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平成27年度第２回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成27年９月25日（金）14:59～16:52（113分）

２ 会 場：秘書課研修室（本館７階 ドア№774）

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 光 吉 一 大臣官房予算課長

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 森 健 生産局総務課長

同 村 井 正 親 経営局総務課長

同 山 本 徹 弥 農村振興局総務課長

同 内 田 幸 雄 農林水産技術会議事務局総務課長

同 青 山 豊 久 林野庁林政課長

同 松 原 明 紀 水産庁漁政課長

同 山 口 潤一郎 文書課調査官

同 清 水 多嘉男 食料産業局総務課管理官

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

同 笠 原 洋 一 東京ブロック対策部長

（山田秘書課調査官）

只今より、平成27年度第２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28年度農林水産予算概算要求の概要」、「平成28年度組織・定員要

求について」、「10月１日の組織再編」を議題として労使間意見交換会を開催する。

特に「10月1日の組織再編」については、各ブロックの意見聴取会で出された御意

見等に関し、本省段階で整理すべき事項についてお示しし、それを議題として意見交

換したいと考えている。

組織再編まで僅かな時間となったが、職員の皆さんと共通の認識の下で、新しい組

織が農林水産行政の重要課題に適切に対応し、国民から期待される役割を果たせるも
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のとなるよう、十分意見交換したいと考えているのでご協力をお願いする。

（山田秘書課調査官）

本日は３つの議題があるため３部構成で実施することとしたい。

それでは、まず、「平成28年度農林水産予算概算要求の概要」について、意見交換

を始める。

まず、第１部の出席者を紹介する。

当局側として、横山秘書課長、光吉予算課長、津垣統計部管理課長、小川消費・安

全局総務課長、森生産局総務課長、村井経営局総務課長、山本農村振興局総務課長、

内田農林水産技術会議事務局総務課長、青山林野庁林政課長、松原水産庁漁政課長、

山口文書課調査官、清水食料産業局総務課管理官、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、渡辺調査交渉

部長、笠原東京ブロック対策部長である。

本日の配布資料は、「平成28年度農林水産予算概算要求の概要」である。

この資料については、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、「平成28年度農林水産予算概算要求の概要」について、光吉予算課長か

ら説明いただく。

（光吉予算課長）

平成28年度農林水産関係予算の概算要求については、「農林水産業・地域の活力創

造プラン」及び新たな「食料・農業・農村基本計画」に基づき、強い農林水産業と美

しく活力ある農山漁村を実現するための施策を重点的に要求したところである。

まず、お手元の白本の１ページ「平成28年度農林水産予算概算要求の骨子」を御覧

いただきたい。概算要求額は２兆6,497億円で、対前年度比で114.8％となり、そのう

ち公共事業費が7，826億円、非公共事業費が１兆8,671億円となっている。公共事業

費の内訳は、２ページに記載してあるとおり、農業農村整備については、対前年度比

122.5％である3,372億円に、森林整備については、対前年度比117.5％である1,414億

円としている。その他は、治山は717億円、水産基盤整備は841億円、海岸については

47億円、農山漁村地域整備交付金については1,243億円としている。

次に、概算要求の重点事項について御説明する。

３ページのＡ３ポンチ絵を御覧いただきたい。「水田フル活用の推進と経営所得安定

対策」について、飼料用米等の生産の拡大を後押しするため、「水田活用の直接支払

交付金」を増額し、3,177億円を要求したところである。

「強い農林水産業のための基盤づくり」について、「農業農村整備事業」は、増額

となる3,372億円を要求したところである。また、強い農業づくり交付金など施設整

備の予算についても増額要求している。
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「担い手への農地集積・集約化等による構造改革の推進」について、農地中間管理

機構による農地の集積・集約化を加速化する予算や農地利用の 適化を担う農業委員

会の活動を支援する予算を要求している。

「畜産・酪農の競争力の強化」について、「畜産収益力強化対策」、いわゆる畜産

クラスターを増額するなど所要の額を要求したところである。

「農林水産物・食品の高付加価値化等の推進」について、６次産業化への支援に加

え、薬用作物の産地づくり、先端ロボットの開発・普及のための要求をしている。

次のページに移っていただき、「日本食・食文化の魅力発信と輸出促進｣について、

日本食・食文化の魅力を発信する取組を支援するとともに、農林水産物・食品の輸出

を促進するための要求をしている。また、訪日外国人旅行者を農山漁村に呼び込むた

めの情報発信・受入体制づくりを支援するインバウンド関係の予算を新規で要求した

ところである。

｢品目別生産振興対策」、「食の安全・消費者の信頼確保」についても、所要額を

要求している。

｢人口減少社会における農山漁村の活性化」について、多面的機能支払交付金や他

省庁との連携による集落のネットワーク化、再生可能エネルギーの導入促進を図る予

算を要求しているほか、鳥獣被害防止のための要求をしている。

「林業の成長産業化・森林吸収源対策の推進」について、間伐・路網整備、木材加

工施設など川上から川下までの取組を総合的に支援する予算、次世代林業基盤づくり

交付金や、違法伐採対策のための予算を要求したところである。

また、森林吸収源対策を進めるため、森林整備事業を増額要求している。

「水産日本の復活」について、浜の活力再生プランに加えて、広域浜プランの策定

を支援し、浜の担い手・地域活性化を図るための予算を要求するとともに、資源管理

・資源調査の強化、漁業経営安定対策、加工・流通・輸出対策等についても要求して

いる。

以上が、平成28年度概算要求における重点事項である。

（柴山書記長）

９月４日に財務省が公表した2016年度一般会計予算概算要求では、各省庁の総額が

102兆4千億円で３年連続で過去 大を更新している。2016年度は、国と地方の基礎的

財政収支、プライマリーバランスを2020年度に黒字化する財政健全化目標の達成を目

指す「経済・財政再生計画」の初年度にあたり、歳出抑制圧力が強まることが予想さ

れる。

今ほど説明があったが、今回の農林水産省の要求は、厳しい国家財政事情にあるも

のの、「新たな食料・農業・農村基本計画」や「農林水産業・地域の活力創造プラ
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ン」に基づく各種施策を着実に推進するために必要な予算要求・要望と考えている。

また、２年目となる組織再編の環境整備や来年４月から始まる法人統合及び第４期

中長期目標期間における各法人の事務・事業と組合員の雇用・労働条件の確保に必要

な予算となる。

今後の予算編成の過程において査定省との厳しい折衝が予測されるが、必要な要求

・要望額の満額確保に向けて 大限の努力を要請する。

私からは以上を申し上げ、今回の概算要求の内容について、それぞれ担当より何点か

伺いたい。

（渡辺調査交渉部長）

「平成28年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針」において、義務的経費は

一昨年から引き続き前年度予算額と同額とされている。次年度予算額が前年度比114.

8％と大幅に増額となっている一方で、義務的経費は前年度同額としており、現在で

も超過勤務が増加しているなかで予算不足が懸念される。超過勤務手当などを含む業

務遂行に必要な予算要求となっているのか。

また、組織再編に伴う支局の超過勤務手当単価は、農政局と同様の単価要求を行っ

ているのか。加えて、北海道農政事務所の超過勤務手当単価の改善を要求しているの

か。

さらに、フルタイムを含む再任用に必要な人件費予算を要求しているのか。

（横山秘書課長）

超過勤務手当予算については、業務全般の超過勤務の状況等を踏まえ、増額要求を

行ったところである。

また、北海道農政事務所の超過勤務手当については、昨年と同様に増額要求を、支

局については、局並みにはならなかったものの増額要求を行ったところである。

フルタイムを含む再任用に必要な人件費予算は、増員分を含め必要な額を要求した

ところである。

（渡辺調査交渉部長）

平成28年度予算概算要求では、4兆円の「新しい日本のための優先課題推進枠」が

設定されているが、農林水産省における具体的な要望額の内訳はどのようになってい

るのか。

（光吉予算課長）

「平成28年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」において、「新

しい日本のための優先課題推進枠」は、骨太の方針や日本再興戦略等を踏まえた諸課

題について措置するとされており、当省においては、①担い手への農地の集積・集約

化を推進する「農地耕作条件改善事業」359億円、②生産から流通までの強い農業づ

くりに必要な共同利用施設の整備等を支援する「強い農業づくり交付金」345億円な

ど総額4,522億円を要望したところである。

（渡辺調査交渉部長）

「平成28年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針」では、各府省における行
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政事業レビューの結果を要求・要望に反映するとしているが、農林水産省においては

