の専門

的知見を向上させるため研修の充実を図るとしているが、職員は日々の業務対応に

追われており、専門的知見を習得するには限界がある。こうした現状の中で、本省

が求めるスタッフ制の具体的な考え方を示していただきたい。

（塩川地方課長）

農政局本局や地域センターを数か所訪問した際、スタッフ制に関する意見もあっ

たところである。

業務の専門性が求められる中で、スタッフ制の目的を達成するため、職員につい

ては、専門研修に参加させ、その職員から伝達研修を通じて専門的な知見を向上さ

せるとともに、管理職については、会議や研修を通じてマネジメント能力を向上さ

せてきているところであり、御指摘の点を踏まえ、必要に応じて業務調整を行うな

ど、職員が研修に参加しやすい環境整備に努めてまいりたい。

なお、スタッフ制については、限られた人員の中で、業務を効率的に進めるため、

一時期に業務が集中した際にグループで応援体制を組むなど機動的に対応すること

により、職員一人一人の業務の平準化を図ることが目的である。

（渡邉調査交渉部長）

スタッフ制の考え方が示されたところであるが、人員が減少する中で、どう機能

化させるかがポイントであるので、本省においてもしっかりと対応いただきたい。

職場点検結果では、職員の意見を十分に踏まえた業務計画が策定されておらず、

当局の業務内容の把握不足により、適正な業務運営が図られていないとの意見が報

告されている。当局は、各チームにおける新規業務や緊急業務など業務内容を適宜

把握し、チーム間の連携、業務の工程管理、進捗状況等の確認を行い、適正な業務

運営を行っていただきたい。

（塩川地方課長）

地域センターにおける現場管理者が責任を持って業務運営を行う観点から、引き

続き、管理職は、業務量やスケジュール等を十分に踏まえ、職員の意見を聞いた上

で、特定の職員に過度な業務負担が生じないように業務計画を作成するほか、業務

計画に沿って適切に業務が行われているか進捗状況を確認し、必要に応じ、業務計

画を見直すなどのフォローアップを行うとともに、管理職に対し、会議や研修を通

じてマネージメント能力の向上を図ってまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）
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各管理者が職員とのコミュニケーションをしっかり行い、職員の意見を業務運営

に反映するよう、本省としての指導・徹底を重ねて要請する。

（塩川地方課長）

管理職に対して、引き続き、職員とのコミュニケーションをしっかり行うよう指

導・徹底を図ってまいりたい。

なお、職場のコミュニケーションは、管理職の意識のみならず、管理職以外の職

員の意識も重要であることから、双方向のコミュニケーションが図られるよう努め

てまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

職場点検結果では、米穀流通監視業務や戸別所得補償業務、統計業務をはじめ、

業務量に応じた人員配置となっていないとの意見が多く報告されている。当局とし

て業務状況と人員配置を検証し、業務に支障が生じないよう対策を講じているのか。

また、東京地域センターの表示・規格チームや地方農政局業務課など大人数職場

においては、管理職の配置が少なく、支所においては、管理職が配置されていない

ことにより、業務運営や勤務管理等に支障が生じているとの意見が報告されている

が、どのような対策を講じているのか。

（塩川地方課長）

地域センターの人員については、限られた人員の中で業務量に応じて配置し、業

務の実施状況や今後の業務量の見通しを把握していく中で、新たな業務が発生する

場合には、必要に応じて見直しを行ってきているところである。

また、特に人員規模の大きい東京及び大阪の表示・規格チームについては、平成

24年10月１日から一部の職員の業務管理等を消費・安全担当の総括管理官にも担わ

せることとしたところである。支所については、管理職員等に当たる農政情報調整

官を配置するとともに、定期的に所属の農政局や地域センターの管理職が支所に出

向いて対応しているところである。

（渡邉調査交渉部長）

「新たな業務が発生する場合には、必要に応じて見直しを行ってきているところ

である」との見解が示されたが、具体的にどのような見直しを行ってきたのか。

（塩川地方課長）

例えば、平成25年度においては、食と農林漁業の再生の実現に向けた新たな政策
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課題への的確な対応及び東日本大震災対策を進める上で必要となった施策の実施の

ために必要な人員配置の見直しを要求しているところである。

（渡邉調査交渉部長）

この間の労使間意見交換会において、人員配置の検討にあたっては、「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、職場の業務状況

を十分に把握した上で行うこと」を要請し、地方課長からは、「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する」との見解が示されたところである。

