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平成26年度第１回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成26年８月29日（金）16:27～17:19（52分）

２ 会 場：国際部会議室（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 大臣官房検査部調整課長

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 大 村 順 布 食料産業局総務課管理官

同 森 健 生産局総務課課長

同 光 吉 一 経営局総務課長

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 外

（川本秘書課調査官）

只今より、平成26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「平成27年度組織・定員要求」を議題とした労使間意見交換会を開催するこ

とにした。

今回の組織・定員要求は、当省の将来展望を踏まえた極めて重要なものであり、有

意義な意見交換としたいので、協力をお願いする。

（川本秘書課調査官）

本日の配付資料は、資料１「平成27年度組織・定員要求の概要について」、資料２
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「農林水産省の組織・定員要求の主要事項」である。

これらの資料については、議事要旨とともに農林水産省ホームページと職員掲示板

に掲載するので、予め承知願いたい。

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、

吉井統計部管理課長、小川消費・安全局総務課長、森生産局総務課長、光吉経営局総

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、大村食料産業局総務課管理官、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、大角文書課長より、平成27年度組織・定員要求の概要について説明いた

だく。

（大角文書課長）

平成27年組織・定員要求については、「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し得るよう、農林水産省組織について、高い専門性・政策

性に支えられた企画力と機動的な対応力を高めるための再編を行うために必要な要求

を行うこととしている。

まず、組織要求では、重要政策の司令塔として局長級の政策統括官（仮称）を新た

に設置するほか、大臣官房の基本的・総合的な政策の企画立案体制を充実、農業の成

長産業化の基礎となる技術行政を強化するため、技術政策を技術総括審議官の下に一

元化しつつスタッフ等の体制を整備、農林水産物・食品の市場拡大に向けた体制の充

実や、農山漁村の活性化を促進する体制を強化、現場と農政を結ぶ体制を整備するた

め、「現場に伝える」「現場から汲み上げる」役割を果たす地方参事官（仮称）を各

地に配置し、現場と農政を結ぶ部門を新設、など、本省の再編及び出先機関の見直し

の要求を行うこととしている。

また、定員要求内容としては、新規で370人を増員要求しており、このうち253人が

出先機関における増員要求である。

増員要求の主な内容は、「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258人、治安関係として検疫体制の整備・漁業取締体制の強化76

人、国際交渉の体制整備や内水面漁業振興など36人である。

（柴山書記長）

中央本部は、長年の定員削減や新規採用の抑制により職員の高齢化が進み、組織と

業務運営への支障が生じるとともに厳しい労働環境下に置かれていることから、この

間の交渉や労使間意見交換会において、①全国各地で農林水産行政を着実かつ継続的

に推進するため、本省と地方組織が一体となった組織体制の確立、②新規採用・新規

増員を含めた必要な定員の確保、③見直し検討にあたっては、労働組合の意見を十分

踏まえることを基本に、当局に対し組織の将来展望を早期に示すよう求めてきたとこ

ろである。

そのような中、2014年度予算概算決定、組織・定員要求を議題として１月17日に開
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催された第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。」との言及があったところである。以降、当局は、攻めの農林水産業を柱と

する新たな農政展開や政府による次期定員合理化計画の策定を控える中で、農林水産

省における年齢構成の現状を踏まえた組織・定員と業務の見直しについて検討を重ね、

本日、2015年度組織・定員要求としてとりまとめ省議決定したとのことである。

今回の組織・定員要求については、「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、専門性・政策性を発揮し得る体制の整備、産業