どのような事業が対象となったのか。

また、対象事業に係る今後の展開・推進に支障は生じないのか。

（光吉予算課長）

平成27年度においては、公開プロセスの対象となっている事業を含め、324の事業

を対象として行政事業レビューを実施した。この中で、廃止と結論付けられた１事業、

医福食農連携推進環境整備事業については廃止することとし、改善を求められた草地

難防除雑草駆除対策など31事業についてはより効果的に事業目的を達成できるよう所

要の見直しを行った上で、事業を展開・推進していけるよう必要な要求を行ったとこ

ろである。

（渡辺調査交渉部長）

水田を活用して、麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農業者に対し、

交付金を直接交付するため、水田活用の直接支払交付金が増額されているが、必要な

非常勤職員の雇用経費は確保されているのか。

（森生産局総務課長）

平成28年度の水田活用の直接支払交付金に係る予算要求においては、平成27年度か

ら交付金の仕組みに変更はないため、平成28年度の業務内容はこれまでと同様である。

事務費のうち非常勤職員の雇用経費分については、増額で要求しているところであ

り、今後とも、業務の効率化等を図り、職員の業務過多にならないよう適切に対応し

てまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

農業農村整備事業関係予算は、どのような内容となっているのか。また、国営土地

改良事業所等の予算はどのようになっているのか。

（山本農村振興局総務課長）

農業農村整備事業関係予算については、農業競争力強化対策と国土強靱化対策の２

点を柱として推進することとし、対前年度比122.5％の3,372億円を要求しているほか、

農山漁村地域整備交付金の農業農村整備分を対前年度比116.5％の857億円及び簡易な

基盤整備を行うための非公共事業の農地耕作条件改善事業を対前年度比359.1％の359

億円を合わせて、対前年度比127.9％の4,588億円を要求している。

また、農業農村整備事業予算のうち、国営土地改良事業に係る予算については、地

元要望等を踏まえて事業の着実な推進を図る観点から、対前年度比118.2％の1,914億

円を要求している。

（渡辺調査交渉部長）

地方農政局及び国営土地改良事業所等については、業務に必要な要員が配置されて

いないことから慢性的な超過勤務が発生している。農業農村整備事業費が昨年に引き

続き増額要求されているが、不払い残業を生じさせないために必要な超過勤務予算の

増額を要求しているのか。
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さらに、実効ある超過勤務縮減が課題となっている中で、工事の発注・監督事務の

外注や非常勤職員の雇用など、必要な予算要求をしているのか。

（山本農村振興局総務課長）

国営土地改良事業の業務遂行に必要な超過勤務手当予算、工事の発注・監督事務の

外注や非常勤職員の雇用などに必要な予算については、所要の額の確保に努めてまい

りたい。

（渡辺調査交渉部長）

国営土地改良事業所等では、各事業所等から被災地支援業務に出張対応しているが、

次年度以降の見通しはどうか。また、必要な旅費等を要求しているのか。

（山本農村振興局総務課長）

平成27年度においては、被災地からの派遣要請に応え、昨年同様、216人月の技術

者を派遣する予定としており、平成28年度においても、福島県から農業土木職員の派

遣調整を依頼されているため、現在派遣要望のとりまとめを行っているところである。

国営事業所等から被災地への技術者派遣については、事業所等の業務に大きな影響

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しているが、今後とも事業

所ごとの業務量及び業務内容に応じた派遣となるよう調整してまいりたい。

また、派遣に要する旅費等についても、所要の額の確保に努めてまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

政策目標として、国営造成施設における重要構造物の耐震設計・照査の実施率を平

成28年度に約６割、基幹水利施設の機能診断済みの割合を平成28年度に約７割、決壊

すると多大な影響を与えるため池のうち、ハザードマップ作成等ソフト対策を実施し

た割合を平成32年度に10割となっているが、現在の進捗状況はどのようになっている

のか。

（山本農村振興局総務課長）

平成26年度末における進捗状況については、国営造成施設における重要構造物の耐

震設計・照査の実施率は、平成28年度目標約６割に対して実績は51％、基幹水利施設

の機能診断済みの割合は、平成28年度目標約７割に対して実績は56％、決壊すると多

大な影響を与えるため池のうち、ハザードマップ作成等ソフト対策を実施した割合は、

平成32年度目標10割に対して実績は42％となっている。

引き続き、目標達成に向けて予算確保に努めてまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

治山事業のうち、「（２）治山等激甚災害対策特別緊急事業」について、当該事業

の対象区域を拡大するとしながら、対前年比70％の削減となっているが、その理由は

何か。

（青山林野庁林政課長）

治山等激甚災害対策特別緊急事業は、台風・集中豪雨・火山活動等により著しく激
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甚な災害が発生した一連の地区において、当該年に緊急に行う災害関連緊急治山事業

に引き続き、次年度以降、緊急かつ集中的に荒廃地等の復旧整備を実施する事業であ

る。

平成28年度概算要求の拡充内容は、治山等激甚災害対策特別緊急事業の採択要件の

緩和を要求するものであり、それにより対象を拡大するものである。一方、平成28年

度の要求額については、今年度計上している４箇所の事業のうち、２箇所で事業が完

了することに伴い、実施箇所数の減少が見込まれていることから、対前年度比70%減

の要求としている。

（渡辺調査交渉部長）

実需者ニーズや流通構造の変化に柔軟に対応するため、生産者、中間事業者等に行

政が加わったコンソーシアム、協議会による、川上から川下までの関係者が連携した

大規模野菜団地づくりが必要として、新しい野菜産地づくり総合対策事業費を大幅に

増額要求しているが、地方農政局、北海道農政事務所、地方参事官室の役割はどのよ

うになるのか。

（森生産局総務課長）

新しい野菜産地づくり総合対策事業については、実需者ニーズに対応した野菜の安

定生産・安定供給を実現するため、加工・業務用野菜の作柄安定技術の導入や大規模

な野菜団地の形成、新たな輸送システムの導入実証等を支援するための予算を新規で

要求しているところである。

事業の実施に当たっては、事業実施主体から事業実施計画を申請していただき、各

地方農政局には、事業計画作成に係る指導や補助金の交付等業務を、北海道農政事務

所本所及び地方参事官室には、事業内容の周知や相談対応をお願いすることとしてい

る。

（渡辺調査交渉部長）

産地において労働力の募集・派遣を一体的に行う仕組みや農業サービス事業体・援

農隊による労働力の提供を円滑に行う仕組みの構築を支援するため、農業労働力 適

活用支援総合対策事業費を新規要求しているが、地方農政局・北海道農政事務所・支

局の役割はどのようになるのか。また、主要産地単位で戦略的・実践的に労働力を確

保・活用するための組織として労働力確保戦略センターを設立するとしているが、こ

のセンターとの関わりはどのようになるのか。

（森生産局総務課長）

農業労働力 適活用支援総合対策事業の実施に当たっては、事業実施主体から事業

実施計画を申請していただき、各地方農政局には、事業計画作成に係る指導や補助金

の交付等の業務を、北海道農政事務所本所及び支局には、補助金の交付に係る事務は

ないものの必要に応じて、地域への情報のアナウンスや情報収集等に係る協力をお願

いすることとしている。

なお、労働力確保戦略センターは、生産者団体や市町村、農業者等を構成員とした

協議会形式の組織を想定しており、本事業の実施主体になるものであることから、農

業労働力 適活用支援総合対策事業と同様の関わりを予定している。
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（渡辺調査交渉部長）

農地の中間受け皿となる農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を加

速するとして、担い手が利用する面積が今後10年間、平成35年度までで全農地面積の

８割となるよう農地集積を加速するとしているが、農政改革２年目となる現在の状況

はどのようになっているのか。

（村井経営局総務課長）

農政改革２年目となる本年は、担い手への農地集積・集約化の加速化を支援すると

ともに、各機構等に対して役員体制の再構築や、優良な取組をまとめた事例集を作成

し情報共有の横展開を図るなどの方策を講じているところである。

（渡辺調査交渉部長）

農地利用の 適化のための農業委員及び農地利用 適化推進委員の積極的な活動に

要する経費を交付するため、農地利用 適化交付金が新設されたが、地方農政局・北

海道農政事務所・支局の役割はどのようになるのか。

（村井経営局総務課長）

農地利用 適化交付金については、平成35年度末までに担い手に農地面積の８割を

集積するという目標を達成するため、積極的に農地利用の 適化業務に取り組む農業

委員会を支援するものであり、農業委員及び農地利用 適化推進委員に対して、経費

を補助することを予定している。

地方農政局及び北海道農政事務所では、補助金交付事務及び取組に対する助言・指

導等を担うこととなる予定である。

なお、支局には、特段の事務を予定していないところである。

（渡辺調査交渉部長）

我が国の食料供給力を強化していくためには、農地制度の適切な運用を行うととも

に、荒廃農地を再生利用する取組を地方公共団体、農業団体等が一丸となって進めて

いく必要があるとして、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を大幅に増額要求してい

るが、地方農政局・北海道農政事務所の役割はどのようになるのか。

（山本農村振興局総務課長）

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金は、荒廃農地において作物生産を再開する農業

者等が行う再生作業等の取組を支援するものである。

要望の増加に伴い平成28年度予算を増額要求しているところであるが、制度の拡充

や仕組みの変更はないため、これまでと同様に、補助金交付事務について地方農政局

は行うが、北海道農政事務所では行わないこととしている。

（渡辺調査交渉部長）

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、青年新規就農者・経営継承者に

対して就農前の研修期間、２年以内及び経営が不安定な就農直後、５年以内の所得を

確保する給付金を給付するとしているが、地方農政局及び北海道農政事務所の役割は
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どのようになるのか。