しかし、４月以降、差し引き人数が多いとされる県においては、差し引き人数の

解消が至上命題とされ、五月雨的な人事異動が行われ、そのような中で超過勤務を

行わないと業務が進まない状況が報告されている。このことは、前述した労使間意

見交換会における確認事項と相反することであり問題である。既存業務の見直しが

進まず、スタッフ制が十分に機能していない中で、新規業務等に対応している職場

の状況を踏まえれば、年度途中の人事異動はこれ以上行うべきでないと考える。

また、10月の人事異動に伴い人員減となる地域センターにおいては、業務運営に

支障を生じさせないため、どのような対策を講じているのか。

（塩川地方課長）

人事異動は、業務上の必要性から適時行っていくものであり、その際には、引き

続き、職場の業務の状況を把握するとともに、本人への意向確認を丁寧に行ってま

いりたい。

なお、10月の人事異動に伴い、業務運営に支障が生じないよう、管理職が職場の

業務状況を把握した上で、職員の意見を聞きながら、業務の効率化や見直しを進め

て行くこととなる。

（渡邉調査交渉部長）

現場では、メールによる緊急的な報告が多く、通常業務を圧迫している、本省・

局からの直接の問い合わせに苦慮している、などの意見が報告されている。特にメ

ールによる業務指示については、本省からのメールを転送するだけの対応が見受け

られるとともに、業務指示の範疇を超えた担当者への叱責ともとれる内容もあり、

現場担当者の意欲を削ぐものとなっているとの実態が報告されている。

メールによる業務指示は、個人間でのやりとりに終始することから、指示・命令

系統に影響を及ぼすとともに超過勤務の増加にもつながっていると考えるが、本省

として、この状況をどう認識し、どのように対策を講じるのか。



- 7 -

平成24年度 第２回労使間意見交換会

（塩川地方課長）

指示命令系統は、本省から本局、地域センター、支所という流れが基本ではある

が、例えば、戸別所得補償に係るデータの詳細の確認では、一部の地域センターの

みが対象となることから、必ずしもこの流れに依らない場合があり得るところであ

る。

ただし、そのような場合でも、関係者間で情報の共有を図り、業務が輻輳しない

ように本省各部局に注意喚起してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

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、この間の労使間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。しかし、現場では先程も申し上

げたとおり、新規業務や業務の輻輳などにより業務量は増大している現状にある。

職場点検結果を踏まえ、特に課題が多い米穀流通監視業務、戸別所得補償制度業

務、統計業務、総務業務について何点か伺いたい。

まずは、米穀流通監視業務についてである。

職場点検結果では、米トレーサビリティの制度周知は大企業レベルでは周知され

ているものの、中小個人事業者や飲食店などについては、巡回調査時に確認書を手

交する場合がかなり多く、周知徹底されているとは言い難い現状となっている。特

に、被災地においては、官民が一体となって復旧・復興に向け全力を挙げている状

況にあり、再度啓発が必要な実態にあると報告されているが、このような現状をど

う認識しているのか。また、今後の周知方法についてどのように考えているのか。

（横山消費・安全局総務課長）

米トレサ法については、平成21年４月の公布から平成23年７月の全面的施行まで

の間、地方農政局等が中心となって、各地域の実情を踏まえつつ、説明会の開催や

パンフレットの配布などによる普及啓発を実施してきたところである。具体的には、

国が関与した説明会が約600回、地方に配布したパンフレット等が延べ約500万部と

なっているほか、都道府県独自の取組も多数行われており、出来得る限りの周知徹

底に務めてきたと考えている。

その結果として、これまでに全国で巡回立入検査を実施した総数に比べた違反数

の割合はごく僅かであり、これまでの周知・普及活動の効果の現れであると認識し

ている。

他方で、特に被災地においては、復旧・復興への取組が進められている状況にあ

ることに鑑み、その進捗等も視野に入れつつ、今後の周知普及方法について検討し

たいと考えている。
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（渡邉調査交渉部長）

「できる限りの周知徹底に務めてきた」との考え方が示されたが、現場段階では、

県団体を持たない外食事業者や個人業者、飲食店など地方の小規模事業者まで周知

徹底されていないとの意見が多く出されており、本省と現場段階で現状認識が大き

く乖離している状況にある。

周知が不十分な小規模事業者に対して、巡回調査時にその場で確認書を手交する

ことは、職場点検結果のとおり問題があるのではないか。十分に現場の意見を踏ま

えて対応していただきたい。

（横山消費・安全局総務課長）

既に米トレーサビリティ法が施行されている現状では、巡回調査時に法令違反を

見つけた場合、確認書を手交して事実関係をきちんと整理しておく必要があると考

えている。事後的に違反者が違反行為を翻したりするトラブルから職員を守ること

にも繋がると思う。ただし、県団体を持たない外食事業者や個人業者、飲食店など

地方の小規模事業者への周知の徹底は重要と認識しており、更なる周知のあり方に

ついては、巡回調査の結果や違反の状況等も踏まえ、よく検討してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