政策と地域政策の推進体制の充実、現場と農政を結ぶ体制の整備を図るものであるこ

と。さらに、この組織再編は、過去の食糧庁廃止や地方農政事務所の廃止がＢＳＥや

事故米問題を契機に組織改革が外部から求められたものと違い、省の年齢構成を踏ま

えた持続可能な農政の推進と農政改革に対応するために農林水産省が主体的に行うも

のであると受け止める。

このことから、当局としての主体的責任のもと、将来に亘り農政推進に必要な本省

と地方組織が一体となった体制を確立していくよう要請する。

（大角文書課長）

我が国農業は、農業生産額の減少と高齢化の進展等の構造的な問題に直面しており、

その活性化を図っていくことは待ったなしの課題となっている。このため、昨年12月

に「農林水産業・地域の活力創造プラン」を取りまとめ、経営所得安定対策の見直し

や、日本型直接支払の創設などの農政改革を進めているところであり、農林水産省と

して具体的な成果を出すことが強く求められている。

また、今後の定員合理化の進展や定年退職者の増加など職員数の今後の変化も見据

えつつ、将来にわたって国民の負託に応えるためには、①既存業務の外部化・合理化

など業務運営の見直しの徹底や、②新たな定員管理の枠組で認められた自律的な組織

内の再配置を活用したメリハリのある機構・定員配置を行うため組織の見直しを行う

ことが不可欠である。

こうした状況を踏まえ、プランに基づく農政改革を着実に推進しうるよう、新たな

定員管理の枠組を活用しながら、既存業務の合理化・集約化を行いつつ、農林水産省

組織について、高い専門性・政策性に支えられた企画力と機動的な対応力を高め、本

省と地方が一体となって農政を推進するための再編を行うこととしたものである。

（柴山書記長）

それでは、今回の組織・定員要求の内容について、担当から何点か伺いたい。

（渡邉調査交渉部長）

私たちは、業務と組織の見直しは一体的に検討すべきであり、組織の統廃合を前提

とした検討は受け入れられないことを指摘してきた。最初に、農林水産省における業

務の見直し状況について伺う。

まずは、統計業務の見直しである。

昨年の９月以降、統計業務の見直し検討が進んでいるが、その柱となる専門調査員

化については、従来の調査員調査にかかる課題が根本的に改善が図られない中で、現

場からは「専門調査員を確保できるのか、現場の負担が増大するのではないか」など
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の意見が多く出されている。専門調査員調査への移行の工程をどのように進めていく