（村井経営局総務課長）

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る観点から、平成28年度概算要求におい

ても引き続き青年就農給付金事業を要求している。同事業の実施に当たっては、これ

までと同様に地方農政局において、事業の周知及び管内都府県が作成する事業計画の

承認等を行うこととなる。

なお、北海道農政事務所においては、北海道が作成する事業計画の承認等は本省が

行うため、事業の周知のみを行うこととなる。

（渡辺調査交渉部長）

生産基盤の強化のため、高収益畜産への転換、生産性向上、畜産環境問題への対策

等を進めることにより、畜産・酪農の収益性向上を図るとして、畜産・酪農の収益性

向上費を大幅に増額要求しているが、地方農政局・北海道農政事務所・支局の役割は

どのようになるのか。また、農林水産省所管独法との関わりはあるのか。

（森生産局総務課長）

高収益型畜産体制構築事業、畜産収益力強化対策において、事業実施地区等の交付

決定に係る事務など畜産クラスターの取組を推進するため、地方農政局及び北海道農

政事務所においては、各地の実情に沿った効率的な予算の執行業務を担ってもらうこ

とを想定している。また、畜産クラスターを継続的に推進するためには、畜産クラス

ターの取組事例の収集や、都道府県への情報発信が重要であるため、支局においては、

円滑な事業運営や実態把握に係る協力をお願いすることとしている。

国産畜産物の新たな市場獲得のための技術開発促進事業については、現時点で地方

農政局等で行う事務は想定していない。

なお、平成26年度補正予算の畜産収益力強化対策、畜産収益力強化緊急支援事業で

は農林水産省所管独法、農畜産業振興機構を経由して事業を行ったが、平成28年度事

業においては、農畜産業振興機構を経由しない形に交付ルートの見直しを検討してい

るところであるが、この検討において地方農政局等が新たに交付ルートに組み入れら

れることはない。

（渡辺調査交渉部長）

分娩後の卵巣・子宮機能の早期回復、精液の高品質化を通じた受胎率の向上、泌乳

量の平準化を通じた生涯乳量の向上等のための技術開発を推進するため、和牛・生乳

の生産拡大を支える研究開発費を増額要求しているが、農水省所管独立行政法人との

関わりはどのようになるのか。

（内田農林水産技術会議事務局総務課長）

和牛・生乳の生産拡大を支える研究開発については、公募により選定した研究機関

に委託して実施することとなっている。

（渡辺調査交渉部長）

地域の創意工夫により、農林漁業者と食品製造・流通業者等の多様な事業者が連携
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したネットワークを構築して行う６次産業化等の取組を推進するため、都道府県段階

に６次産業化プランナーを配置し、農林漁業者等による６次産業化の事業計画の作成

等を支援する体制を整備するとしているが、地方農政局・北海道農政事務所・支局の

役割はどのようになるのか。

また、６次産業化の総合化事業計画のフォローアップ等における認定事業者のデー

タベース作成及びフォローアップ業務に関する電算システムの導入などの経費は要求

しているのか。

（清水食料産業局総務課管理官）

平成28年度予算概算要求に当たっては、都道府県段階に６次産業化プランナーを配

置し、農林漁業者等による６次産業化の事業計画の作成等を支援する体制を整備する

こととしている。

これは、平成27年度予算と同様、６次産業化に意欲を持って取り組む農林漁業者等

に対して、新商品の加工技術や販路開拓等についてアドバイスを行う６次産業化プラ

ンナーを登録・派遣する都道府県サポートセンターの運営を支援するものである。

地方農政局等については、六次産業化・地産地消法の下、これまでどおり、①総合化

事業計画の認定事務、②総合化事業計画の認定を受けた事業者に対するフォローアッ

プ業務等の役割を担うことになるので、引き続き、都道府県等のサポートセンターと

連携しつつ、農林漁業者の事業計画の作成、事業展開や経営改善に向けた助言・指導

を行うこととなる。

なお、総合化事業計画の認定を受けた事業者に対するフォローアップ等の業務の効

率化等を図るため、平成28年度概算要求に当たって、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要求しているところである。

（渡辺調査交渉部長）

ロボット技術など革新的技術の導入による生産性の飛躍的な向上のための研究開発

・導入実証等を支援するとして、農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業、ロボ

ット研究開発型費を新規要求しているが、農林水産所管独法との関わりはあるのか。

また、スピード感をもって事業化・商品化を進めるため、異分野の知識や技術を結

集し、産学連携を強化することにより、革新的な技術の研究開発を推進するため、

「知」の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業費が大幅に増額されているが、

農研機構の役割はどのようになるのか。

（内田農林水産技術会議事務局総務課長）

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業、ロボット研究開発型については、公

募により選定した研究機関に委託して実施することとなっている。

また、「知」の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業費については、農研

機構が公募実施する研究資金を増額するものであり、配分機関である農研機構の役割

は変わらない。

（渡辺調査交渉部長）

地理的表示保護制度に係る登録申請に対する支援及び普及啓発、ＧＩ産品を中心と

した地域ブランド化とビジネス化の支援等を推進するため、地理的表示等活用総合対
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策事業費を新規要求しているが、地方農政局・北海道農政事務所・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）

地理的表示等活用総合対策事業は本省の直接採択事業であり、事業実施主体として

登録申請に対する支援、商談会等のイベントや事例調査等の実施能力を有する民間団

体を予定している。

なお、本事業の執行に関連して地方農政局等においては、事業の円滑な執行のため

に必要な現地への情報提供等の補助的な業務を想定している。

（渡辺調査交渉部長）

ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」の保護・継承のための普及活動、全国

レベル・地域レベルでの食育活動、地域の食を日常の食生活に取り入れてもらうため

の活動等の支援による国産農林水産物・食品の消費拡大を推進するため、「和食」の

保護・継承事業費、地域食文化魅力再発見食育推進事業費、日本の食消費拡大国民運

動推進事業費、健康な食生活を支える地域・産業づくり推進事業費を新規要求してい

るが、地方農政局・北海道農政事務所・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月の組織改正後は、官房、消費・安全局等で行ってきた「和食」の保護・継

承、食育等を食料産業局に移管し、関連性の高い諸施策を連携させて、郷土料理や伝

統野菜等、地域で受け継がれてきた伝統的な食文化の魅力を再発見し、これを地域に

根付かせる取組を推進することとしている。

平成28年度予算概算要求のうち、地域における食育推進に係る予算については、地

方農政局等で申請受付、交付に係る事務手続を行うことを想定しているが、それ以外

の予算については本省直轄の委託事業又は補助事業としているところである。

（渡辺調査交渉部長）

主要な品目ごとの輸出拡大方針に沿って、品目別輸出団体が中心となって実行する

ジャパン・ブランドを掲げた輸出促進の取組、産地間連携の促進、輸出環境整備と併

せた地域の取組等を支援するとともに、諸外国の輸入規制の緩和・撤廃等の輸出環境

整備のために必要な情報・データの収集を行うため、輸出戦略の実行に向けた輸出促

進体制強化費を増額要求しているが、地方農政局・北海道農政事務所・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）

平成32年に農林水産物・食品の輸出額目標１兆円を達成するために、平成28年度予

算概算要求では必要な予算を増額要求している。

この要求のうち、輸出環境整備のために必要な情報・データ収集に係るものは、政

府間協議等のために委託事業者を選定して実施するものであり、地方農政局等が直接

携わることはない。

一方、産地間連携を含む地域単位での輸出促進の取組への支援事業については、引

き続き、補助事業の周知を図るとともに、交付決定業務やその後のフォロー等の役割
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を担うことになる。

また、ジェトロの実施する見本市や商談会の事業、特に各国で試験販売を実施する

ためのインストアショップ事業について、事業の周知や関心のある事業者の発掘を担

うこととなる。

なお、本年10月１日から、地方農政局等の所掌事務に、輸出促進に関する事務が新

設され、これまでの本省の補助的役割から主体的な活動を担う役割へと変わることと

なる。

具体的には、これまでの業務に加え、①各地域の特性を活かした輸出戦略の策定、

②各地域における国の出先機関、各都道府県等との連携強化、③地域輸出促進協議会

の充実・強化、④地方農政局等のイニシアチブによる海外展開にも取り組むことを考

えている。

地域の輸出への活力を引き出すには、地方農政局等による施策の周知、幅広い関係

者との協力・連携や輸出に関する相談等の輸出に取り組む事業者への支援が不可欠で

あるため、主体的に輸出促進業務に取り組んでいただくことになる。

（渡辺調査交渉部長）

国産水産物の消費・輸出拡大を図るため、水揚げから荷捌き、出荷の過程で輸出先

国のＨＡＣＣＰ基準等を満たす荷捌き所や岸壁等の整備を推進するとして、輸出戦略

漁港における高度衛生管理対策の推進費を増額要求しているが、水産庁の体制は整備

されているのか。

（松原水産庁漁政課長）

担当課においては、本年度、実員を平成26年度から１名増員し、体制の強化を図っ

ているところ。また、東日本大震災を契機に対応が進められる高度衛生管理型施設整

備等については、漁港防災・衛生管理専門官、漁港安全対策係長が担当しているとこ

ろであり、引き続き、平成28年度以降も同様の体制が整えられるよう、定員要求を行

っているところである。

（渡辺調査交渉部長）

輸出促進に必要となる家畜疾病に関する対策の実施及び国内病害虫の情報収集や新

たな検疫措置の確立等の支援を行うとともに、輸出検疫情報の提出等により、国産農

畜産物の輸出や訪日外国人によるお土産としての持ち帰りを促進するため、輸出促進

に資する動植物防疫体制の整備費を増額要求しているが、植物防疫所・動物検疫所の

役割は引き続き高まると思うが、そのための体制整備は図られているのか。

また、植物防疫所については、１人庁官署を廃止するとの組織要求を行っているが、

出張旅費等の必要な要求は行っているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

国産農産物及び牛肉等畜産物の輸出を促進するため、植物防疫所においては、農産

物の輸出を志向する産地等に対する情報提供を行うとともに、空港出国ロビー内にお

ける検査場所の整備等のための予算や集荷地検査、種苗類の輸出検疫体制強化に必要

な組織・定員要求を行っているところである。

また、動物検疫所においては、輸出検疫を円滑に実施する輸出検疫証明書の偽造防
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止のための予算や輸出者に対して牛肉等畜産物の輸出に関する的確な指導等に加え、