職場点検結果では、米トレーサビリティ法にかかる巡回立入検査の配分根拠が示

されない中で数の消化だけ求められている、他部門からの応援により対応している

が、目標を達成するのは困難な状況にある、本省は「配分数を必ず達成せよ」との

指示を出すばかりで、立入検査を行う現場担当者の精神的負担もかなり大きくなっ

ているとの意見が報告されているが、実施方針や配分数はどのようになっているの

か。

（横山消費・安全局総務課長）

米トレーサビリティ法に係る巡回立入検査については、同法の対象事業者が相当

数存在している中で、全国的に統一的な業務実施が図られるようにするため、本年

４月の流通監視課長会議で実施方針や配分数を通知している。具体的には、本業務

に配置された人員及び年間検査予定日数を基に算定している。

他方、食糧法等の立入検査について、平成23年度では特定の分野において悉皆検

査としていたが、戸別所得補償制度の効果もあって用途限定米穀に取り組む生産者

等が増加したため、一部の地域センター等において、食糧法等の立入検査が今年度

の上半期まで持ち越され、応援態勢を組んでもなお厳しい実情があることは認識し

ている。

これらの事情を踏まえ、本年度は、食糧法や農産物検査法の立入検査が過大とな

らないよう悉皆検査から重点的に対応すべき分野を限定する方法に見直したり、調
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査項目を絞り込んだりしたところであるが、その効果が発現するのは下半期以降に

