
- 1 -

平成27年度第１回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成27年８月25日（火）13:28～14:33（65分）

２ 会 場：農村振興局第２会議室（本館地下１階 ドア№050）

３ 出席者：

農林水産省 横 山 紳 大臣官房秘書課長

同 橋 本 次 郎 大臣官房地方課長

同 津 垣 修 一 統計部管理課長

同 小 川 良 介 消費・安全局総務課長

同 平 形 雄 策 経営局経営政策課長

同 山 口 潤一郎 文書課調査官

同 半 田 五 太 大臣官房秘書課人事調査官

同 清 水 多嘉男 食料産業局総務課管理官

同 河 嶋 正 敏 生産局総務課課長補佐（総括）

同 山 田 裕 典 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

（山田秘書課調査官）

只今より、平成27年度第１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「組織再編に伴う10月以降の業務運営」を議題として意見交換したいと考え

ている。

昨年から組織再編については、意見交換を重ねてきたところである。10月1日の組

織再編まであと僅かとなったが、職員が共通認識の下で新たな業務を遂行できるよう

意見交換をしたいと考えている。限られた時間であるが、有意義なものとしたいので、

ご協力をお願いする。

（山田秘書課調査官）

本日の資料は、お手元に配布してあるとおりである。

なお、資料の労使間意見交換会終了後の取扱いについては、「機密性２」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、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
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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、横山秘

書課長、橋本地方課長、津垣統計部管理課長、小川消費・安全局総務課長、平形経営

局経営政策課長、山口文書課調査官、半田秘書課人事調査官、清水食料産業局総務課

管理官、河嶋生産局総務課課長補佐(総括)、それに秘書課調査官の山田である。

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

部長である。

それでは、資料に基づき組織再編後の地方農政局等の業務運営について、橋本地方

課長から説明いただく。

（橋本地方課長）

資料１は、支局の体制を示したものである。支局は「地方参事官室」と「個別業務

チーム」から構成され、地方参事官室には、総括・管理担当と地区担当を置くことと

している。各地区担当の中で、各政策課題担当を定め、その責任者が地方農政局本局

各部と連携・調整を図ることとしている。

職員に新たな業務を理解してもらうため、現場と農政を結ぶ業務の基本的な進め方

を取りまとめたマニュアルを作成し、７月末及び８月上旬と２回に渡り、地域センタ

ー長等に対して研修を実施するとともに、本省・各地方農政局等の職員に対しては職

員掲示板に掲載し周知したところである。

資料２は、組織再編後の職名、配置の考え方であるが、新たな「支局」は、地域セ

ンターと異なり農林水産省設置法等に基づく分掌機関ではなく、職員が現場で対応す

べき業務を行うための県域等単位で職員が駐在する体制となる。

そのため、組織上は、①地方参事官は地方農政局に直付き、②地方参事官室職員

（農政推進官等）は企画調整室付き、③支局の個別業務を行う職員（広域監視官等）

は各部付きの職員となる。

これら職員が駐在発令を受け、各県庁所在地等に駐在し、職務命令に基づき、業務

を行うこととなる。

資料３は、地方参事官室の業務計画の作成イメージを示したものである。現場と農

政を結ぶ業務において、基本的には、予算編成等のサイクルに連動して、４月から８

月までは現行事業・制度等への取組状況の把握、フォローアップ等、９月から12月ま

では次年度予算概算要求の内容についての情報提供等、１月から３月までは次年度予

算概算決定の内容についての情報提供等を行うこととしている。また、個別の政策ご

との年間サイクルや具体的な対応方向等を踏まえ、個々の業務について地方参事官室

の業務計画を作成することとしており、業務計画の内容については、丁寧に説明し、

職員とコミュニケーションを図り、職員の理解を深めるとともに、職員からの意見を

業務計画にできるだけ反映するように努める旨依頼したところである。

資料４は、組織再編後の地方農政局等の所在地、電話番号等を整理したものである。

現在、地域センターについて、農水省ＨＰに所在地、電話番号の一覧を掲載してい

るが、同様に支局、駐在所の一覧を掲載する予定である。
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資料５は、職務命令等において必要な地区名と業務対象区域を整理したものである。