牛肉の輸出実績を踏まえた輸出検疫体制強化に必要な組織・定員要求を行っていると

ころである。

こうした、輸出手続を円滑かつ迅速に行うための予算や組織・定員を確保し、動植

物の輸出検疫業務について適切な体制整備をしてまいりたい。

出張所の統廃合に伴い発生する出張検疫旅費については、植物防疫所全体の予算の

中で必要額を確保してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

外国人旅行者が国産農畜産物を持ち帰る際の利便性を高めるため、道の駅等で購入

した農畜産物について動植物検疫を経て、宅配便により送付したり、空港やクルーズ

船の寄港地で受け取ることができるような検疫受検のモデル的な取組を支援するとし

て、おみやげ農畜産物検疫受検円滑化支援事業費を大幅に増額要求しているが、植物

防疫所・動物検疫所の役割はどのようになるのか。

（小川消費・安全局総務課長）

訪日旅行者が安心して円滑に地域の農畜産物を持ち帰ることができる環境・体制を

整備することは、再興戦略や観光立国アクションプランで政策課題となっている。こ

れを踏まえ、平成28年度要求においては、本事業を拡充して要求しているところであ

る。

植物防疫所・動物検疫所においては、本事業で実施するモデル的な販売について、

事業者が取り組みやすい検疫手続等を検証するため、卸売市場、クルーズ船の寄港地

等に出向き、輸出検査を実施するといった役割を果たし、利便性の高い仕組みづくり

に貢献してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

主要空港に加え、地方空港やクルーズ船が寄港する海港においても、道の駅やみな

とオアシス等の農畜産物販売店や運送業者等と連携したモデル販売を実施するとして

いるが、具体的なモデル販売箇所は何カ所あるのか。また、モデル販売箇所の検疫体

制はどのように考えているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

訪日旅行者に対する具体的なモデル販売箇所数等については、お土産農畜産物検疫

受検円滑化支援事業の公募過程の中で、具体的に検討してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

水際での防疫措置の徹底として、検疫探知犬の増頭を要求しているが、頭数、配置

先空港、ハンドラーの民間委託など具体的な内容はどのようになっているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

検疫探知犬による探知業務については、海外旅行者等による畜産物の不正持ち込み

を未然に防止するため成田国際空港等にこれまで20頭導入し、平成27年度は新たに４

頭、更新２頭、増頭２頭を導入して水際対策の強化を図っている。
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今後も観光立国の推進等に伴う訪日外国人旅行者数の増加が見込まれていることか

ら的確な検疫対応に必要な探知犬数を計画的に確保するため､平成28年度予算では、

成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港にそれぞれ２頭の検疫探知犬を導入、

合計６頭するとともに、その探知業務を民間に委託する予算要求を行っているところ

である。

（渡辺調査交渉部長）

集荷地検査、種苗類の輸出検査等の体制強化を図るとともに、お土産として持ち帰

る国産農産物の輸出検査を効率的に実施するため、空港出国ロビー内に検査場所を整

備するとしているが、整備する空港や時期など具体的な内容はどのようになっている

のか。また、集荷地検査などに必要な旅費は確保されているのか。さらに、集荷地検

査は昨年に比べどのくらいの増加となっているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

農産物の輸出促進を図るため、新たに新千歳空港に輸出検疫カウンターを整備する

ための予算を要求しているところであるが、詳細については、本要求が認められた後

に調整することとなる。また、集荷地検査については、平成26年が全国で8,743件、

平成27年1～7月は既に6,785件と前年同時期の1.5倍以上の件数となっているが、必要

な旅費については、植物防疫所全体の事務費の中で確保している。

（渡辺調査交渉部長）

ＬＣＣの増便やウメ輪紋ウイルス発生・蔓延などにより検疫業務量が増加するなか、

応援体制や職員の超過勤務によって支障なく業務を遂行しているところであるが、必

要な旅費、超過勤務手当の要求はしているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

ＬＣＣの増便やウメ輪紋ウイルスなどにより検疫業務量が増える中で、円滑な検疫

業務に支障が生じないよう、引き続き業務量等を踏まえつつ、旅費・超過勤務手当等

に必要な予算要求を行っているところである。

（渡辺調査交渉部長）

植物防疫所については、円滑な検査を推進するため、植物防疫官の業務を補助する

非常勤職員を雇用するとしている。また、動物検疫所については、主要空港の出入国

エリアにおいて申告を促す声かけ業務を強化するため、検疫補助員を確保するとして

いるが、非常勤職員の採用基準、雇用形態、配置場所・人員など具体的にどのように

なるのか。また、必要な非常勤職員の雇用経費は要求しているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

訪日外国人旅行者の大幅な増加に対応するため、到着便数の多い主要７空港の手荷

物受取場等では十分な声かけ業務ができていないことから、今般、新たに声かけ業務

を行う非常勤職員を雇用するために必要な予算を要求しているところであり、これに

より、海外旅行者等への動植物検疫業務の案内等を強化してまいりたい。
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（渡辺調査交渉部長）

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を踏まえ、レファレンス・ラボラ

トリー等の海外専門機関での技術習得等により、馬の伝染性疾病の検査体制を早急に

構築するとしているが、研修対象人員・研修先・研修期間など具体的な内容はどのよ

うになっているのか。また、必要な旅費等は要求しているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

東京五輪を見据えた馬の検疫体制を計画的に整備していくため、平成28年度には動

物検疫所の職員２名をドイツにある鼻疽のＯＩＥリファレンスラボラトリーに、30日

間程度派遣することを検討し､そのための必要な旅費等の予算要求を行っているとこ

ろである。

（渡辺調査交渉部長）

外国漁船による違法操業への取締強化の要請等に対応するため、 新鋭の漁業取締

船を用船するなど漁業取締体制の維持強化を図るとしているが、具体的な内容はどの

ようになっているのか。

（松原水産庁漁政課長）

外国漁船の違法操業等へ対応するため、平成24年度以降、順次、漁業取締船の増隻

を図ってきたところ。平成23年度 38隻、平成26年度44隻。

平成28年度予算要求の具体的な内容としては、取締体制の強化を図るため、新たに

代船建造された 新鋭の漁業取締船２隻の用船等を行うこととしている。そのほか、

取締能力の維持・向上に必要な船舶設備や、航行の安全確保に必要な航海計器等の換

装に必要な予算を要求することとしている。

（渡辺調査交渉部長）

所管法人の運営費交付金及び施設整備補助金の要求はどうなっているのか。

特に、施設整備補助金については、整備法に係る衆参農水委員会において、全会一

致で採択された附帯決議にある「各法人の老朽化の著しい施設、研究機材については、

災害対策及び国際競争力の観点からも、早急に対策を講ずること」となっているが、

研究に支障を生じない要求となっているのか。

（光吉予算課長）

平成28年度予算概算要求における農林水産省所管の独立行政法人運営費交付金につ

いては、平成27年度予算額に比べ38億円増の1,043億円を要求したところである。ま

た、施設整備費補助金については、現存する研究施設が設置後相当の年数が経過し、

更新時期を迎えているものも多いことから、今後とも、研究の推進に支障がないよう、

平成27年度予算額に比べ4,000万円増の17億円を要求したところである。

（渡辺調査交渉部長）

来年４月から第４期中長期目標期間となるが、概算要求にどのように反映されてい

るのか。また、この間求められてきた効率化係数の取扱いはどうなっているのか。
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（内田農林水産技術会議事務局総務課長）

第４期中長期目標は現在策定中であることから、初年度においては前年度予算額を

基礎として、対前年度一般管理費３％、業務経費１％の効率化のもと、法人の業務運

営に必要な経費を要求している。

（渡辺調査交渉部長）

来年４月に統合する農研機構・農環研・生物研・種苗管理センターの４法人及び水

産総合研究センター・水大校の２法人の運営費交付金及び施設整備費補助金の内容は

どうなっているのか。また、法人統合に伴う新たな効率化を査定省から求められない

よう、主務省として万全を期すこと。

（内田農林水産技術会議事務局総務課長）

統合４法人の運営費交付金については、前年度額の4.5％増の約540億円、施設整備

費補助金については3.7％減の7.5億円を、統合後の農業・食品産業技術総合研究機構

として要求している。

なお、施設整備費補助金については、法人の業務を適切かつ効率的に推進していく

上で必要な施設整備、改修等に要するものとなっている。

法人統合に伴う新たな効率化については、今後の査定省との調整事項であるが、折

衝にあたっては、法人運営に支障が生じないよう万全を期してまいりたい。

（松原水産庁漁政課長）

平成28年度予算については、運営費交付金は前年度額の2.7％増の172億円、施設整

備費補助金は５％減の4.1億円を統合後の水産研究・教育機構、仮称として要求して

いる。

なお、施設整備費の内容は、①漁港水理実験棟津波実験水路整備他改修工事、水産

工学研究所②構内自動火災報知設備改修工事、水産大学校③冷蔵庫更新工事、中央水

産研究所である。

法人統合に伴う新たな効率化については、今後の査定省との調整事項であるが、折

衝にあたっては、法人運営に支障が生じないよう万全を期してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

