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平成26年度第４回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成27年２月４日（水）14:58～16:25（87分）

２ 会 場：統計部第１会議室（北別館３階 ドア№314）

３ 出席者：

農林水産省 横 山 紳 大臣官房秘書課長

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 齋 藤 伸 郎 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 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 新 井 ゆたか 水産庁漁政部漁政課長

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

（川本秘書課調査官）

只今より、平成26年度第４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年度予算概算決定」、「地方農政局等の業務実施体制・組織再

編」を議題として労使間意見交換会を開催する。いずれの課題も重要な案件であり、

有意義な意見交換としたいので、御協力をお願いする。

（川本秘書課調査官）

本日は２つの議題があるため２部構成で実施することとしたい。

それでは、意見交換を始めるに当たり、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、小川消費・安全局総務課長、森生産
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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、新井

水産庁漁政課長、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。

本日の配布資料は、「平成27年度農林水産予算の概要」である。

それでは、「平成27年度農林水産予算の概要」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27年度農林水産予算については、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基

づき、農林水産業を成長産業化して、農林漁業者の所得向上と農山漁村のにぎわいの

創出を目指すための予算を計上した。

１ページの「平成27年度農林水産予算の骨子」について、平成27年度の農林水産予

算総額は2兆3,090億円、対前年度比で99.2％となっており、これに26年度補正予算を

加えると、対前年度比で111.2％となる2兆5,871億円を確保したところである。予算

の内訳については、公共事業費が6,592億円、非公共事業費が1兆6,499億円となって

いる。

２ページの「公共事業費一覧」について、農業農村整備事業、森林整備事業をそれ

ぞれ増額した。

３ページの「平成27年度農林水産予算のポイント」により主な事業を説明する。

まず、「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

間管理機構を本格稼働させるため、190億円を計上し、26年度補正予算と合わせて390

億円を確保した。また、「農地の大区画化等の推進」として1,089億円を確保すると

ともに、新たな非公共事業として、畦畔除去による区画拡大等の農地整備を機動的に

行う取組を支援する「農地耕作条件改善事業」を創設し、100億円を計上した。

「多様な担い手の育成・確保」については、「新規就農・経営継承総合支援事業」

をはじめとする各事業について、補正予算と合わせて所要額を確保した。

「新たな経営所得安定対策」については、飼料用米等の本作化を進めるため、「水

田活用の直接支払交付金」に対前年度同額の2,770億円を計上した。また、「米穀周

年供給・需要拡大支援事業」は、米の年間を通じた安定販売・需要拡大に向けた産地

の自主的な取組を支援するもので、新たに50億円を計上した。

「強い農林水産業のための基盤づくり」については、「農林水産関係施設整備」に

関して、地元からのニーズが高い「農業づくり交付金」について、231億円を計上し、

補正予算と合わせて400億円を超える予算を確保した。また、「森林・林業再生基盤

づくり交付金」については、新たにＣＬＴ製造施設をメニューに追加し、対前年度増

額となった。２年目となる「次世代施設園芸導入加速化支援事業」、「加工・業務用

野菜生産基盤強化事業」等について所要額を確保するとともに、新たに「青果物流通

システム高度化事業」を創設し、物流業界との連携による新たな輸送システムの導入

実証を支援する。

「畜産・酪農の競争力の強化」については、畜産・酪農の生産基盤の強化は喫緊の

課題となっていることから、「畜産・酪農の収益性向上」の「畜産収益力強化対策」

により、畜産クラスター計画に位置づけられた畜産経営体による機械・施設整備を支

援することとし、新たに75億円、補正予算と合わせて276億円を確保した。また、
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「自給飼料の生産拡大」に向け各事業について所要額を計上するとともに、草地関連

基盤整備を62億円に増額した。

「農林水産物・食品の高付加価値化等の推進」については、「６次産業化の推進」、

「異業種との連携の推進」等に係る予算を確保した。特に、「先端ロボットなど革新

的技術の開発・普及」について、政府全体で進めていることから、新たに14億円を計

上した。

「日本食・食文化の魅力発信と輸出の促進」については、ユネスコ無形文化遺産に

登録された「和食の保護・継承の推進」として新たに３億円を計上した。また、オー

ルジャパンでの輸出の促進を図っていくため、「輸出戦略の実行体制の強化」や「輸

出総合サポートプロジェクト」を増額するとともに、ＨＡＣＣＰ対応型の漁港施設等

の「輸出対応型施設の整備」を支援する予算を計上した。

「品目別生産振興対策」として、野菜、果樹、甘味資源作物について、品目毎の特

性に応じた対策を講じていく。

「食の安全・消費者の信頼確保」に係る対策についても、所要額を計上した。

「人口減少社会における農山漁村の活性化」のうち「日本型直接支払の実施」につ

いては、各交付金について所要額を計上した。特に、第４期対策となる中山間地域等

直接支払交付金については、新たに超急傾斜地加算を創設した。

「他省庁と連携した集落のネットワーク化、定住の促進」を図っていくため、「農

村集落活性化支援事業」や未利用資源の活用を支援する「山村活性化支援交付金」を

創設した。

「林業の成長産業化・森林吸収源対策の推進」のうち、「新たな木材需要創出総合

プロジェクト」については、新たに17億円を計上し、ＣＬＴ等新たな製品・技術の開

発・普及を支援することとしている。また、「森林整備事業」により、森林吸収源対

策として、間伐等の森林整備を推進していく。

「水産日本の復活」については、「資源管理の推進」のために、新たに15億円を計

上し、ＩＱ方式導入の効果実証、他魚種転換による経営多角化等を進めていく。また、

「漁業経営安定対策」について、26年度補正予算とあわせて633億円を確保し、資源

管理に取り組む漁業者に対する漁業収入安定対策や燃油価格高騰対策を講じる。

（柴山書記長）

2015年度予算概算は、年末の解散総選挙を挟み、景気浮揚に向けた経済対策として

の補正予算の策定が優先される中で、予算案確定に向けて年末年始の休みも返上しな

がら大変な作業であったものと思われ、皆さんはじめ、関係各位のこの間の対応に敬

意を表したい。

今ほど、農林水産予算概算決定の概要について伺ったが、来年度予算は「農林水産

業・地域の活力創造プラン」に基づき、担い手への農地集積・集約化等による構造改

革の推進、新たな経営所得安定対策の着実な実施、強い農林水産業のための基盤づく

り、畜産・酪農の競争力の強化、などを重点事項とし、概算要求に沿った予算措置と

受け止めている。しかしながら、この予算措置は、2014年度補正により追加されたと

は言え、政権交代後初めて前年度を下回っており、新たな農政改革が本格化していく

ことに加え、その推進のため本年10月に大きな組織改正を控えている中で、各種施策

の推進や組織の立ち上げと以降の組織・業務運営等に支障を与えないのか危惧される。

このため、予算執行にあたっては、農政の着実な推進はもとより、組合員の労働条件
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上の課題や業務運営上の問題についても、当局としての責任ある対応を求めておく。