本資料については大臣官房地方課長通知などの公文書に位置づけることを検討してい

る。

資料６は、総務関係業務の集約について整理したものである。

人事関係事務については、任命権を大臣に一元化し、人事・給与の決定や人事異動

通知書等の発令事務を地方農政局等から本省秘書課に集約するとともに、通勤手当な

どの諸手当認定事務を地方農政局の本局等で一括して行うことにより、事務の効率化

を図ることとしている。また、経理関係事務についても、旅費の審査・支払いを本省

予算課等に集約するとともに、地域センターの会計機関を廃止し、契約・支払いを地

方農政局の本局等で行うなどにより、支局における経理事務の大幅な軽減と効率化を

図ることとしている。

なお、職員が勤務することにより必然的に現地で行わなければならない、勤務時間

管理、健康管理、庁舎管理、物品管理等の必要最小限の事務については、支局の地方

参事官室で行うこととしている。

（柴山書記長）

今ほど、支局の体制や地方参事官室の業務計画イメージなどが示されたところであ

るが、今後、各業務が繁忙・輻輳するとともに、新たに設置される地方参事官室の体

制整備と業務運営など、10月１日から新たな組織体制の整備に対応していくこととな

る。

衆参農林水産委員会における設置法改正案に対する附帯決議では「統計調査・食品

表示監視等の個別執行業務の外部化・合理化に当たっては、そのレベルの維持向上を

旨として実施するとともに、特に、統計調査については政策構築の基礎データの提供

という役割の重要性に鑑み、精度の低下を招くことのないよう、専門性の継続に十分

留意すること」とされている。これらは、国会審議の場においても、当局の提案する

外部化や合理化などを柱とする業務見直しの方向性を危惧する論議を踏まえたものと

受け止めている。これまで継続されてきた過酷な定員削減に歯止めをかけ、安定した

職場を確立し農政推進に的確に対応する新たな組織を円滑に運営するためには、農林

水産省当局として戦略をもって定員を確保し、地方参事官室をはじめとする支局に新

規採用者を配置することが極めて重要である。

組織再編まで約１ヶ月となったなかで、残された課題を克服しつつ、これまで以上

に国民の負託に応える組織へ円滑に移行するためには、再編に向けての具体的な計画

を職員全体で共有し、実行していくことが重要であり、職員との十分な意思疎通が不

可欠である。

本日の内容について、各級段階において早急かつ丁寧に説明し、職員全体が一体と

なって組織の再編に対応できる体制をつくり上げて頂きたい。

私からは以上を申し上げ、説明のあった内容を含め担当より何点か伺い、意見交換

させて頂きたい。

（渡邉調査交渉部長）

まずは、支局（地方参事官室）の体制である。
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私たちは、円滑な新組織への移行と業務運営を図るため、新たな業務となる地方参

事官業務の具体的な内容を早期に示すよう求めてきた。こうしたなか、８月上旬に

「現場と農政を結ぶマニュアル（未定稿）」が示され、職員掲示板に掲載されたとこ

ろであるが、現場からは未定稿とはいえ、新たな組織の重要な業務マニュアルが説明

されないことや職員の意見を反映できないことに不満が出されている。

今回の労使間意見交換会に向けて、中央本部として意見集約を行い課題を整理した

集約表を別途提出するので、マニュアルの策定や補足説明資料に反映するよう求める。

また、９月以降に業務計画案をとりまとめる段階で、業務に関係する職員に対して

丁寧に説明するとともに、職員の意見を十分に反映するよう要請する。

（橋本地方課長）

７月28日に各地方農政局等に対して行った10月以降の業務計画の見直し指示におい

て、①業務計画の内容について、職員とのコミュニケーションを図り、職員の理解を

深めるとともに、職員からの意見を業務計画にできるだけ反映するように努めること、

②10月１日は組織再編に伴う人事異動が予定されることから、業務計画は見直し後速

やかに全職員に周知すること等を指示している。

また、人事異動の内示後、速やかに、地方参事官室に配置する職員及び受講を希望

する職員に対し、業務マニュアル等の職場研修を実施することとしている。これらに

より、関係する職員に対し説明し、職員の意見を業務計画等に反映させるように努め

ていく考えである。

（渡邉調査交渉部長）

地方参事官やそのスタッフの具体的な役割として、「県や農業団体等と定期的に情

報交換し、地域が抱える課題等を把握するとともに、その解決に向けて関係機関の役

割分担を調整する」としているが、関係機関の役割分担を調整するとは具体的にどの

ようなことをするのか。

（橋本地方課長）

市町村へ説明に行く際には、市町村が県・農業団体・国に対し、どこに何を相談す

るべきなのか迷うことのないように、事前に県や農業団体等と相談し、県・農業団体

・国がそれぞれどういった役割を持って市町村へ接するのか、調整することとしてい

る。

（渡邉調査交渉部長）

現場と農政を結ぶ業務を強化するためには、従来の業務のやり方にとらわれず、潜

在ニーズを掘り起こし、個々の関係機関や生産者等に見合った提案ができるかが重要

となる。そのため、地方参事官及びスタッフには地元の実情に明るい者や専門的な知

識を有する者など幅広い人材の確保が求められると考えるが、人員配置をどのように

考えているのか。

また、幅広い農政・企画知識が求められる人材育成が重要となることから、立ち上

げ時の研修は勿論のこと、定期的な研修及び担当者間の意見交換の場が必要不可欠と

考える。人材育成の具体的な方針をどのように考えているのか。
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（橋本地方課長）