改正高年齢者雇用安定法で義務づけられている希望者全員の再雇用に必要な予算要

求の内容はどうなっているのか。

（内田農林水産技術会議事務局総務課長）

法人の定年退職者の再雇用に必要な予算については、運営費交付金で措置すること

としており、必要な要求を行っているところである。

（山田秘書課調査官）

以上をもって第１部を終了する。

第１部のみの出席者にはご退席いただき、第２部の出席者にご着席いただく。

それでは第２部の「平成28年度組織・定員要求について」意見交換を開始する。
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第２部の出席者を紹介する。

当局側として、横山秘書課長、大角文書課長、小川消費・安全局総務課長、森生産

局総務課長、山本農村振興局総務課長、青山林野庁林政課長、松原水産庁漁政課長、

山口文書課調査官、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、渡辺調査交渉

部長、笠原東京ブロック対策部長である。

本日の配布資料は、「平成28年度組織・定員要求について」である。

それでは、「平成28年度組織・定員要求について」、大角文書課長から説明いただく。

（大角文書課長）

平成28年度組織・定員要求については、「攻めの農林水産業」を展開し、農林水産

業を成長産業にするための施策の推進を始めとする農林水産行政をめぐる諸課題に的

確に対応するために体制の整備を必要とするものについて要求している。

組織については、諸外国の輸入規制や国際基準への対応の強化のため消費・安全局

に国際基準室、仮称を、捕鯨対策の体制の強化のため水産庁に捕鯨対策室、仮称の設

置を要求している。

定員については、新規増員要求410人、そのうち出先機関で324人を要求しており、

この中には、輸出証明書の発給体制の強化や東日本大震災からの災害復旧の体制強化

など期限付きの要求40人が含まれている。

増員要求の主な内容は、農林水産物・食品の市場拡大に向けた体制強化119人、農

業の生産現場の強化に向けた体制の強化141人、林業の成長産業化に向けた体制の強

化83人、水産日本の復活に向けた体制の強化64人、その他３人を要求しているところ

である。

（柴山書記長）

今回の組織・定員要求については、農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応する

ための体制を整備する要求と受け止めている。

しかし、新規増員については、時限増員を除けば370となり、全省庁の中で唯一差

引がマイナスとなっている。夏季要求において、大幅な新規増員を要求してことから

すれば、不十分なものと言わざるを得ない。

組織再編の具体的な課題は、第３部で意見交換をすることとするが、農林水産施策

の展開に伴う事務・事業を効率的かつ効果的に遂行するためには、今回の組織定員要

求を確実に確保することが必要と考える。

各級段階の職員がモチベーションを高め、安心して職務が遂行できるよう 大限の対

応を要請する。

私からは以上を申し上げ、今回の組織定員要求の内容について、担当より何点か伺

いたい。



- 18 -

（渡辺調査交渉部長）

諸外国の輸入規制や国際基準への対応を強化するため、消費・安全局に「国際基準

室、仮称」を設置するとしているが、具体的にどのような組織体制を考えているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

消費・安全局は、これまで衛生植物検疫措置に係る国際基準策定や、諸外国輸入規

制の緩和・撤廃に向けた協議・交渉に参画してきたが、農林水産物・食品の輸出拡大

に向け、対応を強化する必要があるため、衛生植物検疫措置に係る国際交渉・協議を

総括する国際基準室を新たに設置する要求を行っている。

具体的には、「国際基準室長」を新設するとともに、増加する協議・交渉に対応す

る「国際基準専門官」及び「国際基準専門職」を増員する組織・定員要求を行ってい

るところである。

（渡辺調査交渉部長）

訪日旅行客の増加や輸出の増加に対応するための動植物検疫の体制強化、輸出証明

書の発給の増大に対応した体制の強化を図るとしているが、具体的にどのようなこと

を考えているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、ＬＣＣ便の新規就航・増便も含めた訪日外国人旅行者への

対応、栽培地・集荷地での輸出検査の適切な実施のため、また、動物検疫所において

は、ＬＣＣ便の新規就航・増便も含めた訪日外国人旅行者への対応、牛肉の輸出検疫

検査数の増加等のため、増加する業務量を踏まえて、必要な組織・定員要求を行って

いるところである。

（渡辺調査交渉部長）

畜産・酪農を含む農業の生産力強化の推進体制を図るとしているが、具体的にどの

ようなことを考えているのか。

（森生産局総務課長）

農業の生産現場を強化するためには、農畜産物の生産性の向上とともに、新たな需

要に対応した生産体制の整備を図ることが重要である。このため農畜産物の生産性の

向上については、米の生産コストの削減、飼料用米や麦の生産拡大、集出荷施設・加

工施設の再編合理化等の推進、畜産クラスターの推進体制整備、先進的な畜産技術の

活用・普及等を行うための人員の要求を行っている。

また、新たな需要に対応した生産体制の整備については、国際化の進展を踏まえ、

花きの安定供給体制の整備、輸出やインバウンド需要に対応するためのＧＡＰの推進、

オーガニック・エコ農産物の供給体制の強化等のために必要な人員を要求している。

（渡辺調査交渉部長）

高付加価値化・生産コスト削減に資する農地の大区画化や維持・保全等を推進する

国営土地改良事業の体制強化を図るとしているが、具体的にどのようなことを考えて

いるのか。
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（山本農村振興局総務課長）

基幹的農業水利施設の整備を行う国営かんがい排水事業の４地区及び農地の大区画

化・汎用化を行う国営緊急農地再編整備事業の２地区の新規地区をはじめとする国営

土地改良事業の着実な実施のための体制を整備するとともに、全国的な農業水利施設

の老朽化の進行と突発事故の急増に対応するため、特に緊急性の高い地域において、

施設の監視や工事の実施体制の強化といった施設の戦略的な保全管理の取組を強化す

るために必要な体制整備に向けた組織・定員要求を行っているところである。

（渡辺調査交渉部長）

林業の成長産業化に向けた体制の強化について、具体的にどのようなことを考えて

いるのか。

（青山林野庁林政課長）

林野庁においては「農林水産業・地域の活性創造プラン」、「日本再興戦略」改訂

2015、「経済財政運営と改革の基本方針、骨太方針2015」等を踏まえ、本格的な利用

期を迎える豊富な森林資源を循環利用し、林業成長産業化に向けた取組を推進してい

るところ。

特に、今後、国有林の現場を含めた体制の強化により、地域の雇用・所得の創出等

につなげるための取組を加速化することとし、①多様な木材需要の創出・拡大やＩＣ

Ｔ技術の活用などによる国産材安定供給体制の強化に向けた「成熟した森林資源の活

用」、②火山・豪雨等による山地災害へ対応する「国土強靱化対策」、③シカ等鳥獣

による食害に伴う「森林被害対策」などに必要な組織・定員要求を行っている。

（渡辺調査交渉部長）

捕鯨対策の体制を強化するため水産庁に「捕鯨対策室、仮称」を設置するとしてい

るが、具体的にどのような組織体制を考えているのか。

（松原水産庁漁政課長）

イルカを含む鯨類に関する業務及び捕鯨を除く国際交渉等の国際課長が総括する業

務が著しく増加していることを踏まえ、新たに捕鯨対策室長を要求している。

捕鯨対策室長は、捕鯨に関する業務を総括するとともに、国際課長及び漁業交渉官

と密に連携し、関係省庁とのハイレベルな調整等を担うこととし、併せて要求してい

る海産哺乳類専門官と本年10月から設置される捕鯨企画班と相まって、捕鯨対策に係

る体制の強化を図るものである。

これにより、ますます厳しさを増す国際情勢の下、国の責務として調査捕鯨を実施

し、それに基づき商業捕鯨の再開を目指すとともに、伝統ある我が国イルカ漁を含む

捕鯨を守り、我が国の将来の食料安全保障を確保する。

（渡辺調査交渉部長）

2016年度の新規増員要求410人、そのうち出先機関で324人を要求しており、この中

には、輸出証明書の発給体制の強化や東日本大震災からの災害復旧の体制強化など期

限付きの要求40人が含まれているとしているが、期限付きとは具体的に何年なのか。
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また、新規増員要求の内容を部局・機関別毎に示すこと。

（大角文書課長）

期限付きの要求は、平成32年までの５年が35人、平成31年までの４年が４人、平成

29年度までの２年が１人となっている。

また、部局・機関別毎の新規増員要求数については、本省庁は、大臣官房４人、消

費・安全局19人、食料産業局５人、生産局19人、林野庁13人、水産庁26人、地方出先

機関は、植物防疫所30人、動物検疫所26人、地方農政局76人うち期限付き34人、北海

道農政事務所６人うち期限付き２人、農地事業所78人うち期限付き４人、森林管理局

及び森林管理署70人、漁業調整事務所38人である。

（渡辺調査交渉部長）

農林水産省における2015年度からの５年間の定員削減数は、3,175人から自律的再

配置分884人を除いた2,291人であったが、2016年度の定員削減はどうなるのか。

（大角文書課長）

平成28年度の定員削減数は458人である。

（渡辺調査交渉部長）

内閣人事局が９月４日公表した「平成28年度機構・定員等の要求状況について」で

は、農林水産省だけが減員が増員を上回っているのは何故か。また、業務改革に伴う

再配置要求の２は何か。

（大角文書課長）

定員合理化については、平成27年度から５年間の合理化数が定められ、平成28年度

は458人となっている。一方、新規増員要求数については、平成27年７月24日に決定

された「平成28年度内閣の重要課題を推進するための体制整備及び人件費予算の配分

の方針、内閣総理大臣決定」において、「前年度要求数と同数以下となるよう、厳し

く抑制する」とされているところである。このため、前年度同数の370人を通常要求

するとともに、これに加え期限付き40人を要求したところである。

また、業務改革に伴う再配置要求２については、「内閣の重要政策に関する総合調

整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律」が成立し、

現在、内閣府で行っている食育推進事務が、平成28年４月１日から農林水産省に移管

されることに伴う内閣府の定員２人の農林水産省への移管によるものである。

（渡辺調査交渉部長）

本年４月に再任用に関する意向調査が実施されたが、希望状況はどうなっているの

か。フルタイムを希望した者全員が再任用できる要求となっているのか。また、来年

度から年金支給年齢が１歳引き上げられるが、継続したフルタイムが可能となってい

るのか。

（横山秘書課長）

再任用の意向確認結果は、常時勤務希望職員、短時間勤務希望職員及び希望しない
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職員がいた。定員事情が厳しい状況に変わりはないものの、来年度から年金支給年齢