昨年10月の西川大臣との就任会見の際にも、農政改革に対する力強い発言があった。

新たな施策展開を含め、農林水産行政が着実に実施されるよう、私どもも皆さんと共

通の認識のもと各種取組を進めることを申し上げ、今回の概算決定の内容について、

それぞれ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）

平成27年度農林水産予算概算要求において、「新しい日本のための優先課題推進

枠」として、4,539億円を要望額として要求していたところであるが、査定結果はど

うだったのか。

（光吉予算課長）

平成26年度補正予算における前倒し等により、2,919億円が計上されたところ。

（渡邉調査交渉部長）

「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく新たな農業・農村政策として、

「農地中間管理機構の創設」、「経営所得安定対策の見直し」、「水田フル活用と米

政策の見直し」及び「日本型支払制度の創設」の４つの改革が昨年から本格的に進め

られているが、２年目の推進に必要な予算は確保されているのか。

（光吉予算課長）

平成27年度予算においては、農地中間管理機構予算は、本格稼働するため、補正予

算と合わせて対前年度増額となる390億円を確保した。担い手を対象とした収入減少

影響緩和対策は対前年度増額となる802億円、収入減少影響緩和対策への円滑な移行

に向けた対策は385億円を計上し、20％までの米価下落に対応できる予算を措置した。

水田フル活用を推進する水田活用の直接支払交付金は、財政審から厳しい指摘を受け

る中、対前年度同額となる2,770億円を確保した。日本型直接支払は、中山間地域等

直接支払交付金の内容を拡充し、対前年度増額となる799億円を計上するなど、４つ

の改革の推進に必要な予算を確保したところ。

（渡邉調査交渉部長）

新たな非公共事業として、「農地耕作条件改善事業」を創設するための予算が確保

されているが、地方農政局、国営土地改良事業所等の役割はどうなるのか。

（山本農村振興局総務課長）

農地耕作条件改善事業は、農業の競争力強化に向けて、農地中間管理機構による担

い手への農地の集積・集約化を加速するため、区画拡大や暗渠排水等の耕作条件の改

善を機動的に進める事業であり、農地中間管理機構、県、市町村、農業者団体等が実

施する事業に対して補助することを予定している。

このため、地方農政局は、本事業に係る補助金交付事務や取組に対する助言・指導

等を担うこととなる予定であり、国営土地改良事業所等には、特段の業務を予定して

いないところである。
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（渡邉調査交渉部長）

農業農村整備事業関係予算は、前年度比64億円は増額されたものの伸び率は2.4％

にとどまり、2014年度補正予算と合わせて前年度比108.2％と増額となっているが、

国営土地改良事業所等の予算はどうなっているのか。また、国営事業を円滑に推進す

るための事務費等、超過勤務手当、旅費、庁費等は十分確保されているのか。

（山本農村振興局総務課長）

農業農村整備事業については、農業競争力強化を図るため、担い手への農地の集積

・集約化に向け、農地中間管理機構とも連携した農地の大区画化・汎用化、水管理の

省力化等を実現する新たな農業水利システムの構築、また、国土強靱化を図るため、

地震・豪雨等の自然災害の激甚化や基幹的な農業水利施設の老朽化への対策等を図る

こととして、26年度補正予算において158億円、27年度当初予算において対前年度比1

02.4％の2,753億円を計上しているところであり、補正と当初を合わせて対前年度比1

08.2％となっている。

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、26年度補正予算において75億円、27年度当初予算において対前年度

比101.0％の1,619億円を計上しているところであり、補正と当初を合わせて対前年度

比105.7％となっている。

事務費については、国営土地改良事業の円滑な推進のための予算額が確保されてい

ると考えているが、事業の実施に当たっては、予算の効率的な執行に努めるとともに、

超過勤務の縮減についても十分留意しながら対応してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

特に事業所は、超過勤務問題が大きな課題であり、超勤縮減対策をしっかり対応願

いたい。

組織について伺う。農村計画部と整備部を再編し、農村振興部を設置するとしてい

るが、分会からは「計画から実施まで一貫して対応できる理由が不明確」との意見が

報告されている。農村振興部内各課の所掌事務、人員配置を明確にするとともに一貫

して対応できる理由を示すこと。

また、農村計画課に高齢者対策が再編では追加されているが、業務移管に伴う人員

配置はされるのか。

さらに、農村計画部に設置される国営事業情報分析官はどのような業務を行うのか。

（山本農村振興局総務課長）

地方農政局の農村計画部と整備部においては、国営土地改良事業に関する業務が中

心となっており、農村振興部長の一元的な統括のもと調査・計画から実施・管理まで

をより一体的に推進することとしている。

高齢者対策を再編で追加することについては、農村計画課（現農村振興課）全体の

業務量を勘案しつつ業務の平準化を図り、円滑な業務運営に努めてまいりたい。

関東農政局に設置する国営事業情報分析官は、農政局に集約される各種調査結果や

地方自治体首長等との意見交換等を通じて得られた情報等を整理・分析し、国営事業

地区ごとの課題抽出、対策方針の検討などを行う。
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（渡邉調査交渉部長）

国営事業情報分析官は、各農政局に集約された調査結果や情報等を、関東で分析す

るという理解でよいか。

（川本秘書課調査官）

単独の専門スタッフ職であり、関東の集約・分析だけである。

（渡邉調査交渉部長）

飼料用米をはじめ非主食用の作付けなどを支援する水田活用の直接支払交付金は、

要求どおりの予算が確保されたところである。飼料用米については、年間450万トン

の需要が見込まれているとされていたが、本年の需給量はどの程度となるのか。必要

な数量は確保できたのか。また、横流れ対応策・防止策が徹底されたのか。

（森生産局総務課長）

飼料用米については、潜在的には年間450万トンの需要が見込まれ、平成26年にお

いては、日本飼料工業会から価格などの条件が合えば、約41万トンの需要があると聞

いている。一方、平成26年産の飼料用米の生産は、全国的に作付けが拡大し、生産量

は前年から６万トン増の18万トン程度となっている。

飼料用米の横流れ防止に当たっては、地域センターにおいて、生産者が実需者とき

ちんと販売契約を締結した上で生産しているか取組計画を認定するとともに、流通段

階において適正に流通がなされているか監視を行っているところである。

（渡邉調査交渉部長）

本年産米の米価下落などを受け、米の豊作時の出口対策として、飼料用米をはじめ

非主食米への販売や需要拡大を支援する「米穀周年供給・需要拡大支援事業」が新た

に50億円計上されているが、十分な対策が講じられる額となっているのか。また、地

方農政局・地域センターにおける役割はどうなるのか。

（森生産局総務課長）

米穀周年供給・需要拡大支援事業は、産地において、あらかじめ生産者等が積立て

を行い、主食用米を長期計画的に販売する取組、輸出用向けや業務用向け等の販売促

進等の取組、非主食用への販売の取組を実施する場合に支援を行うものであり、50億

円は事業実施に十分な額であると考えている。

なお、地方農政局及び北海道農政事務所においては補助金交付等に関わる事務を、

地域センターにおいては事業の周知、申請の受付・進達等の事務を担当して頂くこと

を想定している。

（渡邉調査交渉部長）

畜産関連予算については、2014年度当初と比べ515億円の増額となった。

第２回労使間意見交換会においては、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では、事業実施地区等の交付決定に係る事務など予算の