なると考えている。

配分された検査の実施状況については、疑義案件の発生等様々な要因による事情

も考慮する必要があるが、特定のセンターで過剰な負担となっている状況がないか、

引き続き注視するとともに、必要に応じて地方農政局等に対し必要な指導・助言を

行い、現場担当者に負担が偏らないよう配慮してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

米トレーサビリティ法の配分数については、本年４月の流通監視課長会議におい

て通知され、「具体的には、本業務に配置された人員及び年間検査予定日数を基に

算定した」としているが、現場では、応援体制を組んでも厳しい状況にある。これ

は、今後も達成状況を厳しく管理していくということなのか。

（横山消費・安全局総務課長）

達成状況については、震災対応や個別の疑義案件への対応など、緊急性・重要性

の高い他業務の取組状況なども含め現場の実情との整合性に配慮し、総合的に判断

したいと考えている。

（渡邉調査交渉部長）

米トレーサビリティ業務を効果的・効率的に行うため、外食業者に対する巡回立

入検査は 低限にとどめ、流通・製造業者に集中すべきとの意見があるが、どのよ

うに考えているのか。

（横山消費・安全局総務課長）

米トレーサビリティ法に定められた消費者に対する産地情報伝達の遵守状況を確

認するためには、直接消費者に米穀等を販売、提供している事業者に対して確認を

行うことが必要と考えており、制度の定着や違反状況等を総合的に勘案し、どのよ

うな事業者を対象とすべきか、そのバランスも含めて検討しているところである。

（渡邉調査交渉部長）

次に、農業者戸別所得補償制度についてである。

職場点検結果では、本年から導入された「人・農地プラン」に関する施策の周知

のために、現場での各種説明会への出席回数は前年よりも増えている。加えて、立

入検査や新規就農対策など新規業務への対応が求められ、業務の軽減が図られるど

ころか地域センターの業務は増大していると報告されている。このような状況をど



- 10 -

平成24年度 第２回労使間意見交換会

う認識しているのか。

また、新たに立入検査を実施することにより、どの程度業務量が増加しているの

か。これらに対応するため、センター内での体制整備を行っているのか。

さらに、本省から地域センターに対し、人・農地プラン作成の強力な推進が求め

られる一方で、推進活動には制度の知識が必要であり、戸別所得補償業務担当者に

限定される現状となっているが、特定の者に負担を生じさせないようどのような対

策を講じているのか。

（浅川経営局総務課長）

各地域センターにおいては、昨年度と比べ、「人・農地プラン」に関する施策の

周知や自治体への働きかけ及び市町村ごとの取組状況の定期的な把握等を行ってい

る。また、戸別所得補償制度の立入調査について、24年度の計画で約3,000の対象

者について調査予定としており、これらに係る業務量の増加が各地域センターから

のご意見につながっているものと認識している。

しかしながら、人と農地の問題などについては、今やらないと日本の農業そのも

のが危機的状況に陥る、正に正念場にあるということも事実であり、その役割は、

我々自身施策の推進を行っていかなければならない状況である。

このため、本省においては、必要な人員要求を行うほか、必要に応じて臨時職員

雇用のための予算確保などに努めているが、各地域センター等においても、職員の

声を十分踏まえて、効率的な仕事の進め方、役割分担などにより、特定の職員に負

担がかからない体制作りや業務運営に努めていきたい。

（渡邉調査交渉部長）

指示命令系統、業務の輻輳化について、職場点検結果では、要領にない報告業務

が多く、取りまとめも短期間であり、局からの突発的な調査や報告業務が増加して

いる、本省及び局からはメールにより作業依頼や報告を求められる状況にあり、業

務量が増加していると報告されている。この現状をどう認識し、どのように改善を

講じるのか。

（浅川経営局総務課長）

戸別所得補償制度については、国民の関心も高く、様々な場面で本施策の説明を

行う必要がある。

このため、適正な応答を行うためには、各地域の状況を把握する必要があり、基

本は局を通じて作業依頼等を行うこととしているが、時としてデータの詳細部分の

確認では、直接地域センターに対し、急な報告を求める場面が生じている。

このような場合においては、日頃からの関係者間での情報の共有と関係部局間の

連携が重要となるので、各地域センター等においては、各地域協議会等との日常的
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な連絡・意見交換を密にし、迅速な対応が可能な体制づくりに努めることとしたい。

（渡邉調査交渉部長）

次に、統計業務についてである。

職場点検結果では、業務の効率化の前提となる郵送調査について、求められる調

査結果の精度や審査内容・理由づけ等は全く変わっていないため、補完業務が増加

し必ずしも効率化に繋がっていない、郵送調査に伴い、客体とのコミュニケーショ

ンが十分に図られず、継続的な調査の維持が課題となっている、などの意見が多く

報告されている。本省では、郵送調査に移行したことにより、実効ある効率化が図

られていると考えているのか。また、移行に伴い発生したこれらの課題や問題点に

ついて早期に解決するため、どのような対策を講じているのか。

（神山統計部管理課長）

郵送調査については、現在、一部郵送調査を含めて22本の調査に導入されている。

郵送調査は、総人件費改革等により職員が減少する中で、従来の職員調査に替え

て一定の精度を維持しつつ調査の効率化を図るために導入しているものである。

そのような中、農業経営統計調査など調査を取りまとめる上で不可欠な情報の欠

落や内容確認が重要なものについて職員に補完を求めているものであり、調査によ

りその必要度合いは異なっている。

このため、指摘の課題や問題点については、調査毎に解決の検討が必要であり、

地方組織から出される調査改善意見も参考に検討していくこととしている。

また、現在、郵送調査で標本数が も多い「新規就農者調査」について実態把握

を行っており、その結果に基づき、今後、調査票の改善等の検討を行うこととして

いる。

なお、農業経営統計調査の郵送調査の拡大に伴う補完聞き取り事項が増加してい

ることについては、調査農家の高齢化の進展、地域における多様な農業経営等に起

因して、実態把握が困難になっているという状況がベースにあると考えているが、

地方組織や地方農政局経営・構造統計課長等会議の意見を踏まえ、年内に、郵送化

に係る課題の検証と今後のあり方の検討を進めることとしている。

（渡邉調査交渉部長）

総人件費改革による地方統計職員の半減、センター化による管轄の広域化に伴う

調査対象（標本数）と出張時間の増加、複数の調査が一時期に集中することにより、

職員の負担は限界にきている。

こうした中、６次産業化調査やメッシュ調査、畦畔実測調査、被災地における被

災地農業経営体定点調査など大型の新規調査が導入され業務量が増大しているとの

意見が報告されている。本省統計部として、この状況をどう認識し、どのような対
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策を講じるのか。