が１歳引き上げられることを踏まえ、雇用と年金の接続が確実に行われるよう対応し

てまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

特に、行政職（二）職員及び船舶職員、海事職（一）、海事職（二）についても、

希望者全員が再任用できる要求となっているのか。

（横山秘書課長）

行政職（二）職員の業務については、昭和58年閣議決定により、民間委託等の合理

化措置を積極的に講ずることとされている。

このような中、平成27年度においては、検査指導機関で１名の行政職（二）職員の

常時勤務による再任用を実施し、海事職（二）においては、２名の常時勤務再任用を

実施したところである。

行政職（二）職員、海事職職員等の再任用についても、職員としての経験を踏まえ

つつ、雇用と年金の接続が確実に図られるように、適切に実施してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

新規採用については、昨年の定員合理化計画決定の際に、「毎年度350～400人の新

規採用を確保し得る水準となった」との見解が示されていたが、どのようになってい

るのか。また、部局・機関別の採用予定数はどのようになっているのか。

（横山秘書課長）

平成28年度新規採用予定数は、本省は135名、検査指導機関で59名、地方農政局で8

2名、森林管理局で100名、水産庁で６名、選考採用等で若干名、合計約390名と地方

農政局を中心に新規採用数を増加しており、農林水産省全体で新規採用者を適切に配

置する。

（渡辺調査交渉部長）

次年度の事業所、建設所、支所の新設・閉鎖はどのようになっているのか。

（山本農村振興局総務課長）

平成28年度に新設を要求している事業所等は、事業所４箇所、建設所２箇所、支所

６箇所である。

他方、廃止予定の事業所等は、事業所２箇所、建設所２箇所、支所１箇所である。

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。

（渡辺調査交渉部長）

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常態化しており人

員不足が 大の課題となっているが、組織・定員要求はどうなっているのか。また、

予算の増額に伴う業務運営に必要な定員要求となっているのか。
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（山本農村振興局総務課長）

「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。

（渡辺調査交渉部長）

植物防疫所については、訪日外国人旅行者の急増等に対応するためのＣＩＱの緊急

増員が行われたものの、植物病害虫の国内侵入防止対策、ウメ輪紋ウイルス対応、Ｌ

ＣＣ便の新規就航・増便、輸出検疫体制の強化など定員事情は極めて厳しい状況にあ

るが、組織・定員要求はどのようになっているのか。また、増加する業務量に必要な

要求となっているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、植物病害虫の国内侵入対策、ウメ輪紋ウイルス対応のため

の国内検疫体制の強化等に適切に対応する必要があるため、増加する業務量を踏まえ

て、必要な組織・定員要求を行っているところである。

（渡辺調査交渉部長）

植物防疫所の１人庁については、支所等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、その解消を要求してきた

ところである。先に、１人庁対策と2016年度の組織・定員要求について説明を受け、

現在、意見集約を取り組んでおり、その結果を踏まえた要求を別途提出するので、誠

意を持って対応するよう求める。

（小川消費・安全局総務課長）

ご意見について適切に対処してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

動物検疫所については、訪日外国人旅行者の急増等に対応するためのＣＩＱの緊急

増員が行われたものの、家畜伝染病予防法に基づく質問票・回収体制強化、ＬＣＣ便

の新規就航対応・増便、検疫探知犬の導入など業務量の増加により定員事情は厳しい

状況にある。組織・定員要求はどのようになっているのか。また、増加する業務量に

必要な要求となっているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

動物検疫所においては、平成28年度に計画されている関西国際空港の新規ＬＣＣタ

ーミナルの開業、新千歳空港での国際線の24時間運用の増便等に適切に対応する必要

があるため、増加する業務量を踏まえて、必要な組織・定員要求を行っているところ

である。

（渡辺調査交渉部長）
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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。

また、増加する業務量に必要な要求となっているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

動物医薬品検査所の承認審査体制等を強化するため、平成28年度組織・定員要求に

おいて必要な人員要求を検討したが、省内での調整の結果、省としての組織・定員要

求には至らなかったところである。

今後とも、承認審査体制等の強化を図りつつ、併せて業務の効率化を行い、必要な

体制を確保できるよう努めてまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

これまで漁業取締時の安全を確保するため、漁業監督指導官の複数乗船体制を求め

てきたが、対応可能となる定員要求となっているのか。

（松原水産庁漁政課長）

これまで漁業取締りを的確に実施するため、漁業取締官船・用船の増隻に合わせて、

漁業監督指導官の複数乗船体制となるよう定員要求を行い、増員を図ってきたところ。

更なる漁業取締体制の強化を図るため、平成28年度組織定員要求で本庁、漁業調整

事務所合わせて増員要求を行っている。

（渡辺調査交渉部長）

私たちは、行政職（一）の３級・４級・５級定数拡大、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２級・３級・４級定数の拡大を要求

してきたところである。また、組織再編に伴い、支局も管区機関に位置づけられるこ

とになったが、級別定数の改定要求については、どのような要求内容となっているの

か。

なお、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きたところである。処遇改善が図られる級別定数改定となる

よう、 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、要求したところ。

① 年齢構成上多数職員が偏在する中位級、行政職（一）３～６級を重点要求。

特に、10月の組織再編に伴い、勤務場所にかかわらず定数拡大を要求。

② 行政職（二）、研究職、専門行政職及び海事職についても、定数拡大を要求。

昇格基準の緩和等については、行政職（二）、医療職（三）及び海事職にかかる

運用基準の緩和等、弾力的な運用について、引き続き人事院に要望してまいりたい。

（山田秘書課調査官）

以上をもって第２部を終了する。

第２部までの出席者にはご退席いただき、第３部の出席者にご着席いただく。
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それでは第３部を始める。

本日の配付資料は、資料１「平成27年10月以降の農林水産省の業務運営体制」、資

料２「支局、地方参事官室の体制」、資料３「県域所在地拠点と駐在所の関係」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については、資料１から３までい

ずれも、「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いただきたい。

第３部の出席者を紹介する。

当局側として、横山秘書課長、橋本地方課長、山口文書課調査官、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、渡辺調査交渉

部長、笠原東京ブロック対策部長である。

初に横山秘書課長から第３部の趣旨について、説明いただく。

（横山秘書課長）

８月25日の第１回労使間意見交換会において、地方農政局の組織再編を議題として

意見交換を行ったが、その際職員団体の皆さんのご要望も踏まえ、各地方農政局及び

北海道農政事務所において、９月８日～10日の間で意見聴取会を開催した。

その中で職員の皆さんから、10月以降の地方参事官室の業務運営、統計の専門調査

員の確保、総務事務や旅費システムの執行体制、人事異動に伴う宿舎の確保、組織の

将来展望など幅広い貴重なご意見をいただいたと報告を受けているところである。

今回の意見交換会においては、この意見聴取会で出されたご意見のうち、本省段階

で整理すべきこととして、①支局における業務計画及び業務運営、②個別執行業務の

見直し、③管区機関の広域化に伴う安全対策及び予算の確保、④若手職員の配置と人

材育成などを議題として意見交換したいと考えている。

限られた時間であるが、10月１日の新たな体制のスタートに向けて有意義な意見交

換としたいので、ご協力をお願いする。

（柴山書記長）

組織再編が目前に迫る中で、各ブロックにおいて意見聴取会が開催されたところで

あるが、再編に関する様々な課題が実際に生じているのはそれぞれの現場・職場であ

り、意見聴取会を通じて、労使間で意思疎通が図られたことは大きな意義を持つもの

と受け止めている。しかし、一方で、組織・業務運営にかかわる課題や問題が浮き彫

りとなった。

意見聴取会で集約された課題については、しっかりとブロック段階で整理するとと

もに、本日の意見交換においても課題等を整理し、不安や懸念を払拭することが、円

滑な農政を展開する体制構築には必要不可欠と考える。

このことから、今ほど説明のあった内容や意見聴取会における議論等も踏まえ何点

か、意見交換させていただく。

（渡辺調査交渉部長）
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まず、業務計画についてである。

意見聴取会については、業務計画の見直し途上であったこともあり、早急に具体的

人員配置を踏まえた業務計画を示すこと、組合員の意見の反映、職務範囲及び職務内

容を示すことを求める意見が多く出されている。

業務計画の見直しにあたっては、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した上で、見直し後速やかに全