執行業務を、地域センターでは、事業実施主体から地方農政局への申請に係る進達事

務が役割との説明があったところであるが、大幅な予算増に伴い変更はあるのか。
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（森生産局総務課長）

これまで説明してきたとおりであるが、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考えている。

具体的には、高収益型畜産体制構築事業は、地方農政局及び北海道農政事務所によ

る直接採択であることから、事業の審査、交付決定等の予算執行業務を、畜産収益力

強化対策のうち畜産競争力強化整備事業は、都道府県を通じた間接補助事業として実

施することとしており、事業実施計画の承認、交付決定等の予算執行業務を担ってい

ただくこととしている。

なお、畜産収益力強化対策のうち、平成26年度補正予算のみに計上している機械の

リース整備を支援する畜産収益力強化支援事業については、（独）農畜産業振興機構

を経由した事業となることから、地方農政局等に予算執行に関する直接的な事務をお

願いすることは想定していない。

（渡邉調査交渉部長）

「日本再興戦略」において、今後10年間で倍増するグローバルな「食市場」の獲得

に向け、平成32年に農林水産物・食品の輸出額を１兆円とすることを目指しているこ

とから、お土産などとして持ち帰る国産農産物の輸出検査の効率化を図るため、新た

に空港出国ロビー内に検査場所を整備する予算は確保できたのか。また、検査体制、

整備スケジュール等はどのように考えているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、成田空港第１ＰＴＢ・第２ＰＴＢ、羽田空港、関西空港、

福岡空港の出国ロビー内における検査場所の整備に必要な予算を確保したところであ

る。

今後の検査体制、整備スケジュール等については、当該官署の業務量等、各空港管

理部局との整備調整の状況を勘案しつつ、適切に対応してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

ＬＣＣ便の増便やウメ輪紋ウイルスなどの検疫業務が増加する中で、応援体制や超

過勤務によって支障なく業務が遂行されているところであるが、必要な旅費、超過勤

務手当は確保できたのか。また、旅費・超過勤務手当は昨年に比べどの程度増額され

たのか。

（小川消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、職員旅費及び検査検疫旅費１億3,300万円、超過勤務手当

３億9,100万円、動物検疫所においては、職員旅費及び検査検疫旅費8,900万円、超過

勤務手当として１億5,700万円を確保するなど、検疫業務等に必要な予算は確保され

たところである。

旅費及び超過勤務手当の増額については、植物防疫所においては、対前年額で超過

勤務手当が約160万円、動物検疫所においては、職員旅費及び検査検疫旅費が約140万

円、超過勤務手当が約170万円の増額となったところである。
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（渡邉調査交渉部長）

新設された成田空港ＬＣＣ専用ターミナル及び那覇空港ＬＣＣターミナルにおける

検査体制整備に係る予算は確保できたのか。また、検査体制、整備スケジュール等は

どのように考えているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

成田空港ＬＣＣ専用ターミナルでの検査体制については、本年４月８日の供用開始

に向けて準備を進めているところである。また、那覇空港ＬＣＣ専用ターミナルでの

国際線対応については、平成26年２月より運用を開始しているところであり、当該官

署の業務量等を勘案しつつ、適切な人員配置を行うことにより、検査体制を整備して

いる。

植物防疫所及び動物検疫所ともに、これらに必要な予算が確保されたところである。

（渡邉調査交渉部長）

増加する集荷地検査や栽培地検査を効率的かつ的確に対応するための、新たな官用

車の整備に係る予算や必要な旅費は確保できたのか。また、官用車の配置先はどのよ

うに考えているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

植物防疫所における新たな官用車の整備に係る予算については、査定官庁から認め

られなかったが、所要の検査検疫旅費は確保しており、レンタカーを活用するなどし

て、検査業務が円滑に行われるよう対応してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

官用車が認められなかったが、レンタカーを活用するために必要な庁費は確保され

ているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

必要な庁費は確保されている。

（渡邉調査交渉部長）

検疫探知犬については、羽田空港支所（増頭）及び関西空港支所（更新）に各２頭

づつ導入し、職員によるハンドリング業務を行うために必要な予算は確保されたのか。

また、配置スケジュール、ハンドリング研修等はどのように考えているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

動物検疫所においては、平成27年度に羽田及び関西空港に各２頭づつ導入する予算、

職員によるハンドリング業務を行うために必要な予算が確保されたところである。ま

た、各所への導入計画、ハンドリング研修等については、今後、策定することとして

いるが、業務に支障が生じることのないよう配慮しつつ対応してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

外国漁船の違法操業等に対応するため、 新鋭の漁業取締船１隻の用船や大型取締
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船を周年用船する予算は確保されたのか。また、配置先、配置スケジュール等はどの