地方参事官室への人員配置に当たっては、地方参事官室に求められている現場と農

政を結ぶ業務などが円滑に推進できるよう、農政推進業務、消費・安全業務などの経

験者をバランスよく配置、また、現行の地域センター業務の継続性や当該地域の実情

を熟知している者を適材適所に配置する考えである。

また、先程も申し上げたが、７月下旬及び８月上旬に、本省において地方参事官室

配置予定の管理職を対象にした政策相談窓口対応能力養成研修を実施したところであ

るが、９月に農政局・地域センターにおいても、一般職員を対象にした研修を実施す

ることとしており、意見交換を通して理解を深めることが必要と考えている。

次年度以降も、引き続きこのような研修は必要と考えており、関係職員が参加しや

すい研修内容・スケジュールとなるよう努めてまいりたい。

また、支局等の職員を対象として、「食品表示」、「食品安全」、「米穀流通監

視」、「牛トレーサビリティ」等に関する研修を実施することにより、職員の資質向

上に努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

地方参事官室業務については、本省の大臣官房地方課が、政策課の協力を得つつ、

省内各局から必要な情報・資料提供を受け、本局企画調整室を通じ指示するとしてい

るが、調整窓口となる地方課の体制整備を図るのか。

（橋本地方課長）

地方課では、10月に地方農政推進に係る計画管理、地方農政推進に係る指導等の業

務を担当する推進班及び地方課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び連絡

調整の業務を担当する地方企画調整官を新設し、業務運営に必要な体制を整備したと

ころである。

（渡邉調査交渉部長）

企画調整室から指示を受ける各地区担当は、個別政策の内容や実施スケジュールに

ついての詳細な問合せ等に対応できるよう、本局各部と連携・調整を図るとしている

が、直接各地区担当が本局の部単位に連絡を取れば、各チームと輻輳し情報共有が混

乱するのでないか。本局各部との連携は企画調整室が行い、指示系統を一元化したほ

うが円滑に対応できるのではないか。

（橋本地方課長）

地方参事官室の業務の連絡については、農政改革のような農政全般の案件は企画調

整室から地方参事官室への連絡となるが、消費・安全などの個別の政策課題について

は、円滑に業務を進められるよう内容を把握している担当同士が直接やりとりする必

要があるため、企画調整室を経由せずに本局各部から地方参事官室の地区担当の各政

策課題担当へ直接連絡をとることとしている。なお、本局内においては、支局からの

連絡に支障がないように窓口を明らかにすることとしている。

地方参事官は、支局内において、それぞれの業務区分毎に指揮・命令の窓口となる

担当を明らかにし、各担当を相互に役割分担・連携させながら各業務を適切に管理・

運営することとしている。
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（渡邉調査交渉部長）

地方参事官室と各チームが密接に連携し、必要に応じて共同で対応することが重要

としているが、各個別執行業務は一向に業務のスリム化が進んでいないにも関わらず、

10月以降は、各個別執行業務のスタッフが減少することにより更なる労働過重となる

ことが想定される。各個別執行業務が円滑に遂行できるよう地方参事官のマネジメン

トの発揮を求める。

（橋本地方課長）

現在、10月以降の業務計画の見直しを指示しており、当該業務計画に基づいて、そ

の時々の業務バランスを見ながら、特定の職員に負担が偏らないよう、適切な業務運

営を心がけたい。

なお、10月以降の業務計画の見直しにおいては、職員とのコミュニケーションを図

り、職員の理解を深めるとともに、職員からの意見を業務計画に反映するよう努めて

まいりたい。

また、平成27年２月４日の労使間意見交換会にて提供している「地方組織における

業務及び定員の見直しについて」により示した内容の業務見直しについては、一つず

つ着実に実行するよう努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

地方参事官業務は、地区担当と政策課題担当が連携するマトリックス機能が重要と

なるが、この間の業務運営は縦割りで進められていることにその実効性を危惧する意

見が報告されている。十分なマトリックスを機能させるためには、地方課をはじめと

する各原局の意識改革と企画調整室及び地方参事官のマネジメントを発揮できるよう

対応するよう求める。

（橋本地方課長）

どの政策課題に該当するかわかりにくい案件、政策課題を横断する案件について、

担当者が明確でなかったために対応が遅れるといったことを避けるため、担当地区に

責任を持って対応する地区担当制を設定しており、地方課、企画調整室、地方参事官

がマネジメントし、業務運営が縦割りとならないよう努めることとしている。

また、この地区担当制を設定した意義を含め、地方参事官室の体制や業務について、

地域センターでの職場研修のほか、本省・本局においても周知を図りたいと考えてい

る。

（渡邉調査交渉部長）

本局各部から各自治体等関係機関に指示した事項や、市町村から本局各部に申請が

あった事項については、各地区担当の業務が円滑に遂行できるよう、地方参事官を通

じ情報共有が図られるべきと考えるが、どのように対応するのか。また、補助金など

については、農政局担当部、県担当部、市町村のラインで説明及び執行されている業

務と地方参事官が行う業務の棲み分けはどうなるのか。

（橋本地方課長）
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各種事業・事項について必要に応じて、地方課から本省各局庁へ、本局企画調整室