のか。

更に、2015年度に専門調査員を導入するとしているが、専門調査員の人数、手当、

などにかかる予算要求はどうなっているのか。

実際に調査員と接する現場と本省・本局の共通認識が伴わない見直し対応では、組

合員の負担増はもとより、農林水産行政の基礎となるデータ収集に支障が生じ、統計

業務の根幹に影響が及ぶことが懸念される。したがって、職場では、先般示された

「統計業務の見直し検討に関する要請書に対する当局見解」を踏まえ検証していると

ころであり、私どもとしても見直しが現場感覚に沿ったものであるか節目毎に点検し、

必要に応じて改善を求めるので誠意をもって対応されたい。

（吉井統計部管理課長）

統計職員が減少する中でも質の高い信頼性のある統計データを今後とも整備・提供

できるようにするため、調査に必要な高い専門知識・能力を持った専門調査員を導入

することとし、職員の減少に応じて、平成27年度から順次導入・移行していく考えで

ある。

これまで、地方農政局統計部長、課長、担当者の会議等を必要に応じて開催し、専

門調査員導入の考え方、専門調査員の要件、研修、募集、マニュアル等について職員

に対する丁寧な説明を行うとともに、地方組織からの意見・要望を反映しながら、そ

の導入に向けた準備を進めてきたところである。

今後とも、地方組織への丁寧な説明等により職員への理解の促進に努めるとともに、

専門調査員導入に必要な予算の確保、公募に向けたＰＲ活動等に積極的に取り組むこ

ととしている。

こうした取組を通じて、必要な専門調査員の確保と平成27年４月からの円滑な導入、

その後の計画的な移行に努めていきたい。

平成27年度予算概算要求では、初年度に導入すべき専門調査員の人数については、

職員の減少に応じた専門調査員を導入することを基本として、更に、非常勤であるこ

と、専門調査員として確保しやすい稼働日数であること、専門調査員に移行する統計

の実査等に要する日数等を考慮して、全国で500～600名程度の要求となっている。

専門調査員の手当については、調査を実施するために必要な専門知識・能力を持っ

た者を確保するために必要な単価を計上しており、調査に必要な資材、研修経費等を

併せた、専門調査員導入に係る総額では７億３千万円程度を要求しているところであ

る。

専門調査員調査への移行を円滑に実施するためには、本省と地方組織が共通認識の

下に進めることが重要と考えており、地方農政局統計部長、課長、担当者の会議等を

必要に応じて開催し、検討状況や資料を提示するとともに地方組織を含めた意見集約

に努めているところである。

これらの意見については、可能な限り反映した上で、会議資料等で内容を示すとと

もに、本省見解を職員の掲示板（統計の知恵袋）に掲載している。

更に、９月からは本省統計部管理職により専門調査員導入に係る概算要求の概要や

その確保に向けたＰＲ活動の推進等について地方農政局等の職員に対し説明すること

とし、その後は、当該説明を受けて地方農政局統計部長等から地域センター等の職員

に対して説明会を開催する予定である。引き続き、丁寧な説明に心がけ、地方組織か
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らの意見を踏まえながら専門調査員の円滑な導入に努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

食品表示・トレサ監視については、安定同位体比分析などの科学的手法の活用によ

る立入検査の効率化等を進めるとしているが、今後の具体的なスケジュールをどのよ

うに考えているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

食品表示については、これまでの食品表示Ｇメンによる監視・取締りの効果等によ

り、小売店等の店頭における不適正表示率は大幅に低下している一方、悪質・巧妙な

産地偽装等が引き続き発生していることから、担当職員数が減少傾向にあることも踏

まえ、安定同位体比分析等の科学的分析について、これまで以上に活用を図っていく

ことで、監視・取締りを効率的に行っていきたいと考えている。

これに併せて、小売店等への巡回調査（一般調査）については、担当職員数の減少

にあわせ、対象を広域事業者に重点化しつつ、段階的に業務の合理化を図っていきた

いと考えているほか、米穀流通監視業務についても、米トレサ法に基づく外食店等へ

の巡回調査について、制度の普及状況を踏まえつつ段階的に合理化し、担当職員に過

度な負担がかかることのないよう適切に対応してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

農政改革に伴う業務のあり方について、農政改革に伴い、米の需給調整、経営所得

安定対策、輸出証明、六次産業化などの業務については、今後どのようになるのか。

（森生産局総務課長）

昨年決定した米政策の見直しにおいては、米の需給調整について、5年後、つまり3

0年産を目途に、行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、生産者や集荷業者な

どが中心となって需要に応じた生産が行われる状況にするとともに、水田において、

需要のある飼料用米等の生産を振興することにより水田をフル活用し、食料自給率・

自給力の向上を併せて図っていくこととしている。

これまでも、地方組織においては、米の需給調整や水田のフル活用の推進などの業

務について、都道府県、市町村、地域再生協議会などと調整しながら円滑に実施して

いただいてきたところであるが、今後、職員数の減少を踏まえ業務の見直しを進めつ

つ、米政策の見直しを着実に進めてまいりたい。

（光吉経営局総務課長）

経営所得安定対策については、27年度からの対象者として、これまでの認定農業者、

集落営農に認定新規就農者を加えるとともに、いずれも面積規模要件を課さないこと

とし、また、米の直接支払交付金については、平成29年産までの時限措置として、平

成30年産から廃止することとしており、今後とも、交付金算定システムの見直しなど

により業務の効率化等を図ってまいりたい。

（大村食料産業局総務課管理官）

輸出証明、６次産業化については、今般の農政改革の中で、「国内外の需要フロン
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ティアの拡大」や「需要と供給をつなぐバリューチェーンの構築」が大きな柱として