ように考えているのか。

（新井水産庁漁政課長）

新鋭の漁業取締船の用船及び大型取締船の周年用船に係る予算は確保されたとこ

ろである。

当該漁業取締船２隻は、本庁所属として我が国周辺海域全体の漁業取締りに対応す

ることとしている。

（渡邉調査交渉部長）

2014年度補正予算において、小笠原諸島周辺海域における中国サンゴ船に対する取

締体制を強化するため、漁業取締船の運航体制の強化及び装備を充実する予算が確保

されたが、具体的な運航体制及び装備は何か。

（新井水産庁漁政課長）

中国サンゴ船に対する取締体制を強化するため、漁業取締船を小笠原諸島周辺海域

に派遣することとしている。

装備としては、離れていても明瞭に大音声で効果的に停船・退去命令を行える長距

離音響発生装置、着色弾等の取締装備や防護服・ヘルメットなど、漁業監督官等の安

全確保のための装備を充実させることとしている。

（渡邉調査交渉部長）

省全体で、新たな定員削減による人員減や組織再編に伴う管轄区域の広域化、新規

業務への対応などにより超過勤務の更なる増加が想定される中で、業務遂行に必要な

超過勤務手当は確保されたのか。

（横山秘書課長）

超過勤務手当予算については、業務実態等を踏まえ、業務遂行に必要な予算を確保

したところである。

（渡邉調査交渉部長）

特に、この間も要求してきたが、北海道農政事務所の超過勤務手当の単価は改善さ

れ農政局と同等の予算は確保できたのか。組織再編に伴い、地域センターは農政局並

の超勤単価に改善されたのか。

（横山秘書課長）

北海道農政事務所の超勤単価及び地域センターの超勤単価については、引き続き本

年度と同水準ではあるが、業務実態等を踏まえ、業務遂行に必要な予算を確保したと

ころである。

（渡邉調査交渉部長）

北海道農政事務所については、局になれないというところが大きな課題となってい

る。引き続き努力願いたい。
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公的年金支給開始年齢の引き上げに伴い、無年金期間が生じることから、増員要求

した短時間再任用に必要な人件費予算は確保されたのか。

（横山秘書課長）

再任用短時間勤務職員の人件費については、希望者数等を踏まえ、再任用定数86人

増の618人分を確保したところである。

（渡邉調査交渉部長）

各独立行政法人における、運営費交付金及び施設整備費補助金の総体的な査定結果

はどのようになったのか。

（光吉予算課長）

平成27年度の農林水産省所管独立行政法人の運営費交付金については、第３期中期

計画に即して対前年度一般管理費３％減、業務経費１％減した額に、各年度の業務の

状況に応じて増減する経費等が加わることにより、概算決定額は1,004億円、対前年

度比４億円増となっている。

また、独立行政法人施設整備費補助金については、新たな施設整備や更新期にある

施設の改修を実施する必要があることから、概算決定額は17億円、対前年度比１億円

増となっている。

（渡邉調査交渉部長）

畜産・酪農の収益性向上をはじめ、畜産・酪農の競争力強化の事業に係る技術開発

及び研究開発の推進について、独法機関の関わりはどのようになるのか。

（森生産局総務課長）

畜産･酪農の競争力強化に資する研究開発等のうち、平成26年度補正予算に計上さ

れた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、事業実施主

体が民間団体に限られているため、独法機関の参加はできない。また、平成27年度予

算に計上された和牛の生産拡大を支える研究開発をはじめとする「攻めの農林水産

業」の展開に資する研究開発については、公募の結果、独法機関が事業実施主体又は

その一員として参加することは可能である。

（渡邉調査交渉部長）

第２回労使間意見交換会で「定年退職者の再雇用に必要な予算については、運営費

交付金で対処する」との回答であったが、希望者全員のフルタイム雇用等のための予

算は満額認められたのか。また、公務員宿舎廃止計画に伴う退去により、住居手当等

のかかり増し経費は満額認められたのか。

（内田農林水産技術会議事務局総務課長）

独立行政法人の定年退職者の再雇用に必要な予算や公務員宿舎廃止計画に伴う退去

による住居手当等のかかり増し経費については、所要額を確保したところである。
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（渡邉調査交渉部長）

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業、競争的資金において、前年度より予

算が増額になったのは、どのような事業か。

（内田農林水産技術会議事務局総務課長）

平成27年度の拡充部分としては、提案公募による研究開発のうち、総合特区等府省

連携の取組を対象とする「重要施策対応型」の対象範囲をこれまでの実用技術開発ス

テージから、その前段のシーズ創出ステージ及び発展融合ステージまで拡充するもの

である。

（渡邉調査交渉部長）

水産大学校及び水産総合研究センターの共用船「天鷹丸」の建造費は、満額認めら

れたのか。また、共用船として、練習船及び調査船の両方の機能を有するための予算

が確保されているのか。

（新井水産庁漁政課長）

「天鷹丸」の代船建造費は、約19億円を確保したところである。

なお、「天鷹丸」については、安全性に優れた練習船機能に加え、漁業調査研究機

能を併せ持つ共用船とするために必要な予算を確保し、船体構造、乗員の居住空間、

搭載資機材等について、２法人で検討しているところであるが、詳細な設計は平成27

年度予算の成立後になる。

（川本秘書課調査官）

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部を始める。

本日の配付資料は、資料１「平成27年度地方農政局等都道府県別運用定員内訳」、

資料２「地方農政局等地域センター(支局)別・業務別運用定員内訳」、資料３「地方

組織における業務及び定員の見直しについて」、資料４「地方組織における新規定員

の概要」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4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２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、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、村井経営局総務課長、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。

初に、「地方農政局等の業務実施体制」について、橋本地方課長に説明いただく。
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（橋本地方課長）