から本局各部へ依頼するなどして、必要な情報が地方参事官に提供されるよう努めて

まいりたい。地方参事官は、こうした本省各局や本局各部から提供された情報や地方

参事官室で集約した情報等を事業・事項に応じて、地方参事官室内またはチームを含

む支局内に共有していくこととなると考えている。

次に、地方農政局担当部、県担当部、市町村のラインで説明及び執行されている業

務については、引き続き同様の体制で審査や交付等の対応を行うこととしている。こ

れに関し、地方参事官は、地方農政局担当部から当県への補助金の採択状況等の情報

提供を受け、当県への情報提供や相談対応に活かすとともに、当補助金に関係する相

談を受けた際に、的確に農政局担当部へつなぐという役割を果たすこととしている。

（渡邉調査交渉部長）

各県別のホームページを立ち上げるとなっているが、どこが担うのか。現在の農政

局のホームページで情報の発信はカバーできないのか。

（橋本地方課長）

県別のホームページは、本局で作成しているホームページ内にある県別情報のペー

ジを活用し、基本的にはそのページを拡充していくことを想定している。

（渡邉調査交渉部長）

福島県においては、震災からの復興という重要かつ特別の問題に対応するため、い

わき地域センターを駐在所とし、地方参事官を震災復興担当として駐在させることと

しているが、具体的な業務をどのように考えているのか。また、福島支局に配置され

る地方参事官の業務運営との棲み分けはどのように考えているのか。

（橋本地方課長）

活動拠点であるいわき市に地方参事官（震災復興担当）を置くとともに、被災地の

復興支援に必要な定員を配置し、現地支援チームを再編成し、より地域に密着した体

制を構築する。

また、地方参事官（震災復興担当）をヘッドに、県と連携して現地支援チームが市

町村を巡回し、市町村が策定する営農ビジョンや農業者の意向確認等、営農再開に向

けた支援を行う。このように、地方参事官（震災復興担当）は、福島県全域の震災復

興に係る業務を担うこととしている。

他方、福島支局の地方参事官は、福島県内における農政全般に関する総合窓口のほ

か、経営所得安定対策、統計調査等の既存業務を担うこととしている。いわき駐在所

に駐在する個別業務チームは、福島支局の地方参事官の指揮・監督の下、福島支局の

総括農政業務管理官等の指示に従って、業務を行うこととなる。

（渡邉調査交渉部長）

北海道においては、農政全般を北海道開発局、北海道庁、北海道農政事務所の３機

関で取り扱っている。

例えば、本省原局と北海道庁で担っている事務・事業等について、現場市町村、現

場関係者から問われた場合、北海道農政事務所地方参事官室として「伝える、汲み上
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げる、共に解決する」ことになり得るのか。

（橋本地方課長）

本省原局と北海道庁で直接行っている事務・事業等について問い合わせや要望を受

けた場合、その内容を北海道農政事務所企画調整室を通して、本省原局・北海道庁に

伝えることで、「伝える、汲み上げる、共に解決する」の一端を担っていることにな

る。

（渡邉調査交渉部長）

各地方農政局には本省原局の各事務事業と直接関わりのある部署があり、都府県へ

の対応をおこなっているが、北海道農政事務所では限られたポスト配置で特定の事務

事業をおこなっており、本省原局と北海道庁が直接つながっている事務事業が多数あ

る。

特に北海道庁に権限が委任されている強い農業づくり交付金や経営体育成支援事業

などは、応募の状況や審査の状況は本省はある程度把握していると思うが、北海道農

政事務所では把握できないことになっている。マニュアルでは、採択状況を事前に把

握するとあるが、正式に本省各局から北海道農政事務所に情報提供をどのように行う

のか。

（橋本地方課長）

現場と農政を結ぶ業務の実施において、都道府県等の関係機関と役割を調整するこ

ととしており、地方課から必要に応じて本省各事業担当へ依頼するなどして、必要な

情報については、各地方農政局、北海道農政事務所へ提供できるよう努めてまいりた

い。

（渡邉調査交渉部長）

企画調整室の業務量は膨大なものになると想定されるが、北海道農政事務所企画調

整室は、設置されて１年半であり、各地方農政局と比して、脆弱な組織体制であるこ

とから、体制強化を求める。

（橋本地方課長）

地方農政局と同様に、北海道農政事務所においても企画調整室において各支局のサ

ポートを行うためのスタッフとして、調整官、主任農政推進官、農政推進官を新設す

ることとし、業務運営に必要な体制を整備したところである。

（渡邉調査交渉部長）

次に、個別業務の見直しについてであるが、私たちは、業務の見直しと平仄のあっ

た組織再編を求めてきたところであり、昨年の労使間意見交換会で示された４月以降

の統計、食品表示監視、経営所得安定対策など個別業務の見直し内容について６月時

点で点検を行った。その詳細は先に提出しているが、各分会からは、効率化につなが

っていないとの意見が多く出されている。このような状況のなかで、10月以降の業務

運営の検討が進んでいないことに各分会からは大きな不安と不満が出されている。

特に、10月以降大幅に人員が減少する統計、食品表示監視業務については、調査手
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法の見直しをはじめ実効ある対策を業務ラインでしっかり検討することが重要となる。