位置付けられており、輸出促進や６次産業化の展開のための業務は、これらを実現す

る上で不可欠なものと考えている。

このため、政策の重要性に見合った組織体制を構築しつつ、食料産業局の業務の中

心に位置付けるとともに、業務の効率化を進めながら、その運営に当たってまいりた

い。

（渡邉調査交渉部長）

定員削減、新規増員について何点か伺う。

農林水産省における2015年度から５年間の合理化数は3,175人となっているが、201

5年度の定員削減数はどうなるのか。

次期定員合理化計画に示された自律的な組織内の再配分884人の活用方法はどのよ

うに考えているのか。

2015年度の新規増員要求はどうなっているのか。部局・機関別毎に示して頂きたい。

本年６月に「農林水産業・地域の活力創造プラン」が改訂されたが、組織・定員要

求に反映されているのか。

（大角文書課長）

平成27年度の定員削減数については、５年間の合理化数3,175人から自律的再配置

分884人を除いた2,291人を５年で除した数、459人を割り当てることとしている。

自律的な組織内の再配置については、①地域センターを見直し、地方参事官とその

他の担当官を地方農政局本局直属のスタッフとして各地に配置し、現場と農政を結ぶ

部門を新設することに主に充てるほか、②地方農政局が行ってきた農協系統の県レベ

ルの検査業務を本省へ移管し、一元化することなどに活用することを考えている。

新規増員については、本省117人、地方農政局本局85人、北海道農政事務所7人、施

設等機関等161人などを要求している。

本年６月、「農林水産業・地域の活力創造プラン」が改訂され、オールジャパンで

の輸出体制、輸出環境の整備や、人口減少社会における農山漁村の活性化が掲げられ

た。こういったプランの改訂に基づく農政改革の推進については、今回の組織・定員

要求において、国内外における日本の農林水産物・食品の市場拡大のための体制の充

実や、農山漁村の活性化を推進するための体制を強化などに反映している。

（渡邉調査交渉部長）

農林水産政策の戦略的な推進体制の充実について、資料１、２に基づき何点か伺う。

「複雑かつ高度な農政課題に機動的に対応するため、重要政策の司令塔として政策

統括官を新たに設置するほか、大臣官房の基本的・総合的な政策の企画立案体制を充

実」としているが、具体的にどのようなことを考えているのか。

（大角文書課長）

これまで複数局にまたがって対応してきた農政課題について、機動的な対応を行う

ため、省を代表する顔として、各局を統括する強力なリーダーシップを発揮する重要

政策の司令塔として政策統括官を設置することを考えている。

また、プランに基づく農政改革を着実に推進しうるよう、食料自給率を含む基本政
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策の企画立案・総合調整機能を大臣官房政策課に集約して、その体制を強化すること

を考えている。

（渡邉調査交渉部長）

主要事項では省内の総務・管理部門を集約・効率化するとしているが、課の再編を

考えているのか。

（横山秘書課長）

今般の組織再編に併せ、総務・管理部門についても自己改革により集約・効率化を

図り、高い専門性を持った組織とするため、本省及び地方農政局等において、課を再

編することとしている。

（渡邉調査交渉部長）

次に技術行政の体制整備について伺う。

農業の成長産業化の基礎となる技術行政を強化するため、技術行政を技術総括審議

官の下に一元化とし、技術会議事務局長を兼務するとしているが、技術総審と技術会

議事務局との業務分担はどうなるのか。

（大角文書課長）

これまで技術行政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下で一元化し、新たに技術政策を戦略的に推進するための司

令塔機能を持つ部署を新設することとしている。

技術会議事務局の業務運営については、技術総括審議官という司令塔の下、技術普

及行政との連携をこれまで以上に高め、よりニーズに応じた研究開発を行うことで、

研究成果の生産現場での活用を加速化するという効果を期待している。

（渡邉調査交渉部長）

一元化により独法統合や研究体制の強化に支障は生じないのか。また、筑波事務所

の位置づけはどのようになるのか。

（平野農林水産技術会議事務局総務課長）

今回、技術会議事務局の組織については、概ね現在と同様であり、むしろ技術総括

審議官という司令塔が関与することで、研究開発から生産現場への普及を一体的・戦

略的に進めていこうとするものである。

筑波事務所については、現在実施している機能を存置した上で、研究独法と民間企

業等との研究交流、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

るなど産学連携を強化していく。

（渡邉調査交渉部長）

産業政策と地域政策の推進体制の充実等について伺う。

食料産業局と農村振興局が強化されているが、それぞれの具体的内容は何か。
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（大村食料産業局総務課管理官）