地方組織における来年度の業務の実施体制について説明する。

来年度の地方農政局等における都道府県別運用定員内訳については、資料１のとお

りであり、地域センター別・業務別運用定員内訳については、資料２のとおりである。

定員合理化や組織改正による定員振替等に対応し、円滑に業務を運営していくため、

業務の見直しを進めていく。

また、来年度も各地域センター及び支所ごとに年間の業務計画を策定し、特定の職

員に過度な負担が生じないよう進捗管理を行うよう指示することとしているが、その

際、上期と下期で体制が大きく変更することから、４月以降も、下期分については集

約先の拠点との調整等を含め、随時必要な見直し指示を行い、円滑に業務遂行がなさ

れるよう細心の注意を払っていく考えである。

（柴山書記長）

私たちは、１月15日に開催された第３回労使間意見交換会の翌日に「本省・農政局

等対策会議」を開催し、意見交換会の概要の周知と今後の取組の意思統一を図ってき

た。会議では、当局からの「2018年度までの４年間で拠点集約を完了し、その大半を

2015年10月に集約する」との説明に対し、大きな動揺と不安・不満が出され、「当局

の言う胸襟を開いた論議はどうなったのか」との厳しい意見も出されたところである。

その後、私たちは、第３回労使間意見交換会の 後に申し上げたとおり、説明のあ

った「業務の見直し内容と平仄のあった拠点の集約となっているのか」「庁舎スペー

スは問題ないのか」などについて、短期間ではあるが意見集約を行ってきた。その内

容は、既に提出しているところであるが、分会からは「現場と農政を結ぶとしている

が、拙速な拠点の集約は現場との接点を一気に少なくするのものであり理解できな

い」「定員削減ありきの拠点集約となっている」「新規採用者の配置もなく新たな組

織に将来展望が持てない」「示された業務見直しでは効率化が図れない。また、意見

に対する十分な説明がない」「庁舎集約は、執務等に必要なスペースを確保するため

には物理的に無理」など厳しい意見が報告されている。こうした分会からの意見を踏

まえれば、「業務見直しにより拠点集約は可能」「特段の事情がない限りスケジュー

ルの変更はない」とする当局の説明と現場実態には大きな乖離があると言わざるを得

ない。このことから、「特段の事情」について、引き続き私たちと十分に論議を行い、

検討するよう求めるので、見解を伺いたい。

私たちは、各地における農政推進に支障を来す組織再編であってはならないと考え

ている。「現場と農政を結ぶ」機能を強化し、支障なく拠点集約を行うために、現場

で業務に携わっている組合員の意見を十分に尊重した対応を重ねて求める。

また、今回、４月と10月の都道府県運用定員が示されたが、定員削減が実施される

４月はもとより、振替に伴う10月の人員配置に当たっては、混乱のない円滑な業務運

営を図ることや、組合員の生活・労働条件に十分に配慮した対応が極めて重要である。

職員の平均年齢が50歳代となる中で、介護の問題など各組合員の抱える問題も多様と

なっている。さらに拙速に拠点が県一つに集約されることにより、移転困難者も生ず

ることが懸念されるが、円滑な業務運営を図るためには、雇用も確保しなければなら

ない。こうした職員の状況にどう対応するのか見解を伺う。

以上を申し上げ、秘書課長から見解を伺った後に、担当から各課題について質問さ

せていただく。
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（横山秘書課長）

組織再編に当たっては、限られた人員の範囲で現場と農政を結ぶ部門を整備するた

め、業務見直しを行い、業務に支障を来すことなく集約を行っていくこととしており、

その円滑な実施に向け建設的な議論を行っていく考えである。

職員に対しては、第３回労使間意見交換会終了後、今回の組織再編の趣旨、内容等

について説明を行い、多岐にわたるご意見・ご質問を頂いたとの報告を受けている。

本日の労使間意見交換会終了後にも、第１回職員説明会と同様、職員説明を丁寧に

行うとともに、業務見直しについては準備が整ったものから順次業務ラインごとに具

体的なものを示していく考えである。

また、10月の組織再編に向け、しかるべき時期に改めて職務希望等調書を提出して

いただき、丁寧に意向を把握して対応する考えである。

（渡邉調査交渉部長）

今回示された「地方組織における業務及び定員の見直し」について、第３回労使間

意見交換会等で示された拠点集約を可能とする業務見直しに対する分会からの意見報

告を踏まえ、何点か指摘する。

消費・安全業務における振替定員は、４月の削減を大きく上回る494人のマイナス

となっている理由、算定基礎を示すこと。第３回労使間意見交換会で示された「拠点

集約を可能とする業務見直し」は、振替後の人員を想定して策定したものか改めて伺

う。

（小川消費・安全局総務課長）

振替後の定員は、小売店等の店頭における不適正表示率の大幅な改善など、現在の

業務の実施状況や実施体制、業務見直しの内容を踏まえて決定しており、業務見直し

により、拠点集約後も業務運営に支障はないと考えている。

（渡邉調査交渉部長）

現場からは、「度々のシステム不具合により、検査後の事務処理負担が膨大なもの

となっている」「記述式の報告書が求められるが故に、疑義なし事案であっても、疑

義事案なみの検査時間がかかる」などの課題が報告されている。消費・安全業務の効

率化を図るためには、店舗数の見直しや重点化はもとより、業務手法を効率化できな

ければ、拠点統合が可能な業務見直しとならないことから、早急にマニュアル・手引

き等の大胆な見直しを図ること。

（小川消費・安全局総務課長）

消費・安全業務については、JAS法に基づく巡回調査件数を、定員合理化及び拠点

集約を踏まえ、26年度比２割程度削減するなど、人員に見合った調査件数に削減する

方向で検討しているが、システム、調査手法やマニュアル等については、全体の業務

量等も踏まえて必要な見直しを検討してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

調査手法の効率化、マニュアルの見直しは組合の職域対策会議でも多く出されて

おり、見直しを実行あるものとし、我々にもしっかりを説明をすること。
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（小川消費・安全局総務課長）

了解した。

（渡邉調査交渉部長）

横断的監視スタッフ体制については、第３回労使間意見交換会で「各地域の実情に

応じて合同調査等を『徐々に』実施する」との見解が示されたところであるが、合同

調査に対して、多くの分会から「各業務により業者に対する質問内容が異なるため時

間を費やす」「各法律にかかる報告書作成に多大な時間を要している」「牛トレサは

広域事業者と県域業者に対する調査である」「過去の指導状況により調査店舗を選定

すること」などから、調査計画の作成から報告まで効率化が図れないとの意見が強く

出されてている。これらの課題を解決できなければ、拠点集約を可能としている業務

見直しとならない。早期に効率化が発現できる改善策を示すこと。

（小川消費・安全局総務課長）

横断的監視スタッフ体制については、直ちに１職員が全業務をこなすことは困難と

認識しており、合同調査を実施した場合、１件当たりの時間は費やすものの、１職員

当たりの出張回数の軽減が図られることから、将来的な体制を見据え、各地域の実情

に応じて合同調査を除々に実施する方向で検討している。

業務の進め方等については、職員の負担にならないよう配慮し、検討してまいりた

い。

（渡邉調査交渉部長）

横断的監視スタッフ制は、それぞれ法律が違うことから導入までに時間が必要であ

る。徐々に移行では、業務見直しに伴う効果の発現性が低い。職員の負担にならない

ように配慮しながら効率化すること。

店舗数について、今回の拠点見直しは、業務の見直しを前提に進めてきたとしてい

るが、現時点で店舗数が示せないのは何故か。いつ示すことができるのか。

また、年間調査店舗数について、JAS法に基づく表示監視においては、「10月以降

の体制を基に20％程度（26年比）削減、米穀流通監視においては、「10月以降の人員

に見合った調査件数に削減」としているが、具体的な例示を示すこと。

さらに、牛トレにおける生産段階及び流通段階の見直し内容について、具体的な例

示を示すこと。

（小川消費・安全局総務課長）

巡回調査件数等については、これまでの調査の結果や地方農政局等の人員体制を踏

まえ、例年同様に地方農政局等と協議の上、決定予定であり、来年度の業務計画の策

定に支障がないよう調整をしてまいりたい。

また、牛トレにおける業務見直しは、生産段階においては、全頭確認から地域の事

情に合わせた抽出率の設定等、また、流通段階では、巡回調査頻度の見直し等により

業務の効率化を図ることとしている。

（渡邉調査交渉部長）

店舗数を今示せないということであれば、引き続き情報提供し、我々の意見も聞き
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ながら進めること。