職員に周知するとのことであったが、10月より混乱することなくスムーズに業務が遂

行できる体制が整った状況にあるのか。

（橋本地方課長）

業務計画の見直しにあたっては、職員とのコミュニケーションを図り、職務範囲及

び職務内容等について職員の理解を深められるよう作業が進められている。また、職

員の意見を業務計画に反映させるよう努めていくこととしている。

さらに、地方参事官室配置予定の管理職に対し、本省において７月下旬及び８月上

旬に政策相談窓口対応能力養成研修を実施し、地方参事官室配置予定の職員及び受講

を希望する職員に対し、各農政局等において業務マニュアル等の職場研修を実施して

おり、これらにより、スムーズに業務が遂行できる体制の整備を図っている。

（渡辺調査交渉部長）

次に、業務運営についてである。

業務運営にあたっては、業務計画に基づいて当局が的確に工程管理を行うとともに指

示命令系統を確立することが重要である。

意見聴取会では、新たな業務となる地方参事官室業務については地区担当と政策担

当が輻輳することなく業務遂行できるのか、指示命令系統に混乱が生じないのか、人

員が減少する統計、食品表示監視、経営所得安定対策業務に的確に対応できるのかな

どの意見が多く出されている。さらに、文書管理をはじめとする規程類、進達や報告

に関する決裁ルートなどについても未だ整備されていないことに不安が出されている。

これらの課題についても改善し、10月より混乱することなくスムーズに業務が遂行

できる体制が整った状況にあるのか。

組織再編後は、農政局－支局－駐在所という新たな組織体制、管轄区域の広域化な

ど、業務を遂行する体制が大きく変わる中で、新たな課題が生じることも見込まれる。

そのためにも、指示命令系統を確立し業務の進捗状況を適宜検証するとともに、職員

の意見を十分に踏まえ、業務調整や業務計画の見直しを行うことを求める。

（橋本地方課長）

地方参事官室の地区担当については、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

ないように努めることとしている。

また、経営所得安定対策等の個別執行業務についても担当者会議を開催し、職員の

理解を深めるとともに、地方農政局行政文書取扱規程等の規程類を改正し、スムーズ

に業務が遂行できるよう体制の整備を図っている。

業務運営にあたっては、地方参事官のマネジメントのもと、業務計画に基づいて、
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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、職員の意向

を踏まえ、適切に対応してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

次に、業務運営に関連して、当局の説明責任についてである。

意見聴取会では、４月以降組織再編に向けた検討状況が示されなかったことに大きな

不満が出されている。特に、掲示板に掲示されただけの地方参事官室業務マニュアル、

業務ラインでの説明するとされていた業務の見直し状況の説明がされなかったことに

意見が集中している。

新たな地方参事官業務や個別執行業務を円滑に推進するためには、職員とのコミュ

ニケーションを十分に図り、風通しのよい職場を確立することが重要である。そのた

めにも、掲示板による周知ではなく、当局が責任をもって職員に説明し、理解と納得

のもと業務が遂行できる職場を確立すること。

（橋本地方課長）

繰り返しとなるが、地方参事官室配置予定の職員及び受講を希望する職員に対し、

各農政局等において業務マニュアル等の職場研修を実施するとともに、経営所得安定

対策等の個別執行業務についても担当者会議を開催し、これらにより、関係する職員

に説明し、スムーズに業務が遂行できるよう体制の整備を図っている。関係する職員

が理解と納得のもと業務が遂行できる職場を確立できるよう努めてまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

次に、個別執行業務の見直しについてである。

意見聴取会においては、組織再編後に人員が減少する統計、食品表示監視、経営所

得安定対策など個別執行業務の見直しが進んでいないことに大きな不安が出されてい

る。具体的には、①統計では、専門調査員の指導・確保や旅費に関する業務、②食品

表示監視では横断的監視体制の試行やマニュアルの見直し、③経営所得安定対策では、

非常勤の確保、④輸出証明ではシステムの改善などである。

さらに、本省や地方農政局・北海道農政事務所に集約される総務・会計事務につい

ては、旅費システムをはじめとするシステム化だけでは効率化が図れないとの指摘が

されている。

私たちは、今回の組織再編の検討において、業務の見直しと平仄をあわせることを

交渉や協議において求めるとともに、点検活動を通じた課題の改善を求めてきたが、

組織再編以降も応援体制を検討せざるを得ないなど不十分と言わざるを得ない。10月

以降、各原局において業務の実施状況について現場実態や職員の意見を十分に踏まえ、

必要な措置を早急に講すること。

（橋本地方課長）

個別執行業務の見直しにおいて、専門調査員・非常勤職員の確保、旅費に関する業

務の簡素化、輸出証明に係るシステムの改善について、各業務ラインにおいて取り組

んでいるところである。また、食品表示監視等の監視業務については、10月以降、各

支局等に複数の監視業務を実施する広域監視官を配置し、横断的監視体制を試行的に

実施し、実行上の課題検証を経て必要なマニュアルの改正等を行うこととしている。
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さらに、総務関係業務については、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により業務の効率化は図られるものと考えている。

業務の見直しについては、現場実態や職員の意見を踏まえ、1つずつ見直すととも

に円滑な業務運営に努めてまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

次に、先の労使間意見交換会において、北海道ブロックの事情を踏まえた現場と農

政を結ぶ業務の対応について一定の見解が示されたところである。意見聴取会では、

「北海道農政事務所から北海道庁に対しては、既に今回の組織再編の趣旨を説明して

おり、十分理解は得られている」と見解が示されているが、縦ライン、本省各原局、

北海道庁ではどのような対応を行なったのか。

（橋本地方課長）

北海道農政事務所から北海道庁に対して、組織再編の趣旨を説明するとともに、地

方参事官室が担う現場と農政を結ぶ業務や本省各原局に係る個別執行業務について説

明してきたところである。その際に、本省各原局と北海道庁で直接実施されている事

業について、現場から地方参事官室が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各原局、北海道庁に伝えることも説明し、十

分理解が得られていると報告を受けている。

また、本省各原局からも組織再編の趣旨や現場と農政を結ぶ業務に係る対応につい

て北海道庁に説明するよう要請しているところである。

（渡辺調査交渉部長）

次に、先の労使間意見交換会において、福島の事情を踏まえた震災復興について一

定の見解が示されたところである。意見聴取会では、「地方参事官、震災復興担当は、

福島県内全域の震災復興に係る業務を担い、支局の参事官室との情報共有・連携を図

る」との見解が示されたところであるが、本省関係部局と東北農政局企画調整室、復

興対策本部が連携し、的確な支援を行うよう求める。

（橋本地方課長）

本省段階では、本年６月に福島営農再開支援チームとして、地方農政局、地域セン

ターによる営農再開支援活動をサポートする体制を整備し、東北農政局企画調整室、

復興対策本部と情報共有・連携を密にし、営農再開に向けた的確な復興支援が行える

よう努めているところであり、組織再編後も引き続き連携を図っていくこととしてい

る。

地方参事官、震災復興担当は、営農再開支援を含む福島県内全域の震災復興に係る

業務を担うこととしており、東北農政局企画調整室、復興対策本部並びに支局の参事

官室及び個別執行業務チームと情報共有・連携を図りながら進めることになる。

（渡辺調査交渉部長）

次に、欠員を抱える職場における業務運営についてである。

10月の組織再編時には、運用定員に対し人員配置が不足する職場も生ずることとな

る。特に、大きな欠員を抱える北海道ブロックの意見聴取会においては、綿密な業務
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計画の下、特定の者に業務が偏らないよう、業務を運営することを確認しているとこ

ろである。

先の労使間意見交換会において、地方課長は「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

等により対応する」との見解を示しているが、各職場における具体的な非常勤職員の

採用計画はどのようになっているのか。

10月以降欠員を抱える職場については、特定の者に業務が偏ることなく、円滑な業

務運営に向けて現場管理者がマネジメントを十分発揮するよう、各管理者の指導を求

める。また、来年４月には新規採用、フルタイム再任用の更なる配置を求める。

（橋本地方課長）

具体的な非常勤職員の採用は、各現場において業務量を勘案し必要に応じて対応す

ることとしている。また、各管理者が円滑な業務運営に向け、しっかりとマネジメン

トを図り、特定の職員に業務が偏ることのないよう指導して参りたい。

さらに、来年４月以降の業務運営にあたっても、若手職員や再任用職員の配置を検

討してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

次に、庁舎整備に関してである。

フロアプランについては、この間の労使間意見交換会で地方課長は「職員からの意

見等に誠意を持って対応するよう指導しており、引き続き各現場段階で丁寧に対応さ

れているものと考えている」との見解を示していたが、意見聴取会では、検討委員会

が開催されず職員の意見が反映されていないなどの不満の声が出されている。

庁舎整備にあたっては、職員の意見を十分踏まえ、円滑な業務運営が遂行できる職

場環境を速やかに整えるよう求める。

（橋本地方課長）

各地方段階における意見聴取会では、フロアプランについて検討委員会が開催され

ず職員の意見が反映されていないなどの不満の声が出されているとのことから、地方

農政局等に対し職員に丁寧に説明するとともに職員からの意見等を踏まえ対応するよ

う指導したところであり、平成28年度以降の拠点集約についても、引き続き丁寧に対

応してまいりたい。

また、意見聴取会で組織再編に伴う事務室等の改修工事や文書等の保管場所が不足

する場合の民間倉庫の借り上げ等の予算の確保について意見が出されていることから、

各地方農政局等からの要望を踏まえ予算の追加配分を行うこととしたい。

今後とも、庁舎整備に限らず、職員の意見を踏まえた円滑な業務運営を行うよう努

めてまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

次に、管轄区域の広域化に伴う出張に関連する課題についてである。

管轄区域の広域化に伴う安全対策について、積雪寒冷地など地域の実情を踏まえた

走行距離の目安を設けるなど、具体的な安全対策を講じることが必要ではないか。

また、意見交換会では、「遠距離出張について、新幹線や特急列車利用、公共交通
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機関とレンタカーの組合せ、宿泊出張、高速道路の利用などで対応」との見解は示さ