今回の組織再編では、国内外における我が国農林水産物・食品の需要フロンティア

を拡大する施策を、より強力に推進していけるようにする観点から、食料産業局の体

制を強化することとしている。

（山本農村振興局総務課長）

人口減少社会に対応し農山漁村の活性化を図り、美しく活力ある農山漁村を実現す

ることが喫緊の課題となっている。

このため、農村振興局については、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るた

め、日本型直接支払制度の推進体制を強化するとともに、鳥獣被害対策、高齢者対策

を地域政策を担う農村振興局に一元化することとしている。

（渡邉調査交渉部長）

消費・安全局からJAS規格の企画が食料産業局に移管する理由は何か。

（大村食料産業局総務課管理官）

もともと、JAS規格は、適正かつ合理的な規格を普及することで、消費者の需要に

即した農業生産等を振興する目的も有している。

食品表示関係業務が消費者庁に集約されつつある中で、こうした産業振興の側面に

改めて着目し、輸出する際に相手国で一定の品質を担保するための国際標準的なもの

としていくことも視野に、JAS規格を戦略的に活用していく観点から、その作成（企

画）の業務を食料産業局に移管することとしたものである。

なお、JASマークの表示の監視については、消費者行政としての側面が強いため、

引き続き、消費・安全局で所管することとしている。

（渡邉調査交渉部長）

次に地方組織の見直しについて伺う。

「農政全般について「現場に伝える」「現場から汲み上げる」機能を強化するため、

地域センターを見直し、地方参事官（仮称）とその他の担当官を地方農政本局直属の

スタッフとして各地に配置し、現場と農政を結ぶ部門を新設」としているが、現状の

地域センターにおいても農政全般において「現場に伝える」「現場から汲み上げる」

業務を遂行するため、組合員は限られた人員のなかで全力で取り組んでいる。農政事

務所から地域センターに組織改編が行われて間もないにも関わらず、なぜ地域センタ

ーを見直さなければならないのか。

（橋本地方課長）

現在の地域センターは、①表示監視業務、②統計業務、③経営所得安定対策等の交

付金交付業務や、④６次産業化事業計画の策定支援など、個別業務の執行機関として

設置したものであり、農政全般を「現場に伝える」「現場から汲み上げる」などの現

場と農政を結ぶ機能を担うことを想定したものではなかったところである。

一方、昨年12月に「農林水産業・地域の活力創造プラン」を取りまとめ、農政改革

を進めているところであり、農林水産省として具体的な成果を出すことが強く求めら

れている。
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このプランに基づく農政改革を着実に推進していくためには、農政全般を「現場に

伝える」「現場から汲み上げる」機能を抜本的に強化することが不可欠となっている。

こうした事情の変化に対応するため、今回、地域センターのあり方を見直し、地方

参事官とその他の担当官を各地に配置し、現場と農政を結ぶ部門を新設することで、

コメ政策、経営所得安定対策、６次産業化とともに、新規就農、鳥獣被害対策のよう

な現場ニーズの高い農政上の課題全般について現場に浸透させることや、現場の声を

汲み上げて農政の企画・立案を的確に行うことを目指している。

（渡邉調査交渉部長）

次に地方農政局等の体制について伺う。

本省の組織再編に伴い、農政局の組織はどのように再編されるのか。

北海道農政事務所の見直しはどうなるのか。また、農政局と同様の組織体制となる

のか。

（橋本地方課長）

本省の組織再編にあわせて、地方農政局においても、総務部門の集約化、鳥獣被害

対策、高齢者対策の農村計画部への移管や、消費・安全部における食品安全政策の推

進体制の強化、経営・事業支援部における輸出促進、地域の食文化振興等の体制の充

実を図ることとしており、所要の組織・定員要求を行っている。

また、北海道農政事務所においても、地方農政局と同様に、総務部門の集約化、食

品安全政策の推進体制の強化、輸出促進、地域の食文化振興等の体制の充実を図るこ

ととしており、所要の組織・定員要求を行っている。

（渡邉調査交渉部長）

地方農政局から本省検査・監察部に検査業務を一元化するとしているが、なぜ、検

査課を廃止し本省に一元化するのか。

（齋藤調整課長）

地方農政局の検査業務については、本省検査部に移管して、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。

