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平成26年度第５回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成27年３月16日（月）15:59～17:00（61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 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 吉 井 巧 統計部管理課長

同 高 橋 孝 雄 食料産業局総務課長

同 村 井 正 親 経営局総務課長

同 北 野 光 秋 大臣官房経理課経理調査官

同 峯 村 英 児 消費・安全局総務課課長補佐

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５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）

２月４日に第４回労使間意見交換会を開催し、地方農政局の業務実施体制・組織再編を

議題として意見交換を行ったが、その際の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意見聴取会を開催したところである。

今回の意見交換会においては、意見聴取会で出されたご意見等について、本省段階で

整理すべきこと等についてお示しし、それを議題として意見交換したいと考えている。

限られた時間であるが、有意義な意見交換といたしたいので、ご協力をお願いする。

（川本秘書課調査官）

本日の配付資料は、資料１「地方農政局等意見聴取会で出された意見に関して中央で

整理すべき事項」、資料２「農林水産省設置法の一部を改正する法律案（概要）」、資料３

「農林水産省本省組織図」、資料４「地方農政局の体制について」である。
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資料１、３及び４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、大角文書課長、橋本地方課長、吉井統計部管理課長、高橋食料産業局総務課長、村

井経営局総務課長、北野経理課経理調査官、峯村消費・安全局総務課課長補佐、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、資料１について秘書課長から説明いただく。

（横山秘書課長）

資料の１「地方農政局等意見聴取会で出された意見に関して中央で整理すべき事項」。

各地方農政局及び北海道農政事務所においては、第４回労使間意見交換会での議論を踏

まえた指示に基づき、対応する職員団体の役員の皆さんに参加いただき、２月23日から２

月27日にかけて意見聴取会を開催したところである。

意見聴取会の中では、組織再編に向けての業務運営等に関する貴重なご意見が多数出

されたとの報告を受けている。それらの意見については、それぞれの業務ラインで共有する

とともに、今後の業務運営に反映させ、有効に活用したいと考えている。

また、意見聴取会の概要は、地方農政局の業務実施体制・組織再編についての職員の

理解を深めるため、各地方農政局及び北海道農政事務所において職員掲示板に掲載し、

周知を行っているところである。

意見聴取会での意見の中から、本省で統一的に見解を整理すべきものについて資料１

に整理したところであり、これらについて、意見交換をしてまいりたい。

（川本秘書課調査官）

文書課長から説明いただく。

（大角文書課長）

資料２の２月27日に閣議決定された「農林水産省設置法の一部を改正する法律案」の概

要について説明する。

同法律案は、「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、農林水産省の地方組織、地方農政局及び北海道農政事務所を見直し、現場と農政

を結ぶための相談業務や輸出促進業務を所掌事務として明示するとともに、機動的な対応

力を高めるための体制を整備することとしている。

具体的には、地域センターを廃止し、現場と農政を結ぶ役割を担う地方参事官等を県庁

所在地等に配置するほか、地方農政局等の所掌事務として農林水産省の所掌事務に関す

る相談に関する事務を明示するとともに、農林水産物等の輸出拡大を図るため、地方農政

局等の所掌事務に農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出に関する事務を明示すること

としている。

なお、同法案は、今国会において成立すれば、本年10月１日より施行する予定である。
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（書記長）