今回提出している点検結果には、課題・問題点に加え、実際に業務を遂行している組

合員視点での改善策を提言しているので、別途見解を示すとともに、各原局における

業務運営や各職場における業務計画の策定に反映させることを求める。

（橋本地方課長）

業務運営にあたっては、10月の配置人員及び職員の意見も踏まえ、業務計画をたて

て業務を円滑に行っていく所存である。

また、個別業務の見直しについても着実に行ってまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

組織再編における人事・給与等事務処理については、任命権の大臣一元化により人

事・給与等事務を本省へ集約、諸手当認定事務を本省、農政局本局又は横浜植防・動

検本所へ集約するとしているが、本省及び本局・本所の業務運営に支障は生じないの

か。また、会計事務処理については、旅費の審査・支払事務及び本省内部部局の委託

契約事務・補助金等審査事務を本省へ集約、地域センターでおこなっている契約・支

払事務を農政局本局へ集約するとしているが、本省及び本局の業務運営に支障は生じ

ないか。

（横山秘書課長）

秘書課、予算課及び地方農政局本局においては、集約化後の業務を円滑に実施する

ために必要な体制を整備したところである。それぞれの業務遂行にあたっては、事務

の廃止や見直しなどの業務効率化の取り組みを行い、支障が生じないよう対応するこ

ととしている。

（渡邉調査交渉部長）

支局・駐在所における総務関係業務については、地方参事官室に配置される２名及

び駐在所に配置される１名で対応できる根拠を具体的に示すこと。

（橋本地方課長）

任命権等の大臣への一元化や旅費等システムの活用により、人事発令、諸手当認定、

旅費審査・支払い事務等を本局・本省に集約することとしており、支局・駐在所の総

務関係業務は、これまでより大幅に業務量が減少する。このため、総括農政推進官と

その下に配置する支局２名及び駐在所１名の主任農政推進官又は農政推進官により対

応できるものと考えている。

なお、非常勤職員の採用時期等、業務の繁忙期については、地方参事官の判断に基

づき必要に応じスタッフ制を活用し、応援体制を取ってまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

経理事務は農政局本局に集約するとの方向性は示されているが、具体的な内容が示

されていない。組織再編に関わる契約事務、庁費・備品・消耗品管理などはどのよう

に対応するのか。また、支局が行う業務として、庁舎管理・物品管理・予算枠の確認

等としているが、予算枠の確認とは具体的にどのように行うのか。
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（橋本地方課長）

契約及び支払の手続は、農政局本局で実施することとなり、支局は現地でしか対応

できない経理関係事務などを行う。また、原則として支局の各業務チームに起因する

非常勤の雇用、役務等は、業務チームと農政局本局担当部のラインで実施することと

なる。

また、支局で行う予算枠の確認については、各業務チームが業務を実施するにあた

り、設けられた予算枠を超過しないかを確認することを考えている。

（渡邉調査交渉部長）

各官署が行う総務関係事務として、庶務、厚生、文書等が記載されているが、支局

・駐在所における決裁事務や公文書など文書管理事務はどのようになるのか。

（橋本地方課長）

組織再編後も行政文書管理規則等に基づく文書管理事務を行う必要があるため支局

･駐在所における文書管理者等の指名､地方参事官の公印の制定など、文書管理事務の

体制の整備を図るとともに、各地方農政局長等が定める決裁委任に関する規程を統一

的に整備して支局等において効率的な文書管理事務ができるよう措置してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

旅費システム導入により、担当者の業務負担が激増しているとの意見が数多く寄せら

れている。10月以降の支局における内容審査をどのように行うのか。また、予算管理

をどのように行うのか。

（橋本地方課長）

10月以降の旅費業務については、｢職員用マニュアル」の事前配付や「よくあるご

質問」の情報共有、また新設される本省予算課の旅費審査班担当者が直接対応するこ

とにより、職員への入力指導、支援を行うこととしている。なお、旅費システムにつ

いては、職員の習熟度が上がれば、その効果がより発揮されるものと思料している。

また、支局の旅行命令権者毎に、旅行者、用務、用務先、日程等の命令を発するた

めに必要な事項及び設けられた予算枠の範囲内か否かの確認を行い、旅費請求書の審

査及び支払は本省で行うこととしている。

なお、原則として支局及び駐在所の各業務チームに起因する予算管理は地方農政局

本局担当部と業務チームのラインで実施することとなる。

（渡邉調査交渉部長）

統計業務については、専門調査員化が４月から導入されたが問題なく進んでいるの

か。あわせて、先に示された業務の見直しの進捗状況はどうなっているのか。また、

10月以降の局と支局の業務分担について十分に職員と検討がされているのか。

（津垣統計部管理課長）

今年度から導入した専門調査員については、最終的に全国で450名を任命したとこ

ろであり、４月から実施した各種研修を終えて、６月から実際の業務に従事して頂い
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ているところである。現段階では大きな事故等の報告も無く、順調に進んでいると考