（小川消費・安全局総務課長）

了解した。

（渡邉調査交渉部長）

各業務における「管内の支局間で業務調整を可能とする効率化」とは具体的にどう

いうことか。誰が指示するのか。

（小川消費・安全局総務課長）

地方農政局及び北海道農政事務所に「消費・安全管理官」を設置し、拠点間の業務

調整を行うこととしており、必要に応じ拠点間の応援体制の調整等を行っていくこと

としている。

（渡邉調査交渉部長）

支局間の業務調整を行うことになれば、支局の店舗数及び運用定員の考え方に矛盾

が出てくるのではないか。

（小川消費・安全局総務課長）

各支局の人員数等を踏まえ巡回調査件数を設定していくが、従来から疑義案件の対

応の際に一般巡回調査件数を調整するなど柔軟な業務運営を行ってきたところであり、

業務上の必要性に応じ所要の調整を行い、人員に見合った調査を的確に実施していく

考えである。

（渡邉調査交渉部長）

疑義案件など突発的な事案等は弾力的に対応すると受け止めたが、これが日常的に

なると、消費・安全管理官のところで調整しても混乱することが想定される。疑義案

件等は必要に応じ消費・安全管理官の指示の下でしっかりやっていくという理解で良

いか。

（小川消費・安全局総務課長）

その理解でよい。

（渡邉調査交渉部長）

統計業務における振替定員は、４月の削減を大きく上回る210となっている理由、

根拠を示すこと。また、現在示している対応策では不十分ではないか。

（吉井統計部管理課長）

10月の統計業務における振替定員については、作物統計、特定作物統計及び市町村

別統計以外の調査の審査業務及びモニター調査の実施業務の地方農政局本局への移管

により地方農政局本局に振り替えるものと、当該移管による業務の地方農政局本局へ

の集約化及び県単位毎のモニター交流会の廃止による業務の合理化が図られることに

伴い、定員を地方参事官室等の他部門に振り替えるものである。



- 16 -

10月の振替定員については、これらの業務移管や業務合理化に対応したものである

が、これらの業務合理化等に対する昨年の地方意見を踏まえ、さらに、４月から作況

特定筆の調査における農家からの聞き取り調査数の大幅な縮減等を検討しているとこ

ろであり、振替後においても業務運営に支障は生じないものと考えている。

（渡邉調査交渉部長）

分会からは、専門調査員導入初年度の予算が厳しい査定結果となったことにより、

専門調査員化が来年度以降実現可能なのかという大きな懸念が報告されている。第３

回労使間意見交換会では、「来年度からの移行に支障はない」としているが、その根

拠を示すこと。また、2015年度予算の厳しい査定を踏まえ、10年間とされる移行スケ

ジュールに問題は生じないか。

（吉井統計部管理課長）

専門調査員関係の予算については、財務省からの、厳しい指摘の結果、当初要求額

から査定されたが、手当単価については、大幅な減額を要求されたものの、 終的に

日給１万円弱（9,529円）を確保したほか、専門調査員の管理・指導の業務量につい

ても、当初要求時の専門調査員数は、 終的な管理・指導の業務量までをも見込んで

いたものであり、査定後の専門調査員数については来年度の管理・指導の業務量を十

分見込んだものとなっていることから、「来年度からの移行に支障はない」としてい

るものである。

また、平成28年度以降も定年退職等による地方統計職員の減少に対応して専門調査

員を導入していくことが不可欠であると考えており、今後の専門調査員関係の予算の

確保に向け、本年２月を目途に本省内に設置する農林水産統計の見直しのための会議

の場等を活用して継続的な業務の合理化等の検討を行うなど、これらの結果を踏まえ

つつ、必要な予算の確保に努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

経営担当の専門調査員は、2016年度までシステム処理のために拠点に出向き入力作

業を行うとされているが、分会からは、拠点集約により移動範囲が広域になることか

ら専門調査員の辞退などが生じたり、交通事故の懸念など確保がより困難となること

が指摘されている。

専門調査員が確保できなければ、職員の負担が増大し、拠点集約が可能としている

業務見直しとはならない。このことから、少なくとも専門調査員が自宅で入力が可能

となる2016年度までは、多くの職場から拠点集約を延期せよとの声もあるが、どのよ

うに対応するのか。

（吉井統計部管理課長）

経営統計のシステムについては、平成29年１月から専門調査員がインターネットを

利用したリモートシステムを導入する予定であり、それまでの間は、専門調査員は拠

点に出向いてのシステム処理が必要となる。

このため、経営統計の専門調査員の任命の条件として、これまで、地域センター等

の「実査機関に通えること」を前提条件として確保に努めているところであり、全国

的には必要な専門調査員数を確保できる見込みである。
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（渡邉調査交渉部長）

今回、業務見直しとして、様々な合理化策等も含めて提示されたが、専門調査員が

うまくいかないと職員に負担が大きくかかり、統計業務にも支障をきたすことになり

かねない。募集も実行段階に入っていると聞いているが、我々としても労働条件に影

響する課題であることから、しっかりと意見を申し上げたい。引き続き情報提供し、

我々の意見を踏まえて対応すること。

（吉井統計部管理課長）

了解した。

（渡邉調査交渉部長）

次に10月の拠点統合において、経営所得安定対策の各種交付金支払い事務には大き

な影響を及ぼすことが想定されるが、具体的な対応策を示すこと。

（村井経営局総務課長）

交付金の支払い事務は、基本的にデータのやりとりやシステム操作が中心の内勤作

業であり、拠点の場所に限らず申請農家等に影響を与えることなく実施が可能である。

（渡邉調査交渉部長）

総務関係業務について、４月に農政局総務部、北海道農政事務所総務部に集約した

ものを10月に本省に集約するとしているが、本省に必要な人員は確保されるのか。ま

た、10月には、多くの総務業務が本省に集約されると考えられるが、農政局総務部、

北海道農政事務所総務部における総務業務、人員はどうなるのか。

（橋本地方課長）

地方農政局においては、現在地域センターで行っている契約・支払等の事務は本局

に移管されるが、現在各部局長等に委任されている任命権等の大臣への一元化や旅費

等内部管理業務共通システムの活用により、人事発令、旅費審査・支払い事務等を本

省に集約することとしている。

また、本省・地方農政局・北海道農政事務所においては、総務事務の実施に当たっ

て、総務課、会計課に人員を集約し、事務処理を効率化することとしており、業務量

に見合った体制を整備することとしている。

（渡邉調査交渉部長）

統計業務における調査員に関する旅費や統計調査員手当等の手続の取扱いを明確に

すること。

（吉井統計部管理課長）

現在の統計調査員や今般導入することとしている専門調査員に係る旅費、手当等に

関する事務については、統計調査員等の実態を把握しなければ行えないものであり、

地域センター内で完結するものであることから、今後も、地域センターで行うことが

も効率的であると考えている。

なお、今般の省全体の組織再編においては、省内の総務・管理部門を集約・効率化
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することとしており、その具体的な検討結果を待った上で、統計調査員等に係るこれ