第４回労使間意見交換会の確認に基づき、各地方農政局及び北海道農政事務所におい

て開催された労使間意見聴取会について、各ブロック駐在からは非常に有意義な意見交

換であったと報告を受けていることをまず申し上げておきたい。

労使間意見聴取会では、庁舎スペース、業務の見直し、広域化する人事異動などの組

織再編の課題、定員削減が行われる中での４月以降の業務運営の課題について、厳しい

現場実態を交えて論議されており、こうした課題や問題点を本日の意見交換会で整理する

ことが必要である。とりわけ、本年10月に予定されている組織再編については、拠点集約に

より農業者・関係機関等に対する行政サービスの低下を生じさせてはならない。このことか

ら、前のめりに拠点集約を進めるのではなく、先ずは農林水産政策を進める上での課題を

しっかり解決することが重要であり、それが行政組織としての役割である。そのため、現場

で農政を推進している組合員の声をしっかり受け止め、円滑な業務運営を実施できる体制

を確立することを改めて求める。このことが結果として組合員の雇用・労働条件を確保する

ことにつながると考えている。

今後、本省に所属する分会から課題・問題点について意見集約を行い、別途要請するの

で誠意を持って対応して頂きたい。

以上を申し上げ、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）

第４回労使間意見交換会において、「農政局本局の県庁所在地に設置される支局につ

いては、他県と同様の組織体制という理解で良いか」との質問に対し、地方課長は「体制は

きちんと整える」との見解を示している。再度確認するが、本局に配置する支局は、本局以

外の支局と組織体制は同様との理解でよいか。

（橋本地方課長）

地方農政局所在地以外の支局では、地方参事官は農政局関係各部に併任し、現場と農

政を結ぶ業務の他、支局に配置される統計調査、消費・安全業務等の個別業務についても

指揮監督することとしている。

他方、農政局所在府県においては、各個別業務に必要な人員が配置されることは同様

であるが、地方参事官は現場と農政を結ぶ業務のみを指揮監督し、指揮命令系統の簡素

化の観点から、当該府県の個別業務担当職員は支局、すなわち地方参事官の指揮監督下

には入らず、直接所属各部の指揮監督の下で業務を遂行していただくこととしている。具体

的には、現在の業務課、地域統計室等の職員については、管理職を含め、部に直属する

広域監視官、統計専門官等として配置され、引き続き消費・安全部長、統計部長等の指揮

監督を受けることとなる。

（渡邉調査交渉部長）

農政局府県所在及び北海道農政事務所の支局については、「当該府県の個別業務担当

職員は地方参事官の指揮監督下には入らず、直接、所属各部の指揮監督の下で業務を遂

行して頂く。現在の業務課、地域統計室等の職員については、管理職を含め、部に直属す

る広域監視官、統計専門官等として配置する」との見解が示されたが、個別業務において

応援体制等が必要となった場合は、どのような対応を行うのか。
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（橋本地方課長）

農政局所在府県及び北海道農政事務所本所管轄区域の個別業務の執行体制について

は、業務に見合った人員配置となっていると考えているが、応援体制等が必要となった場

合には、各部長の指揮監督の下、部内から応援を行うこととなる。

（渡邉調査交渉部長）

第４回労使間意見交換会で地方参事官及びそのスタッフの業務内容について一定の見

解は示されているものの、現場からは、地方参事官のマネージメントや企画調整室をはじ

めとする本局各部・課との連携の混乱を危惧する意見が出されている。地方参事官及びス

タッフの具体的な業務内容や体制について明確に示すこと。

（橋本地方課長）

地方参事官等の基本的な業務については、県・市町村、農業者等との意見交換、各種会

議への出席等を通じて把握した現場の実態、地域特有の農政課題、優良事例等を地方農

政局・本省に伝達し、ニーズに即した施策の企画立案や優良事例の他地域への横展開等

に活用すること、農政４改革の浸透状況を踏まえ、概算決定や補正予算等の予算や政策

決定の節目に合わせ、市町村、農協等に対して施策の周知徹底や概算要求・概算決定の

情報提供及び新規事業へ関心を有する者の把握を行うこと、農協、農業者・事業者からの

相談に応じ、現場課題の解決のための事業・制度や参考となる優良事例を紹介するととも

に、補助事業等の計画作成等への助言などのフォローを行うこと等を考えている。

また、従来からの企画調整室関係業務である基本計画の推進、広報、防災等についても

地方参事官等に担っていただく予定である。

地方参事官等の活動に当たっては、企画調整室等を通じ、説明資料、Ｑ＆Ａ集や全国の

優良事例集等の必要な資料の提供、報告のあった現場課題に対する解決策の検討、必要

に応じた説明者の派遣等、本省・地方農政局本局各部が組織を挙げてバックアップしていく

とともに、 新の政策情報について定期的に研修を実施していくこととしている。

（渡邉調査交渉部長）

10月の組織再編に伴い、農政局の中で大きく変わる総務部及び農村振興部関係の部門

毎の運用定員及び具体的なポストはどのようになっているのか。

（橋本地方課長）

地方農政局の総務部を総務課及び会計課の２課体制に再編する際には、本局各部及び

各県拠点から総務事務を集約することに合わせて人員も集約し、検査課を除く現体制より

増員することとしている。

また、農村振興部では、定員合理化による人員減はあるが、他部からの業務移管と合わ

せて所要の人員の振替を行い、増員することとしている。

（渡邉調査交渉部長）

第４回労使間意見交換会で、庁舎スペースについては「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」との見解が示されているが、労使間意見聴取会における論議では、