えている。

本年１月の意見交換会でお示しした本年度実施する業務の合理化の状況については、

計画どおり進んでおり、地方へ指示が必要なものについては、各業務ラインで説明し

ているところである。

また、「農政改革の推進に対応した農林水産統計の見直し」については、８月６日

に部長、審議官級の見直し検討会（第２回）を開催し、本年における見直しの検討の

「中間取りまとめ」を決定したところである。

10月以降の局と支局の役割分担については、本省の基本的な考え方を７月17日の統

計部長会議で示すとともに、各業務課単位の会議でより具体的な説明を行ったところ

であり、現在、各農政局毎に当該基本的な考え方について、地域センターと意見交換

しているところであると承知している。このため、10月以降の業務運営・業務計画の

あり方については、各農政局等において、当該役割分担の整理も踏まえて作成される

ものと考えている。

（渡邉調査交渉部長）

専門調査員のOJT・フォローアップについては、新規採用同様にマンツーマンでの

対応を取らざるを得ないことから、限られた人員、業務輻輳の中にあっては、労力や

負担感は大きく、通常業務にも支障がでている実態であり、専任の担当者を配置すべ

きとの意見が寄せられている。このような現場実態の中で、円滑な業務運営をどのよ

うに図っていくのか。また、専門調査員や登録調査員などの管理に係る業務が煩雑で

あり、特に旅費システム（ＳＥＡＢＩＳ）が導入されたことにより現場は大変混乱し、

効率化につながっていないとの多くの意見が寄せられている。このような状況は早期

に解決すべきであるが、どのような対策を講じるのか。

（津垣統計部管理課長）

専門調査員の管理・指導の業務については、今年度の専門調査員の導入に際しても、

当該業務を新たに職員が行うことも見込んだ数の専門調査員を確保する等、当該業務

が円滑に行われるよう努めているところであるが、今後も専門調査員の管理・指導の

業務量等の実情を適確に把握しつつ、専門調査員数の確保や適正な人員配置に努めて

まいりたい。

統計調査員等の旅費に関する事務については、旅行命令権者の判断により、出張の

計画の段階では、旅費システムに入力せず従来の調査計画書を使用して取消や変更に

対応し、出張終了後、旅費請求から旅費システムを使用しての処理も可能としている

ところであり、このことにより取消や変更の手続きの処理に関して簡素化が図られる

ようにしているところである。

また、統計調査員等の手当等の支払については、登録調査員管理調整システムの

データを直接ADAMSに取り込めるファイルに変換するシステムの配付の準備を10月か

らの運用に向けて進めているところであり、それにより相当量の業務の効率化を図

られると考えている。

（渡邉調査交渉部長）

本日、統計調査員の手当等の支払いにかかる改善策が示されたところであるが、そ
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の実効性の検証が必要である。また、統計業務の見直しは、業務の効率化に直結する

ことから、業務ラインでの検討はもとより、引き続きの情報提供と私たちの意見の反

映を求める。

先に示された消費・安全業務における調査手法の改善やマニュアル等の見直しの意

見集約に対する見解では「現在、10月の組織再編に向けて、業務ラインで現場からの

意見を集約し、各業務の見直しや検討等を進めているところであり、改めて現場にも

示していくこととしている。」としていたが、組織再編まで約１ヶ月となっている中

で、各業務の見直しや検討等はどのようになっているのか。

また、４月以降、横断的監視体制に向けたOJTをはじめ、業務見直しについて現場

から数多くの意見がラインでも報告されていると思うが、本省としてどのように受け

止めているのか。

更に、消費安全チームは全員が広域監視官ということだが、業務分担（表示、流通

監視、牛トレなど）の命令は誰が行うのか。

（小川消費・安全局総務課長）

10月の組織再編に向けたマニュアルの改正については、地域センターの廃止や、広

域監視官の設置など、組織体制の変更を踏まえ、

① 組織の変更に伴う組織名、役職名の変更

② 広域監視官に対する身分証明書や立入検査命令書の取扱い

③ 支局における文書発出の取扱い

等について所要の見直し作業を行っているところであり、作業が完了次第現場にも説

明してまいりたい。

また、横断的監視の円滑な移行に当たっては、現在、

① 広域監視官それぞれが複数の法律の制度、立入検査のノウハウを習得する必要

があること

② 実際に横断的な監視業務を行った際の課題等について検証する必要があること

等から、組織再編までの間においては、地方農政局等において座学研修や立入検査の

同行等のＯＪＴを実施しているところである。

今後、横断的監視体制への移行を徐々に進めていくため、組織再編後においては、

本省から実施例（例えば、食品スーパーにおいて、食品表示担当職員２名が、「生鮮

食品（食品表示）＋特定牛肉（牛トレサ）」の監視を行う）等を示した上で、地方農

政局等において10月から11月にかけて試行的に横断的監視を実施し、本省において実

施結果をとりまとめ、12月に実行上の課題について検証する予定である。

支局における消費・安全チームの体制については、

① 人事発令により広域監視官を統括する総括広域監視官（管理職）が、原則３名

配置（食品表示、米穀流通、農畜産安全）されるとともに、

② 広域監視官として人事発令された職員に対しては、地方参事官の職務命令によ

り業務分担が指示されるとともに、具体的な業務毎の命令は担当の総括広域監視

官から行われることとなる。

なお、業務見直しについて現場から様々な意見や要望を受けているが、監視の精度
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を維持する必要や対外的な説明責任を果たす必要がある。こうした中、全ての意見を