れているが、具体的な対応策や予算規模などは示されていないため、具体的に示すよ

う求める意見が出されている。対応ができるとする10月以降の旅費・庁費について、

その根拠を示すこと。

（橋本地方課長）

管轄区域の広域化に伴う安全対策であるが、それぞれの地域、業務等により出張の

形態が異なることから、引き続き、現場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。

また、出張については、業務計画に基づき各現場の実情に合わせた出張計画を作成

するなどして、配分される予算を管理、執行していくものと考える。

なお、各業務、統計調査、流通監視等に必要な旅費等は27年度予算において増額さ

れている。

さらに、今年度の予算執行については、10月以降の地方参事官室に係る経費、ＥＴ

Ｃ、ガソリン代等を含め、各農政局等から要望を聞き取り、予算の追加配分を行うこ

ととしている。

（渡辺調査交渉部長）

次に、2016年度予算要求に関してである。

管轄区域の広域化に伴う官用車の長距離運転が常態化することから、安全対策を強

化するため現場実態を踏まえたライトバン型車両の機能性向上や乗用車型車両の購入

など、必要な予算要求を行っているのか。

また、４月以降の組織再編に伴う庁舎統合経費や宿泊出張旅費・庁費等の必要な予

算要求は行っているのか。

（橋本地方課長）

官用車の安全性を確保した車両更新については、これまでもエアバッグ、ＡＢＳ、

アンチロック・ブレーキ・システム等の安全装置を搭載した車両を購入しているとこ

ろである。

なお、衝突被害軽減ブレーキ等の安全装置を搭載した車両については、今後の普及

状況等を勘案しながら、導入を検討してまいりたい。

また、調査用の機材等を運搬するためライトバン型車両が必要と認識し予算要求し

ているところ。乗用車型車両の購入については、今後の業務実態を踏まえ検討してま

いりたい。

次に、４月以降の組織再編に伴う移転経費についても必要額を要求しているところ

である。なお、地方課において広域化に伴う掛かり増し及び地方参事官室に必要とな

る職員旅費、庁費等については、平成28年度予算概算要求において、増額要求をして

いるところであり、必要な予算の確保に努めてまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

次に、若手職員の配置及び要員の確保についてである。

我が国の農業・農村の活性化に向けて、新たな業務への対応が求められる一方で、意

見聴取会の論議をみると、10月以降の業務運営にあたって応援体制の構築を検討せざ
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るを得ない状況となっているなど、引き続き定員事情は厳しいものと考えている。

近年、新規採用人数が増加しているが、附帯決議にあるように人材育成を図るため

にも農政局、特に支局に配置すること。また、短期間で本省に異動させるのではなく、

地方の農業の現状、現場における業務を熟知できるよう対応することが重要と考える

が当局の認識を伺う。

（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いる。さ

らに、衆参農林水産委員会における附帯決議も踏まえ、中長期的視点に立った採用、

研修を通じて若手職員の人材育成に努めるとともに地域における農林水産行政を十分

習得できるよう、計画的配置に取り組んでまいる所存である。

（渡辺調査交渉部長）

次に、ワークライフバランスの確保、子育て・介護への支援である。

県庁所在地への拠点集約により、遠距離通勤や単身赴任に加え広域出張により組合員

の負担は増大する。特に、子育てや介護を担わなければならない組合員にとっては、

このことを理由に退職せざるを得ない状況を生み出してはならない。今後の拠点集約

にあたっても、移転困難者対策を徹底するとともに、育児休業取得者などに対する丁

寧な対応が必要であるが、どのように対応・対策を講じるのか。

（横山秘書課長）

人事異動については、本人の適性、人事評価等を踏まえ、適材適所を原則とし、11

月に提出頂く職務等希望調書や必要に応じた面接等を通じて本人の意向を丁寧に把握

した上で対応してまいりたい。

なお、ワークライフバランスについては、子育てや介護を担う職員だけでなく、男

女問わず全ての職員が生き生きと働けるような職場環境の実現に向けて、引き続き環

境整備に取り組んでまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

次に宿舎の確保についてである。

先の労使間意見交換会において、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たが、10月異動に必要な宿舎は確保できたの

か。

（橋本地方課長）

再編に伴う宿舎の確保にあたっては、各財務事務所等と調整し全農政局等において、

すべて希望者分の宿舎を確保したところである。

（渡辺調査交渉部長）

次に、今後の拠点集約及び特段の事情への対応である。

これから、2018年度に向けて拠点が集約されることになるが、支局と駐在所の統合

にあたっては、前広な情報提供を行い、組合員の意見を反映すること。

また、私たちは、長野県における特段の事情について提出し、当局からは、「適切
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な業務運営を実現する観点から、今後とも意見交換を重ね検討してまいりたい。」と

の見解が示されているところである。

引き続き、今後の業務見直し状況や庁舎事情等も踏まえ、集約時期について検討・

検証していくので、私たちと十分に意見交換を行うよう求める。

（橋本地方課長）

拠点の集約について地元自治体等関係各方面との調整を行うとともに、行政コスト

の増を避ける観点から、既存庁舎の規模が不足する等の物理的制約を考慮し集約時期

を検討したところである。適切な業務運営を実現する観点から、今後とも意見交換を

行ってまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

後に、組織再編全般についてである。

大きな見直しとなる地方組織については、労使間意見交換会や意見聴取会で論議し

てきたが、本省各部局、農林水産政策研究所、技術会議事務局筑波事務所においても、

10月より混乱することなくスムーズに業務が遂行できる体制が整った状況にあるのか。

（横山秘書課長）

本省にあっては、水田・畑作農業政策を一元的に担う政策統括官の新設をはじめと

して、農林水産物の市場拡大等のための食料産業局の課の新設、検査・監察部の新設

などが行われる。また、農林水産政策研究所、農林水産技術会議事務局筑波産学連携

支援センターにおいても、所要の見直しを行い、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の体制整備が図られたところである。

これらの部局が10月からスムーズに業務遂行できるよう、これまで各部局において

人員配置の調整、事務分掌規程等の整備を進めてきた。また、総務事務部門の本省一

元化のために、新秘書課及び新予算課において必要な人員配置の調整やシステムの整

備を行ったところである。

（柴山書記長）

今回の組織再編にあたっては、昨年１月の2013年度第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」との見解が示されて以降、次期

定員削減計画への対応や業務の見直しを踏まえた組織のあり方について協議を積み重

ねてきた。

特に、延べ７回の労使間意見交換会や２回の労使間意見聴取会を開催し、節目毎に

課題整理を図ってきたことは、労使が真摯に向き合い論議してきたものと受け止めて

いる。

しかし、現時点においても不明な点は多く、具体的な課題は10月以降に発生すると

考えられる。新たな組織に移行するにあたっては、組合員のモチベーションを高めて

いくことはもとより、雇用と労働条件の確保が前提とならなければ、円滑な農林水産

行政を中央と地方が一体となって推進していくことが困難と考える。このことから、

当局責任において業務の進捗状況を常に把握し、適切な改善措置を行うよう強く求め

る。
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私たちとしても改めて点検活動を取り組み、必要に応じて改善を求めるので、誠意

を持って対応願いたい。また、今次組織・業務改革に際しては、将来にわたって着実

に農政を推進するための安定した組織、そして、新規採用者をはじめとした定員確保

が前提となっている。このことから、地方組織における新規採用者の確保・配置を早

期に実現して頂きたい。

後になるが、再編後の新たな組織がまもなく始動する。当面は、来年４月の拠点

集約に向けた課題整理をはじめることとするが、2018年度までの間には様々な状況変

化が予想されることから、引き続き、前広に情報提供を行うとともに私たちの意見を

踏まえた対応を重ねて要請する。

（横山秘書課長）

本日、平成28年度予算概算要求、組織・定員要求並びに10月の組織再編について意

見交換し、それぞれに貴重な意見をいただいたところである。

特に10月の組織再編は、農林水産行政を推進していくため避けては通れない重要な

課題であり、そのため昨年１月から何度も意見交換を重ねながら、本日に至ったとこ

ろである。

今までも申し上げてきたが、今回の組織改正は、将来にわたって持続可能な柔軟か

つ強靱な組織とするためのものである。昨年から職員団体の皆さんとは何度も意見交

換を行い、皆さんから「業務の見直しと組織の見直しは平仄を合わせることが必要」

とご意見をいただいたところであるが、そこは私どもも同じ認識であり、10月以降も

引き続き業務の見直しは行っていく考えである。

後に、いよいよ10月１日から新組織がスタートする。この新組織が農林水産業に

携わる方々や国民の皆さんから評価をいただくためには、管理職がしっかりマネジメ

ントをしていくのはもちろんのこと、職員１人一人の不断の努力にかかっており、全

職員が今一度意識と行動を確認し、気持ちを引き締めて日々の業務の遂行に当たって

いかなければならない。

「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遂行するために、

組織が一丸となって業務に取り組む考えであり、引き続きよろしくお願いしたい。

（山田秘書課調査官）

以上をもって、平成27年度第２回労使間意見交換会を終了する。

以 上