ら事務の合理化として実施できるものがあれば更に検討してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

前回説明を受けた組織再編のところについても意見が多く出されている。まずは予

算関係について伺う。

2015年度組織・定員の決定に基づき、本年10月に地方組織の大幅な拠点集約が予定

されているが、移転に必要な経費は確保されたのか。

（橋本地方課長）

平成27年度に統合を予定している拠点の移転に要する経費については、所要額を確

保したところである。

（渡邉調査交渉部長）

耐震性に問題のある北海道農政事務所の移転については、拠点統合と合わせた予算

が確保されたか。

（橋本地方課長）

北海道農政事務所の移転に要する経費については、所要額を確保したところである。

（渡邉調査交渉部長）

耐震診断により危険性が高いとされ、安全性を確保するため緊急に実施する必要が

あるとされていた、佐賀地域センター庁舎及び大分地域センター庁舎の耐震工事に必

要な経費等は確保されたのか。また、庁舎毎の耐震工事スケジュール等はどのように

考えているのか。

（橋本地方課長）

佐賀地域センター及び大分地域センターの耐震改修工事に要する経費については、

所要額を確保したところである。

なお、今後のスケジュールについては、施工を委任する国土交通省九州地方整備局

から、両庁舎とも本年６月に着工し、来年１月に竣工の見込みであると聞いている。

（渡邉調査交渉部長）

表示監視・牛トレ業務の効率化を図るため、科学的手法による調査を拡充するとし

ているが、2015年度予算においてどのように措置されるのか。具体的に示すこと。

（小川消費・安全局総務課長）

科学的分析による調査については、平成27年度の分析サンプル数を食品表示業務は

対前年比約９％、牛トレ業務は対前年比約20％増やすこととしており、産地偽装等の

取締りを効率的・効果的に実施してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

経営所得安定対策業務について、「相当程度の臨時雇用を活用し業務を遂行する必
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要がある」との見解が示されたが、本年度に比べ予算は増額されているのか。また、

業務に必要な臨時雇用を確保できる内容となっているのか。

（村井経営局総務課長）

経営所得安定対策の推進・執行に必要な経費（庁費等）については、約16億円を確

保したところであり、これまでの執行状況を勘案して、業務に必要な臨時雇用が確保

できると考えている。

（渡邉調査交渉部長）

本年10月に予定されている拠点集約等に伴う管轄区域の広域化に対応する出張につ

いては、新幹線や特急列車等の利用、宿泊付き出張、公共交通機関とレンタカー利用、

高速道路の利用などにより対応するとし、必要な旅費・庁費は確保するとしているが、

どうなったのか。

（橋本地方課長）

旅費については、統計実査業務等について遠距離出張が見込まれることを踏まえ、

増額して確保するとともに、庁費についても十分対応が可能な額を確保したところで

ある。

（渡邉調査交渉部長）

本省に一元化される検査・監査部において、必要な旅費・庁費は確保できたのか。

（齋藤検査部調整課長）

地方農政局の検査業務については、本省に一元化し、検査・監察部において実施す

る体制に見直すこととしている。このため、本省からの検査出張等が増加することと

なるが、必要な旅費及び庁費は確保したところである。

（渡邉調査交渉部長）

１月15日に開催された第３回労使間意見交換会で説明があった「2015年度組織・定

員要求」の内容について、分会から意見集約を行ったところ、多くの質問が報告され

たので何点か質問する。

今回の組織再編に対し、多くの分会から「設置法を改正し、省令で定められること

となれば、支局は安易に廃止や縮小されるのでは」「当局の職員説明会では、拠点集

約は行うが、今後も地方組織に新規採用が入る説明もなく、人員減への対応も調査員

化、外部化に力点が置かれている」と将来に対する不安が報告されている。今後、継

続的に新規採用を配置し、農政推進に 低限必要な県域拠点を恒久的に維持すること

ができるのか。

（橋本地方課長）

今般の地域センターの見直しは、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく

農政改革の考え方を現場にしっかりと伝え、改革に必要な国の施策・制度を現場で推

進するという国の役割を果たせるように、現場と農政を結ぶ部門を各県に新設するも

のであり、その機能を将来にわたって発揮していく体制とすることが も重要と考え
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ている。

また、統計調査、表示監視等業務については、平成30年度以降も県域拠点に引き続

き担当を配置する。

（渡邉調査交渉部長）

将来的にわたって機能を発揮する体制とするためには、新規採用をする必要があり、

若い人を配置していかないと継続的な組織にならない。今ほどの回答は、そういった

ことを網羅した回答か。

（横山秘書課長）

人員の配置等、全体として維持していくために、いろんなことを考えていきたい。

（渡邉調査交渉部長）

「現場と農政を結ぶ業務」を推進するため、地方参事官に平均16名配置される具体的

な業務内容は何か。各部駐在との業務の棲み分けはどうなるのか。また、農政局関係

各部に地方参事官を併任し、支局内の指揮命令を行うとの説明があったが、現在の地

域センターにおけるスタッフ制のように支局内の業務調整を図ることができるとの理

解でよいか。

（橋本地方課長）

現場と農政を結ぶ業務については、現場における農政改革の周知、各種会議等への

出席、農政全般に係る要請・相談への対応や、現場で把握した地域の農政課題の解決

に必要な事業・制度等の紹介、現場の声や地域の農業・経済情報の地方農政局・本省

への伝達等を想定している。

例えば農家や市町村からのどのような事業・制度があるのか、利用する際の要件は

何かなどの質問に対し、地方参事官及びその他の担当官がアドバイザーとなって、目

的に応じた事業・制度を他地域での活用事例とあわせて各部横断的に紹介、農家や市

町村などが事業を申請しようと考えた時には既に受付が終わっていて利用できなかっ

たということがないよう、事業・制度の申請期間を注意喚起するなど、手続き面で現

場が知らなかったということがないようにフォローしていくことなどを想定している。

支局においては、現場と農政を結ぶ業務の他、農政局関係部局に併任された地方参

事官の指揮監督の下、統計調査、消費・安全業務等の個別業務については、個別業務

単位に配置された管理職の指示に基づき業務を実施する。

例えば米政策の見直しのように、農政改革の浸透と個別業務の指導が密接な分野に

ついては、地方参事官の指揮監督の下、地方と農政を結ぶ担当職員と個別業務の担当

職員が連携して対応することとしている。

なお、地方参事官は緊急時・繁忙時に機動的に人員を投入するスタッフ制の活用等

支局における総合的な調整を担うこととしている。

（渡邉調査交渉部長）

緊急的、多忙的にスタッフを活用するとしているが、部門間の応援体制を含め、支

局全体で対応していくという理解でよいか。
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（橋本地方課長）