反映することは困難であるが、ご理解いただけるよう現場に丁寧に説明してまいりた

い。

（渡邉調査交渉部長）

消費・安全業務についても多くの意見が出されている。今回、横断的監視体制の試

行スケジュールなどが示されたが、業務の見直し検討状況について引き続きの情報提

供と私たちの意見の反映を求める。

飼料用米の横流れ防止については、「これまでも監視業務を実施してきたところで

あるが、限られた人員の中で効率的・効果的に監視を行っていく必要があり、今後の

数量拡大に係る対応については現在検討しているところである。」とされていたが、

検討結果はどのようになったのか。今後の業務運営に支障は生じないのか。

（小川消費・安全局総務課長）

飼料用米の適正流通確保については、現在、生産振興部局とも連携し、今後の取組

方針について検討しているところであり、地方農政局等における具体的な取組みにつ

いては、現在検討中の案がとりまとまり次第説明してまいりたい。

なお、消費・安全グループとして適切な監視業務を進めていくために、飼料用米に

係る監視業務に関する手法はこれまでと変わるものではないと考えている。

いずれにしてもその業務運営に支障が生じないよう留意してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

経営局及び生産局関係の業務の見直しについては、昨年度に説明があったきり、業

務ラインにおける意見集約後の当局見解など、一切説明がないとの意見が寄せられて

いる。

また、用途限定米穀に係る台帳システムの入力作業の効率化については、入力件数

の増大や台帳システム更新に伴う入力内容の変更により業務量が過重となっているこ

とから、必要最低限の入力内容となるようシステムの簡素化や入力項目の再検討、非

常勤職員の雇用が必要との意見が寄せられている。

このような現場実態の中で円滑な業務運営に向けてどのように対応するのか。

（河嶋生産局総務課課長補佐(総括)）

台帳システムについては作業の効率化を図るため、27年産から入力内容の簡素化・

省力化（需要者データのマスタ化、一部項目の入力任意化等）を行っている。

今後も、要領に規定する様式の変更など、更なる入力作業の効率化を図ることとし

ているが、その際も、作業の説明や現場の意見を聞くための研修会の開催等を通じて

現場実態を踏まえながら取り組んでまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

交付金の加入申請ルートの一元化、交付金算定システムの効率化等については、農

水省提供の入力システム以外のシステムを使用している協議会が数多く存在するとの

ことである。
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現場からは、効率的に業務を進めるために、他のシステムから提供されるデータを

審査で使用できるようなデータ加工の技術やソフト・システムの確立が求められてい

るが、どのように対応するのか。

（平形経営局経営政策課長）

国の交付金算定システムについては、国が提供するシステム以外のシステムを使用

している協議会からのデータも取り込めるようにしてきたところである。

また、経営所得安定対策の制度変更等に伴う協議会のシステムの変更すべき内容に

ついても、協議会やシステム会社に情報提供を行い、変更がスムーズにいくよう取り

組んできたところである。今後、更に徹底してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

経営局・生産局業務について、見直し検討状況について引き続きの情報提供と私た

ちの意見の反映を求める。

食料産業局関係の業務の見直しについては、昨年度に説明があったきり、業務ライ

ンにおける意見集約後の当局見解など、一切説明がないとの意見が寄せられている。

また、認定件数が多く、全ての計画をフォローアップするには、人手が足りていな

いとの意見が出されている。2018年度の局移管を見据えた取り組みはどのようになっ

ているのか。

（清水食料産業局総務課管理官）

六次産業化・地産地消法第20条において、国は、認定総合化事業又は認定研究開発

・成果利用事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとされていることから、

同法の認定事業者に対するフォローアップ業務は継続していく必要があると考えてい

る。

一方で、フォローアップ関連業務をより円滑に進めて行くためには、業務の効率化

等を図る必要があることから、平成28年度予算概算要求に当たっては、認定業務及び

フォローアップ業務に関する電算システムの導入に要する経費を盛り込む考えである。

このシステムの導入により、認定事業者の事業計画の内容、事業の実施状況、経営

状況等の情報を一元的に管理することが可能となり、事業者に発出する文書等の自動

作成、事業の実施状況等の分析等の迅速化など業務の効率化等が図られるものと考え

ている。

このように、業務の効率化等を進めつつ、平成30年度以降の業務体制について検討

していく考えである。

（渡邉調査交渉部長）

総合化事業計画の認定を９月から毎月行うと示されたが、10月以降の支局の役割は

どのようになるのか。

（清水食料産業局総務課管理官）

本年10月以降は、現行の地域センターから支局に組織が移行することになるが、総

合化事業計画の認定に関する業務については、現行と同じ業務を、引き続き支局内の
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食料産業チームの職員の方々に担っていただくことになると考えている。