今般の見直しは、信用農業協同組合連合会や経済農業協同組合連合会の全国団体と

の統合の進展、厚生農業協同組合連合会の地域偏在など検査対象団体の実態の変化等

に対応して、これまでの地方農政局による検査を本省に移管するものである。

この見直しによって、検査対象団体の実態等に対応した的確な業務管理態勢に発展

するとともに、専門性を高めるための人材育成を本省が一元的に行うことによって、

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）

次に地域センターについて何点か伺う。

地域センターを見直し、「地方参事官とその他の担当官を地方農政本局直属のスタ

ッフとして各地に配置し、現場と農政を結ぶ部門を新設」としているが、具体的にど

のような組織を考えているのか。地域センターとの違いは何か。また、各地の配置場

所・箇所をどのように考えているのか。
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「地方参事官」は、局所在地にも同様の組織を配置するのか。

「地方参事官」の役割はどのように考えているのか。

「その他の担当官」とは、具体的にどのような官職なのか。

「地方農政本局直属のスタッフとして各地に配置」としているが、現在のスタッフ

制による業務運営とどう変わるのか。総務部門は残るのか。

（橋本地方課長）

具体的には、地域センターから地方参事官等が駐在する新たな組織に変更すること

を想定している。また、地方参事官等は各県の県庁所在地に駐在することとし、県庁

所在地以外の地域センターは、段階的に県庁所在地に集約することを基本と考えてい

るが、具体的な拠点配置の在り方、拠点の名称等については、組織・定員要求後の査

定当局との折衝の帰趨を踏まえて、今後更に検討していく考えである。

いずれにしても、地域センターについては、現場と農政を結ぶ機関へとその機能を

変える一方、現在、地域センターで実施している業務は見直しを行いつつ、引き続き

各地で実施する必要があるものについては、担当者を各地に配置して業務を執行して

いくこととしており、現場組織そのものがなくなるわけではない。

なお、地方農政局所在府県にも、地方参事官とその他の担当官を配置する考えであ

る。

地方参事官の役割は、その他の担当官とともに、いわば「ミニ農林水産省」として

駐在先の県内各地に積極的に出向き、県・市町村や農業関係団体等の幹部と接触して

政策への理解醸成と取組への働きかけや、地域農業の抱える課題や地域の優良事例の

把握など、「現場に伝える」「現場から汲み上げる」役割を担わせることを想定して

いる。

次に、地方参事官とともに各地に配置する担当官については、地方参事官の活動を

補佐するスタッフとして、課長級管理職、課長補佐級職員及び係長級職員を配置する

ことを想定している。

また、現在の地域センターでは、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、管理職のマネジメント

の下で業務に機動的に対応してもらっているところである。

新たな体制では、地方農政本局の職員が各県に駐在して「現場に伝える」「現場か

ら汲み上げる」業務に従事することを想定しているが、駐在する職員に対しては職務

命令を発出して地方参事官の指揮監督を受けるようにすることで、地方参事官のマネ

ジメントの下、スタッフ制による業務運営が確保できることと考えている。

最後に、総務部門については、総務・管理業務の集約・効率化によって、これまで

地域センターで行っていた業務の多くを本局で対応することとしているが、各県駐在

拠点に一部残る業務に対しては、職員を配置して対応することを想定している。

（渡邉調査交渉部長）

「県庁所在地以外の地域センターは、段階的に県庁所在地に集約する」との回答で

あるが、県庁所在地以外の新たな組織はどのようになるのか。また、そのマネジメン

トは地方参事官が担うのか。

また、「総務部門については、各県駐在拠点に一部残る業務に対しては、職員を配

置」との回答であるが、県庁所在地以外の拠点については総務部門はどのようになる
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のか。