「現状の執務室では職員や臨時職員を加えたスペース、各業務の文書・資料保管及び会
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議室・統計の調査機材の収納スペースが確保できているとは考えられない。」などの意見

が報告されており、この間の当局説明と現場状況に乖離が生じている。このため、集約先

庁舎のフロアプランと積算基準を早急に示すこと。その上で、現場職員の意見を十分踏ま

えて検討し、庁舎スペースが確保できないことが明らかになった場合は、拠点集約を見直

すこと。

（橋本地方課長）

庁舎スペースについては、臨時職員を含め、再編時の職員数を見込み、業務運営に必

要なスペースを確保することとし、４月中を目途にフロアプランの案をまとめ、準備ができた

段階で職員に説明していくこととしている。

各地方農政局、北海道農政事務所、各地域センター、支所ごとに移転の作業体制を構

築し、本省と連携して計画的に作業を進めるとともに、これらの体制の中で職員の意見を聞

きながらフロアプランを確定していくよう指示することとしている。

職員においては、不要物品の廃棄や重複図書の整理等をお願いすることになるので、対

応願いたい。

なお、拠点集約は庁舎スペースが確保できることを前提として計画している。

（渡邉調査交渉部長）

労使間意見聴取会では、「廃止庁舎の売却までの間は、管轄区域が広域化する中で業

務を円滑に推進するため、調整作業場、官用車や機材の保管場所など有効活用を図るこ

と。」との数多くの意見が出されているがどのように対応するのか。

（橋本地方課長）

多くの意見があることは承知しており、統合される支所等の庁舎については要望として承

る。

（渡邉調査交渉部長）

この間の労使間意見交換会において、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、高速道路利用などにより対応するとの見解が示されてい

るが、労使間意見聴取会等では「特急はおろか鉄路さえない地域もあり、いやがおうにも終

始官用車を使用しなければならない。バス路線も１時間に１本程度、鉄道に関しては利便

性も悪く、とても業務に活用できるような状況にはない。公共交通機関とレンタカーの利用

では作況調査器具の運搬が出来ない。」などの意見が出されている。このような現場実態

に対する具体的な取扱いをどのように考えているのか。

また、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

速道路利用などについては、地域性や現場実態を踏まえ業務運営に支障を生じさせないよ

うにするとともに、職員の健康管理に十分留意する必要がある。具体的対応をどのように

考えているのか。

（橋本地方課長）

遠距離出張については、互いに距離の近い複数の出張先にまとめて出張するなど、特

定の職員に過度な負担がかからないよう業務計画を策定し、計画的に対応することとして
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いる。交通手段については、現地の実態を把握している管理職が判断することとなるが、業

務上の必要性、現地の交通事情、職員の健康管理等を勘案して効率的なものとなるよう、

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み合わせ、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。引き続き旅費等の確保にも努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