（神山統計部管理課長）

本年度は「６次産業化調査」、「メッシュ標本調査」、「面積調査に係るけい畔

面積実測」など大規模な新規業務に加え、東日本大震災被災県では復興関係調査と

して「被災及び経営再開状況の把握」、「被災農地の復旧状況の把握」、「市町村

別統計(農業産出額)の作成」、「被災農業経営体、漁業経営体の経営復興状況定点

調査」を実施しており、通常年に比べ厳しい状況にあると認識している。加えて、

年度当初に予定のなかった「「23年度６次産業化調査」の補完調査」を実施せざる

を得ない状況となった。

年度途中に必要となる補完業務や大規模な新規業務の実施に当たっては、できる

限り業務量を抑制するとともに平準化が図られるよう、調査対象数や報告期日の調

整に努めているところである。

統計は農政推進のための情報インフラであり、これらの調査はこの役割を果たす

ために必要不可欠なものであるので、今後とも農政局、地域センター等に対して業

務実施の背景や必要性を十分伝達し、職員の理解促進に努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

業務の効率化のために民間業者へ委託された「農業・農村の６次産業化総合調

査」は、不十分な調査内容しか得られず、再度現場段階で調査内容の精査・補完を

行うこととなり混乱を招いた。今後、同様の事案が発生しないよう、どのような対

策を講じているのか。

（神山統計部管理課長）

平成23年度６次産業化総合調査については、統計部の新たな柱の調査として、民

間委託による往復郵送調査の方法により実施したが、調査票の枚数が多く記載の難

易度も高かったことから疑義照会が多発するなど、調査の実施から調査結果の取り

まとめまでの間に課題が生じ、必要な結果が得られなかった。このため、本省・地

方組織による督促、疑義照会等が必要となり、全体の業務運営に支障を生じること

となった。

こうしたことを繰り返さないため、調査の企画・設計、民間業者との契約、指導、

進行管理等の各段階の対応経過について検証を行い、まず、民間委託に適した内容

の調査であるか見極めるとともに、調査の民間委託を行う場合であっても、一般競

争入札、総合評価落札方式といった選定方法の基準等について明確化を図るなど、

今後の調査の実施に活かしていくこととしている。
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（渡邉調査交渉部長）

次に、総務業務についてである。

内部管理業務人員は、職員規模に応じた配置を行ったとしているが、業務の合理

化・効率化が進まず慢性的な超過勤務の職場がある、との意見が報告されている。

また、農政局において「物品の一括購入」や「役務契約の一本化」等が行われてい

るが、従来からの契約に係るものに限定されており、地域センターで行う契約事務

は軽減されていない状況にある。この現状をどう認識し、どのように対策を講じる

のか。

（塩川地方課長）

地域センターにおける内部管理業務については、「物品の一括購入」や「役務契

約の一本化」等を進めるほか、担当者会議等の開催により、職員の資質や習熟度の

向上に取り組んだり、会計機関や共済組合の所属所に指定されている県庁所在地セ

ンターには、会計事務等の経験者の配置を進めることにより、業務の合理化・効率

化を進め、超過勤務の縮減を図ってまいりたい。

なお、地域センターで行う契約事務は、従来からのものが中心であるが、これ以

外についても、一括契約の対象範囲を広げることにより業務量の削減を図ってまい

りたい。

（渡邉調査交渉部長）

10月から本格実施された人給システムについては、問題が生じないよう引き続き

の対応を要請する。

２点目は、国営土地改良事業所における課題についてである。

国営土地改良事業所はいずれの職場においても、人員不足が 大の課題となって

いるが、円滑な事業実施及び職員への過度な負担が生じないよう、どのような対策

を講じているのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

国営土地改良事業所の定員については、従来から、各農政局別の事業費、欠員状

況等を基に、局別に定員を配分し、各局において、その配分された定員の範囲内で、

事業所毎の業務量や事業執行計画に基づき、必要な要員を配置しているところであ

る。

平成25年度に向けては、厳しい定員事情の中ではあるが、各事業所の業務運営に

支障が生じないよう、必要な体制を整備するための組織・定員要求を行っていると

ころである。

また、業務運営に当たっては、一部の職員に過度の負担が生じないよう、業務の

平準化、簡素・効率化などに取り組んでいるが、引き続き十分留意してまいりたい。
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（渡邉調査交渉部長）