（橋本地方課長）

県庁所在地に集約するまでの県庁所在地以外の拠点の在り方については、総務・管

理業務を含む、現在、地域センターで実施している業務が滞りなく執行できるように、

査定当局との折衝の帰趨を踏まえて、今後更に検討していく考えである。

（渡邉調査交渉部長）

各地に配置される職員の格付けは、局と同等の級別標準職務表の区分の取扱いとな

るよう求めていくのか。

（横山秘書課長）

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。

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）

各組織の見直しの時期は、いつを考えているのか。

（大角文書課長）

組織の見直しについては、平成27年10月1日を想定している。

（渡邉調査交渉部長）

植物防疫所、動物検疫所、漁業調整事務所においては、大きな見直しはあるのか。

（大角文書課長）

業務量の増減に対応した見直しはあるが、大きな見直しはしない。

（渡邉調査交渉部長）

次に具体的な要求について伺う。

国営土地改良事業所等について、次年度の事業所、建設所、支所の新設・閉鎖はど

うなっているのか。

国営土地改良事業所等では、競争力強化・国土強靭化、震災からの復旧・復興へ懸

命に取り組んでいるなか、業務量の増加により慢性的な超過勤務が発生しており人員

不足が最大の課題となっているが、業務運営に必要な定員要求は行われているのか。

（山本農村振興局総務課長）

平成27年度に新設を要求している事業所等は、事業所３か所、建設所３か所、支所

５か所である。

他方、廃止予定の事業所等は、事業所４か所、建設所１か所、支所４か所である。

なお、これらについては、今後の予算編成過程を経て決定されるものであることを

ご理解願いたい。
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「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、

国営土地改良事業所等については、各事業所毎の業務量や事業執行計画を勘案し、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。

（渡邉調査交渉部長）

植物防疫所、動物検疫所、動物医薬品検査所について伺う。

植物防疫所については、プラムポックスウイルスなどの植物病害虫の国内侵入・ま

ん延の防止及び発生時の国内防疫に的確に対応するため、植物防疫の充実・強化が求

められている一方で定員事情は極めて厳しい状況にある。組織・定員要求はどのよう

になっているのか。

植物防疫所の１人庁においては、支所等からの応援体制は限界になっており、不測

の事態への対応などリスク管理上の問題が懸念されることから、解消に向けて要求し

てきたが、どのような要求になっているのか。

動物検疫所においては、改正家畜伝染予防法に基づき、家畜の伝染性疾病の国内侵

入・まん延の防止及び発生時の国内防疫に的確に対応するため、動物検疫所の充実・

強化が求められている一方で定員事情は大変厳しい状況にある。組織・定員要求はど

のようになっているのか。

動物医薬品検査所については、動物用医薬品承認審査体制や動物用医薬品国内調整

体制などの強化が求められているが、組織・定員要求はどのようになっているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、観光立国の推進に伴う外国人旅行客の増加や格安航空（Ｌ

ＣＣ）の就航や増便などに対応し、我が国への植物病害虫の侵入防止や日本再興戦略

に沿った農産物の輸出を促進するための組織・定員要求を行っている。

なお、プラムポックスウイルス等新規重要病害虫の調査等については、その発生が

予め予測できない中で、緊急的に対応する必要がある業務であり、各植物防疫所の業

務状況を踏まえつつ、円滑な対応が図れるよう適宜適切な応援体制を整備する必要が

あると考えている。

人員配置に際しては、一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、業務量等に応じた人員配置の見直しの中で、業務量の減少等に伴う一人庁の出

張所が生じている。

一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には、近隣の

出張所、支所、本所からの職員の応援体制をとっており、引き続き、職員の業務負担

が過大なものとならないよう、適切な植物検疫体制の確保に努めてまいりたい。

動物検疫所においては、観光立国推進、LＣＣ便の新規就航及び地方空海港におけ

る増便、検疫探知犬の導入等に伴う業務量の増加の対応等に伴う要求を行っていると

ころである。

なお、実際の予算配分・人員配置においても、予算及び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、業務量に見合ったものとなるよう努めているとこ

ろである。引き続き、適切な予算配分及び実施体制の構築により、円滑な検疫業務の

運営に努めてまいりたい。
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動物医薬品検査所においては、改正薬事法の施行によって生じる医療機器・体外診

断用医薬品の安全性等を担保する基準適合性の調査に対応するための体制整備を行う

組織・定員要求を行っているところである。

（渡邉調査交渉部長）

漁業調整事務所については、これまで漁業取締時の安全確保するために、漁業取締

指導官の２名乗船体制を求めてきたが、対応可能となる定員要求となっているのか。

（新井水産庁漁政課長）

漁業取締体制の強化及び漁業取締時の安全確保のため、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いる。