統計業務の専門調査員導入について、現場では地域センターや支所が存続することを

前提として、専門調査員の選定作業を進めてきた経緯があるが、専門調査員の研修や管

理・指導体制は計画どおり進めることに支障はないのか。また、来年度の専門調査員は確

保できたのか。

さらに、拠点集約により移動範囲が広域となることから、統計指導員の辞退などが生じた

り、交通事故の懸念など確保が困難となることが指摘されている。統計指導員の確保は大

丈夫か。

（吉井統計部管理課長）

専門調査員については、１月中旬から各地域センター毎に募集を実施してきたところで

あり、現時点において、全ての都道府県において希望する採用予定人数を満たす応募者

数は確保したところである。

今後は、本年６月頃から専門調査員による実査が開始できるよう、応募者の面接、候補

者の決定を行い、予算成立後に基礎的研修を実施した上で、専門調査員の任命を行う予

定である。

なお、本年10月の組織再編により地域センター等は原則県庁所在地に集約することとな

るが、専門調査員が拠点、実査機関に出向く必要がある経営統計の専門調査員について

も、「実査機関に通えること」を前提条件として募集を行い、都道府県毎に採用予定人数を

満たす応募者数は確保しているところである。

また、統計指導員の業務は、現場で行う統計調査員からの相談等への指導業務、地域

センター等に出向いて行う調査票の点検・指導や調査計画書の点検・修正等の業務に大

別されるが、現在はこれら両方の業務を同一人が行うことを前提に、地域センター等に出

向くことが可能な者を統計指導員に任命している。

しかしながら、今般の拠点集約化に伴って、地域センター等に出向くことが困難な者も想

定されることから、現場での指導業務のみを行う統計指導員も任命できるように検討する

等により、必要な統計指導員の確保に努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

消費・安全業務は、横断的監視スタッフ制による合同調査で業務軽減が図られるとの見

解に対し、現場からは「疑義案件の対応日数は案件によっては１年半程度かかる、牛トレ

は科学的分析手法を用いるとされ、買い上げたものが疑義案件になるまで分析に３～４ヶ

月程度かかる、監視業務について訴訟にまで発展していく案件もあることから、一概には業

務軽減につながらない」との意見が出されている。このような現場実態を踏まえ、今後の業

務運営をどのように考えているのか。

また、各調査における店舗数及びマニュアル改正の検討状況はどのようになっているの

か。表示・規格特別調査官の取扱いは、再編以降どのようになるのか。
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（峯村消費・安全局総務課課長補佐）

疑義案件への対応については、従来どおり 優先し、その他の巡回調査を調整するとと

もに、今回の再編により、支局内における広域監視官全体での業務調整、支局間の業務調

整、更には、本局の主任広域監視官による対応等がより柔軟に行える体制としたところで

ある。

各調査の店舗数については、安全管理課長会議、表示・規格課長及び流通監視課長会

議を開催し、業務の効率化に向けた取組等の業務方針を示したところ。各調査の店舗数の

業務計画については、ＪＡＳについては、調査の店舗数を対前年比20％削減する内容を各

農政局に示したところであり、米トレ、牛トレについては、業務方針に基づき各農政局等で

調査件数を検討している段階である。

実行可能な調査手法の改善を行うとともに、監視業務のマニュアル等の見直しについて

は、将来的な体制を見据えて合同調査等を試行的に実施していくこととしていることから、

試行的な実施の結果の検証を踏まえて、マニュアル等の必要な見直しを検討してまいりた

い。

現在、東海農政局、東京・大阪・福岡地域センターに設置されている表示・規格特別調査

官は、本省併任を行うことにより複数の県に及ぶ事案について機動的に対応することを想

定し設置されたものである。今回の組織再編により、県をまたぐ調査も可能とする主任広域

監視官が設置されることになるが、局をまたぐ調査案件等に対応する体制については、現

在、検討しているところである。

（渡邉調査交渉部長）

この間も申し上げたとおり、店舗数の減少だけで効率化につながらない。実行可能

な調査手法の改善の内容について、早急に示して頂きたい。

（峯村消費・安全局総務課課長補佐）

承る。

（渡邉調査交渉部長）

経営所得安定対策については、現場からは、「加入申請ルートの一元化、交付金算定シ

ステムの効率化や経験豊富な臨時雇用職員の活用により業務が軽減するとしているが、そ

の内容では大幅な業務の効率化にはつながらない。」との意見が数多く出されている。この

ような現場実態を踏まえ、今後の業務運営をどのように考えているのか。

また、各地域センター等が担う交付金事務量は膨大であり、地域協議会や関係機関との

連携なくして円滑な交付事務は行えないため、担当職員が現場に出向き、意見を汲み上げ、

伝えている。さらに、関係機関が職場に出向き相談するケースも多々ある中で、拠点集約

に伴い協議会との連携に支障は生じないのか。

（村井経営局総務課長）

拠点の集約に伴い、市町村等との打ち合わせや現地確認など移動に要する時間が一定

程度増えることになるが、交付金事務を含め、更なる効率化を検討するとともに、制度に関

する現場への周知・推進については、新たに設置される地方参事官がしっかりと対応し、地

方参事官担当官と連携・役割分担しながら、これまで積み重ねてきた協議会等との信頼関

係を維持しながら進めてまいりたい。
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（渡邉調査交渉部長）