東北農政局管内事業所においては、直轄災害復旧事業の関係から欠員が生じてい

る状況と報告されているが、どのような対策を講じているのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

東北農政局管内において欠員が生じていることは承知しているが、震災復興の重

要性・緊急性に鑑み、全国的に定員事情が厳しい中、多数の人員を他の農政局等か

ら仙台東土地改良事業所等に配置するなど、全国の事業所等で負担を分かち合いな

がら東北農政局管内事業所の要員確保を行っていることをご理解賜りたい。

また、欠員により業務運営に支障が生じないよう、業務の平準化、簡素・効率化

などに引き続き留意してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

事業完了に伴う閉鎖事業所においては、業務量が増大している状況にあると報告

されているが、円滑な事業所閉鎖に向け、どのような対策を講じているのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

閉鎖事業所においては、閉鎖までに全ての業務を終わらせる必要があるため、各

農政局で閉鎖事業所の完了年度の事業量等を勘案し、必要な要員を確保していると

ころであり、引き続き円滑な事業所の閉鎖が行えるよう努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

被災地支援業務については、引き続き派遣先の期間及び業務内容について職員に

対して丁寧に説明し、当該職員の生活環境等十分配慮するとともに、派遣元の業務

運営にも万全を期すよう要請する。

（鳩山農村振興局総務課長）

派遣に当たっては、被災県等からの要請に応じた対応を基本としつつ、国職員に

ついては、派遣元の事業所等の既存業務に影響を及ぼさないよう、１ヶ月を基本と

した交替制により対応することとし、事業所毎の業務量及び業務内容に応じた派遣

となるよう調整を行っているところである。

また、被災地へ派遣される職員に対しては、これまでも支援先、期間及び業務内

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
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業環境や宿泊施設等の生活環境にも配慮してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

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

るよう要請する。

（鳩山農村振興局総務課長）

諫早湾干拓の排水門の開門に向けた対応については、長崎県をはじめとする関係

者の方々のご理解とご協力が得られるよう、誠意をもって取り組んでいるところで

あるが、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、

業務に従事する職員の労働環境についても十分配慮してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

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。

この間の労使間意見交換会では、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、職場点検結果では、応援が特定の者に偏るなどの課題が報告されている。

このような状況をどう認識し、対策を講じるのか。

（横山消費・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まいりたい。

また、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、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、十分に配慮してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

植防の１人庁においては、近隣の本所・支所・出張所からの応援体制により対応

可能としているが、職場点検結果では不測の事態への対応などリスク管理上の問題

への懸念が多く報告されている。引き続き、１人庁の解消に向けた対応を要請する。

また、今後の１人庁のあり方、方向性についてどのように考えているのか。
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（横山消費・安全局総務課長）

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人庁の出張所が生じている。

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

疫体制の確保に努めてまいりたい。

また、人員配置に際しては、１人庁が極力生じないように見直しを行っていると

ころであるが、業務量の減少等により生じることはやむを得ないと考えており、そ

の際には必要な応援体制を取って対応してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

動物検疫所成田支所では、４月以降、検疫事務の補助を行っていた非常勤職員が

２名減となり、業務負担が増大していると報告されている。欠員補充や人員増が困

難な中で、円滑な検疫業務を行うためどのような対策を講じるのか。

（横山消費・安全局総務課長）

非常勤職員の雇用については、定員外職員の常勤化を防止する観点から、原則、

行わないこととされており、業務の緊急性や必要性を勘案し、動物検疫所全体とし

て見直しを図ったところである。

業務の実施にあたっては、一層の業務の効率的な実施を図るとともに、必要に応

じ所全体の応援体制を構築するなど適切に対処してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

次に農林水産政策研究所の課題についてである。

政策研究所においては、これまでの定員削減が行政職で行われ、現在では係員１

名の配置となっている。今後の内部管理業務をどのように考えているのか。

（小松秘書課人事調査官）

国家公務員の定員削減計画は政府として実施されているものであり、政策研究所

としても非常に厳しい定員事情ではあるが、この削減はやむを得ないものとして受

け入れたところである。

具体的に政策研究所のどの部署で定員削減を行うかについては、当時の行政事情、

例えば戸別所得補償制度、６次産業化等重要な政策課題に対して所を上げて対応で
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きる体制となるよう検討した結果、事務系の部署において、職員の協力を得て、定