（渡邉調査交渉部長）

食料産業局業務の見直しも途中であることから、検討状況について引き続きの情報

提供と私たちの意見の反映を求める。

組織再編に伴う人事異動については、昨年の第５回労使間意見交換会において秘書

課長から「新たな様式の職務希望等調書により、職員の意向を丁寧に把握した上で、

組織再編に伴う人事を行う」との見解が示されたが、組合員の意向を十分に尊重し、

丁寧な対応が行われているのか。

（橋本地方課長）

組織再編に伴う人事異動については、昨年11月に提出された職務希望等調書及び本

年３月末に任意提出された職務等希望調書をもとに、必要に応じて個別面談等を行い

ながら職員の意向を丁寧に把握してきたところであり、新たな組織の円滑な業務運営

を念頭に計画的な人事配置を行う所存である。

（渡邉調査交渉部長）

同意見交換会では「異動後の宿舎の確保については、宿舎事情は厳しいが、財務事

務所等に対し設置状況等の聞き取りや要請を行うなど、合同宿舎のほか他省庁宿舎を

含め必要な宿舎が確保できるよう努力する」との見解が示されていたが、宿舎の確保

はどのような状況か。

（橋本地方課長）

宿舎については、必要な宿舎が確保できるよう各財務事務所等へ要請を行ってきた

ところであり、現在、内示に向けて調整を行っている。引き続き、合同宿舎のほか他

省庁宿舎を含め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）

衆参農林水産委員会において、本省・地方農政局等における必要な定員の確保、人

材育成の実現などに万全を期すための附帯決議が採択されているが、地方組織の人材

育成はもとより、職員のモチベーションを高めていくためにも、支局の地方参事官室

や各チームへの新規採用を含む若手職員の配置は必要であるが、具体的な方針をどの

ように考えているのか。

（橋本地方課長）

当方としても、各業務の継承、円滑な実施のための人材育成は重要と考えており、

衆参農林水産委員会における附帯決議も踏まえ、若手職員も含めた計画的配置に取り

組んでまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

各地方農政局、北海道農政事務所の本年10月における運用定員については、一定の
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スパンでソフトランディングを図ると理解しているが、要員不足に対しては、フルタ

イム再任用や新規採用者の更なる配置が必要。また、これらの手法を用いることので

きない来年３月までの具体的な対応策をどのように考えているのか。

（橋本地方課長）

組織再編後の各執行業務が円滑に遂行できるよう、しっかりと業務計画をたてると

ともに、必要に応じ非常勤職員の採用等により対応してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

第５回労使間意見交換会で、遠距離出張に伴う交通手段については、「新幹線や特

急列車の利用、公共交通機関とレンタカーの組合せ、泊付き出張等を適切に職員に指

示するよう指導してまいりたい」との見解が示されていたが、10月からの実施に向け

てどのような検討が進められているのか。

（橋本地方課長）

遠距離出張については、新幹線や特急列車の利用、公共交通機関とレンタカーの組

合せ、泊付き出張等を実施できるよう指導をしてきたところである。このために必要

な旅費については確保し、レンタカーにおいても10月から利用できる状態となってい

る。

引き続き現地の実態を把握している管理職が適切に職員へ指示できるよう指導して

まいりたい。

（柴山書記長）

本日は、新たな組織である地方参事官室業務をはじめ、各個別執行業務の見直し状

況について意見交換を行い、当局から一定の見解が示されたところである。地方参事

官業務については、各県の規模や実情に応じた体制や業務運営が必要なこと。また、

各個別執行業務の見直しについては、組織再編以降の業務運営に支障は生じないとの

見解であるが、現場の受け止めとの隔たりは埋めきれていない状況にある。さらに、

10月１日付け人事異動の内示が行われれば、職員は組織再編後の自らの業務が現実と

なり、不安や動揺など職場の混乱が懸念される。

10月の組織再編では、行政サービスの停滞や低下を招くことなく、国民の期待に応

えるための組織を確立しなければならない。同時に組合員の労働条件をしっかり確保

するため、残された課題を着実に改善し懸念を払拭することが必要である。

そのためには、本日論議したように、組織再編にあたっては様々な課題があるなか

で、円滑な新体制への移行と支局運営にあたっては、各農政局及び北海道農政事務所

段階において主体的な課題改善や現場管理者のマネジメントの発揮が必要である。夏

季回答交渉において、意見交換会の状況を見つつ意見聴取会の開催を検討するとの見

解が示されたところであるが、改めて各ブロック段階における労使間意見聴取会の開

催を要請する。

また、本日の意見交換会及び意見聴取会の内容について、各管理者が丁寧に職員へ

説明するとともに、出された質問には誠意を持って対応するよう、現場管理者の指導

を重ねて求める。

さらに、労使間意見聴取会で出された課題や問題を速やかに解決するため、第２回
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労使間意見交換会の開催を要請する。

（横山秘書課長）

27年10月の組織再編は「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく農政改革を

着実に推進する体制を構築していくためのものである。また、地方農政局に新たに設

置する地方参事官を筆頭とする各支局職員の仕事は、現場と農政を結ぶ重要な仕事で

あり、設置法における国会審議においても、その役割を大いに期待されているところ

である。

今後とも、本省、地方農政局及び北海道農政事務所、支局等各段階でやるべき仕事

をしっかり行ない、組織一丸となって円滑な組織再編及び10月以降の業務推進に努め

ていく考えである。

なお、本日の意見交換会の議論を踏まえ、９月７日の週に地方農政局及び北海道農

政事務所で意見聴取会を開催するよう依頼することとし、その意見聴取会の報告を踏

まえ、９月下旬に再度「労使間意見交換会」を開催したい。また、意見聴取会終了後、

10月以降の業務運営について職員に説明を行うこととする。

（山田秘書課調査官）

以上をもって、平成27年度第１回労使間意見交換会を終了する。

以 上