支局長の責務の下で対応していく。

（渡邉調査交渉部長）

支局数51に対し、各県庁所在地等に常駐する地方参事官は50人となっているが、地

方参事官は全ての支局に配置されるのか。

（橋本地方課長）

沖縄県を除く都道府県の県庁所在地に支局を置くが、北海道については、行政区域

が広大であることを踏まえ、道内各地への移動時間も勘案して、札幌の他、函館、旭

川、釧路、帯広、北見の５ヶ所に支局を置き、各々に地方参事官を配置することとし

ている。

ただし、札幌では、北海道農政事務所次長、企画調整室長等のしかるべき者に地方

参事官の役割を担わせるとともに、新たに配置される上席農政推進官がそれを補佐す

ることとしている。

（渡邉調査交渉部長）

農政局本局の県庁所在地に設置される支局については、他の県と同様な組織体制と

の理解でよいか。その際、農政局各課が行っている県との調整はどこが行うのか。ま

た、企画調整室と地方参事官の業務の棲み分けはどうなるのか。

（橋本地方課長）

地方農政局所在地においては、所在府県を担当する地方参事官等が現場と農政を結

ぶ業務を行うが、所在府県の統計調査等の個別業務の管理職及び担当官は、指揮命令

系統の簡素化の観点から、地方農政局各部の直接の指揮監督の下に業務を遂行してい

ただくこととしている。

また、これまで地方農政局等の各部が管内各県と行っていた事業・制度に関する担

当者会議等を通じた周知や事業実施の調整等については、引き続き各部で行い、各県

支局は、県と連携して市町村や農業団体等への周知や申請期限の注意喚起、個別問合

せ等に対応することとなる。

地方農政局等企画調整室は、現場と農政を結ぶ業務についての各県支局と本省・農

政局等各部との連絡窓口として、支局での取組を支援していくこととしている。

（渡邉調査交渉部長）

再度確認するが、他県と同様の組織体制という理解で良いか。

（橋本地方課長）

体制はきちんと整える。

（渡邉調査交渉部長）

駐在所については、前回フロー図が示されたところであるが、管轄区域はどうなる

のか。また、駐在所に配置される管理職は、庁舎管理及び職員管理等のため配置され

るとしているが、駐在所の業務実施体制はどのようになるのか。
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（橋本地方課長）

駐在所においては、管理職総括農政推進官１名を配置し、職員管理や庁舎管理など

の内部管理業務を行わせることとしている。

統計調査等の個別業務については、地方参事官のマネジメントの下、県庁所在地拠

点に配置する個別業務担当の管理職の業務指示を受け、業務を遂行していただくこと

になる。

なお、駐在所の業務・管轄については、統合時に集約先に移管することとしている。

（渡邉調査交渉部長）

統合時は、現在の管轄エリアをもって対応するということか。

（橋本地方課長）

そのとおりである。

（渡邉調査交渉部長）

庁舎関係について、第３回労使間意見交換会では「移転可能」との説明があったが、

その根拠が示されていないことに多くの分会から不満が報告されている。拠点集約を

可能とする基準の積算根拠を示すこと。また、「業務運営に必要なスペースは確保し

ている」との見解も示されているが、その中には、官用車駐車場、統計作業調整室も

含まれているのか。

（橋本地方課長）

庁舎スペースについては、再編時の職員数を見込み、必要な面積と庁舎面積を比較

して判断している。

具体的なフロアプラン等は今後検討していくが、試算には、事務室、会議室、倉庫

等のほか、調整室など業務運営に必要なスペースを確保することとしている。

また、官用車駐車場についても確保することとしている。

（渡邉調査交渉部長）

職務等希望調書の取り扱いを早急に明らかにすること。

（横山秘書課長）

職務希望等調書については、新たな様式を定め、10月の組織改正に向けて、年度末

までに改めて提出していただくことを検討してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

第３回労使間意見交換会において、４月から一定程度の管理職を欠にすることに対

し、業務に支障がない体制を構築するとしているが、分会からは「現在においても管

理職が不在となっている中、業務運営に支障を来しており、更なる混乱が懸念され

る」との意見が報告されている。「業務に支障がない体制」の具体的な方策を示すこ

と。
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（橋本地方課長）

組織再編に向けて計画的な人事配置を行うため、４月に一定程度管理職ポストを欠

にせざるを得ない場合は、他の管理職への事務取扱等の発令、地方農政局等の管理職

による定期的な出張や日常的な連絡体制の構築等、現場の状況に応じた工夫を行うこ

とによって業務に支障がない体制を構築してまいりたい。

（柴山書記長）

2015年度予算概算及び４月さらには10月以降の地方組織における業務運営や組織再

編の課題について、一定の見解が示されたところであり、今回示された見解に基づき、

各段階において対応・対策を講じなければならない。そのためにも、先般の第３回労

使間意見交換会を踏まえた第１回職員説明会については、地域センター長及び本局統

計部長並びに消費・安全部長等の３名体制で実施したにも関わらず、職場から説明内

容の不備が数多く報告されている。今後開催する職員説明会においては、各管理職が

十分理解し説明される側の立場に立った上で、職員説明を行うようにすること。また、

職員からの質問時間を十分確保した上で、職員からの質問に対して、現場当局がしっ

かり応えられるよう、本省と現場が連携して対応すること。

本日の意見交換会で論議したように、組織再編については様々な課題がある。今後

各ブロックで開催される労使間意見聴取会においてはブロック段階の論議は勿論のこ

と、各県段階における個別実情を含めて十分に論議すること。

労使間意見聴取会の論議を踏まえた「特段の事情」について十分検討し、問題があ

る場合は拠点集約の実施時期を後ろ倒しするよう要請する。また、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５回労使間意見交換会の開催を重ねて要

請する。

（横山秘書課長）

本日は平成27年度農林水産予算及び地方組織の業務の実施体制・組織再編等につい

て意見交換した。

「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、農林漁業者の所得向上、農山漁

村のにぎわいの創出に向けて、必要な予算を確保したところである。

また、10月には、農政改革を着実に実行する体制を整備するための組織再編が予定

されているが、地方農政局等で勤務する職員の勤務条件に大きな影響を与える管理運

営事項である。このため、本日の意見交換会での議論を踏まえ、改めて丁寧に職員説

明を行うとともに、２月23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、３月中旬に

再度「労使間意見交換会」を開催したい。

（川本秘書課調査官）

以上をもって、平成26年度第４回労使間意見交換会を終了する。

以 上