員削減を実施したものである。

今後とも、所内の全職員が一致協力をしながら進められるような職場環境作りを

進めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

次に動物医薬品検査所の課題についてである。

動物医薬品検査所の新規採用者に対し、本省への併任が発令されているが、同所

における業務運営に支障は生じていないのか。

（横山消費・安全局総務課長）

動物医薬品検査所の業務運営にあたっては、業務量に見合った適正な人員配置、

必要に応じた応援体制の構築等を行いながら、円滑な業務運営に努めている。

新規採用者の取扱いについては、全体の採用枠や本省の定員事情が厳しい中、業

務の関連性からこのような併任発令を行ったところである。

（渡邉調査交渉部長）

次に、農林水産技術会議事務局筑波事務所における課題についてである。

農林水産技術会議事務局筑波事務所においては、未だに欠員が補充されず超過勤

務が常態化していると報告されているが、どのような対策を講じているのか。

（髙野農林水産技術会議事務局総務課長）

ご指摘の筑波事務所情報システム課システム係長ポストについては、本年４月に

欠員となったが、10月１日付けで補充を行ったところである。

なお、筑波事務所においてはシステム関係の仕様書作成業務による超過勤務が一

時的に増加したところであるが、当該業務は７月に終了しており、その後の超過勤

務は減少している。

今後とも特定の職員に業務が偏ることのないよう、適切に対処してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

次に、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、船舶運航及び取締業務をこなす航海士に対する負担は

過大なものとなっており、安全運航を確保するため船舶予備員を配乗させる必要性

が報告されているが、どのように考えているのか。
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（橋本水産庁漁政部漁政課長）

船舶予備員は、病気などにより欠員が生じた場合の交代要員として位置づけられ

ているものであるが、近年の厳しい定員削減の中、船舶の安全運航の確保と適切な

業務の実施のため、必要な場合にあっては可能な限り漁業調整事務所所属の漁業取

締船への配乗も行っているところであり、今後も引き続き対応してまいりたい。

なお、漁業調整事務所所属の漁業取締船の一等航海士については、甲板部の責任

者としての職務と取締業務の中心者としての職務を兼ねており、船舶の安全運航の

確保と取締体制の強化のため、毎年、航海士の組織定員要求を行っている。新規要

求は大変厳しい状況にあるが、今後も引き続き努力してまいりたい。

（柴山書記長）

それぞれの課題について説明いただいたが、各職場においては、業務と人員のミ

スマッチが続いていることから、課題・問題点は山積し業務運営が限界にきている

と言わざるを得ない状況にある。

限られた人員で円滑な業務運営を行っていくためには、当局のマネジメントと職

員とのコミュニケーションの充実と上局への意見反映が必要である。しかし、現場

実態は必ずしもそのような状況にはなっていない。本省においては、現場管理者が

職員の意見を十分に踏まえて改善を図るよう指導・徹底を重ねて要請する。

後に、組合員は厳しい定員事情の中にあっても、食の安心・安全、農林水産業

の活性化に向け、中央・地方一体となった農政展開と事務・事業の遂行を通じて震

災からの復興・再生に寄与すべく各職場で懸命に働いている。

今回の職場点検結果では、現場で改善をはかる課題も多く出されていることから、

地方農政局・北海道農政事務所・国営土地改良事業所においては、中央本部が作成

した要請書を地本・分会から関係当局に対し提出するので、今申し上げたことを踏

まえ現場の意見を真摯に受け止め誠意を持って対応していただきたい。なお、地方

本部が要請書を提出する際には、関係分会代表者が同席するので、現場の意見をし

っかり受け止め、局段階で改善を図っていただきたい。また、植物防疫所・動物検

疫所においては、11月に対策会議を開催し関係当局に要請書を提出するので課題の

改善を図っていただきたい。

なお、職場段階で課題が生じた場合は、引き続き地本・分会が申し入れを行うの

で誠意を持って対応するよう要請する。

（枝元秘書課長）

本日は、全農林から提出された「2012年度業務運営状況の点検表」について意見

交換していただいた。

「日本再生戦略」の３大プロジェクトとして「農林漁業」「グリーン」が掲げら

れるなど、当省に求められる行政需要が非常に大きい一方で、定員削減など行政改
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革にも応えていくため、当省職員の努力が切実に伝わってきたと考えている。本日

の議論を真摯に受け止め、今後とも、省内情報を積極的に共有し、明るく風通しの

良い職場となるよう、労使間の意見交換に努めていきたい。

（小松秘書課人事調査官）

以上をもって、平成24年度第２回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