これまでも２名乗船体制の確立に向け定員を確保してきているところであり、今年

度の定員要求においても更なる体制整備に向け、増員要求しているところである。

（渡邉調査交渉部長）

定年退職者の再任用、新規採用について伺う。

本年４月に再任用に関する意向調査が実施されたが、フルタイムを希望した者全員

が再任用できるのか。また、今後のスケジュールはどうなるのか。

新規採用については、「国家公務員の新規採用の方針について」に基づき、各府省

の判断でフルタイム再任用職員の増加見込みを踏まえ必要な抑制を行うとされている

が、新規採用の考え方・見通しについて伺う。地方組織への採用はどう考えているの

か。

（横山秘書課長）

再任用については、定年退職予定者の意向を正確に把握し、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考えであり、来年の１月に条件

提示を行う予定である。

新規採用については、フルタイム再任用職員や定員確保の動向などを踏まえつつ、

今年度より大幅に拡充した水準を計画的かつ平準的に行えるよう適切に対応するとと

もに、地方組織への配置も増やしていく考えである。

（渡邉調査交渉部長）

最後に級別定数改定要求について伺う。

私たちは、行政職（一）の３級・４級定数の拡大、特に、事業所の３級定数、地域

センター及び本省係長の４級定数の拡大、行政職（二）の本省５級定数、地方農政局

の３級定数の拡大、専門行政職の３級・４級定数の拡大を要求してきたところである。

級別定数の改定要求について、どのような要求内容となっているのか。

また、行政職（二）の運用基準の緩和、海事職（一）及び（二）、医療職（三）の

昇格基準の緩和を求めているところである。処遇改善が図られる級別定数改定となる

よう、最大限の対応を要請する。

（横山秘書課長）

級別定数改定については、職員の処遇改善の観点から、特に年齢構成上多数職員が
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偏在する中位級（行政職（一）３級から６級）を重点事項として定数の拡大を要求し

ているほか、行政職（二）、研究職、専門行政職、海事職（一）及び（二）について

も、定数の拡大を要求している。

また、昇格基準の緩和等については、行政職（二）、海事職（一）及び（二）、医

療職（三）において、運用基準の緩和等の弾力的な運用を人事院に要望しており、今

後も引き続き努力してまいりたい。

（柴山書記長）

本日、初めて、業務と組織の見直しを含む2015年度組織・定員要求について、それ

ぞれ説明いただいた。今後、査定省との折衝段階に入るが、まずは、本日省議決定し

た内容について職員に対し丁寧に説明するよう要請する。

また、８月８日の夏季要求回答交渉において、佐藤官房長から「農林水産行政を推

進するための事業・組織の見直しなど、避けて通れない課題が多く、これらは、職員

の勤務条件に大きく影響する課題であり、慎重にかつ、入念に対応していかなければ

ならないと認識している。」との回答が示された。業務と組織の見直しは、組合員の

雇用と労働条件に直結する課題である。したがって、組織再編は新たな農政を着実・

継続的に推進できる組織体制を構築することが重要であるが、その具体化では、業務

の見直しと平仄のあったものでなければならず、組織の統廃合を前提としないことを

強く求める。

特に、地域センターの見直しでは、現場と農政をむすぶ機能を強化することを基本

としていることから、その機能が十分に発揮できる拠点の確保はもとより、新規採用

を含む必要な人員を配置するため、自律的再配置分を十分に活用するよう要請する。

さらに、大きな組織再編が含まれていることから、組織・定員要求の具体化にあたっ

ては、現場実態を踏まえ建設的な意見を申し上げるので、労働組合の意見を十分踏ま

えて検討するよう重ねて求める。

（横山秘書課長）

本日は、平成27年度の組織・定員要求について意見交換した。

国民の付託に応え、安定的な行政運営を将来にわたって展開していくためには、労

使が協力しあって、定員管理の枠組の下、業務改革による組織見直しを実現すること

が不可欠である。引き続き、建設的な議論を期待したい。

（川本秘書課調査官）

以上をもって、平成26年度第１回労使間意見交換会を終了する。

以 上