輸出証明関連業務は、「現在でもシステムエラーが発生しており、７月までは書類申請と

システム申請が輻輳することから、その間は確実に業務量が増加する。現在でもギリギリ

の人員で業務を遂行している状況にも関わらず、４月以降の更なる人員削減では業務が立

ち行かなくなる。」との意見が出されているが、４月からの業務運営をどのように考えている

のか。

（高橋食料産業局総務課長）

輸出証明書発行システムは、これまでの書類の提出による申請をインターネットを通じて

申請することにより、事業者の利便性を高めるとともに、毎月地方農政局等で行っていた申

請状況報告書を作成するためのデータ入力作業が不要となるなど、輸出証明業務を簡素

化・効率化し、職員の業務負担の軽減を図るために導入したところ。

本年２月からのシステム導入後、システムに不具合が生じた場合には、速やかにシステ

ム開発業者に連絡し、システムの修正を行うなど、事業者の証明書の申請及び職員の審

査業務等に支障が生じないよう迅速な対応に努めているところ。

平成27年２月から７月までの間は、従来の書類の提出による申請とシステムによる申請

の２つの方法で対応できる期間としており、この期間におけるシステム運用の中で、システ

ム上の不具合など問題を出来るだけ多く把握し、システムの早急な改善を進めているとこ

ろ。

このような取組を通じ、事業者がシステム申請に移行できる環境を整備し、２つの申請方

法で運用する期間内における早い段階でのシステム申請への移行を推進することにより、

職員の業務負担の軽減に努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

総務関係業務については、労使間意見聴取会で「前回の地域センター化に伴う組織再

編では、総務関係事務が大幅な業務過重となり、総務部門に集中的な超過勤務が発生し

たことから、前回の轍を踏まないよう対応すること。」との意見が数多く出されている。当局

からは「支局・駐在所における総務関係業務は、勤務時間管理、健康診断、物品購入依頼

・納品検査及び庁舎管理など必要 小限のものに縮小する」との見解が示されているが、

各拠点における非常勤職員の雇用関係事務などの具体的業務はどうなるのか。

（橋本地方課長）

非常勤職員の雇用関係事務が効率的に遂行できるよう、採用事務、勤務時間管理、賃

金の算定など各々の事務ごとに総務部門と業務部門が適切に役割分担して行うことを基本

とし、必要な人員を配置することとしている。

また、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）

非常勤職員の雇用関係事務に係る業務量をどう見込んでいるのか。

（橋本地方課長）

非常勤職員関係事務の業務量については、拠点集約後の雇用人数によって変わるもの
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であるが、特定の職員に過度の負担とならないよう指導してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

秘書課長から「意見聴取会で出された意見については、それぞれの業務ラインで共有さ

れるとともに、今後の業務運営に反映させ、有効に活用したいと考えている」との見解が示

されているが、今ほど示された業務見直しの課題に対する当局見解では、多くの課題を残

していると言わざるを得ない。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で

あることから、引き続き、現場における課題や問題については適宜集約し、提出するので当

局が責任をもって課題を解決すること。また、前回の労使間意見交換会で確認したとおり、

業務見直しについて中央本部に情報提供を行うこと。

（横山秘書課長）

組織再編についての課題等は一つ一つ解決するとともに、業務の見直しについては、各

局から必要に応じ節目節目で情報提供してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

４月以降、限られた人員の中で円滑な業務運営を行い、組合員の労働条件を維持する

ためには、業務の見直しを着実に実行するとともに、10月の組織再編を踏まえた業務計画

の策定が重要である。業務計画については、職員の意見を十分踏まえた上で、早急に策定

すること。

（橋本地方課長）

平成27年度における業務分担や業務スケジュール等を明確化した業務計画について、

各地方農政局及び北海道農政事務所に策定を指示したところである。その中で、年間の業

務見通しを立てるため、１年間の業務計画を策定して業務ごとに上期・下期の業務配分を

調整し、円滑な組織再編が可能となるよう留意すること、下期分については、４月以降に計

画見直しを行っていくこととしており、その際、集約が予定される地域センター、支所と集約

先の地域センターとの調整等を進めることを指示している。

また、例年同様、策定に当たっては、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できるだけ反映させるよう努めることを併せて

周知している。

（渡邉調査交渉部長）

労使間意見聴取会では「昨年４月から管理職が３名欠員となり、この間、業務に支障が

あるとして機会ある毎に欠員の解消を求めてきたが実現していないことから、４月期におけ

るこれ以上の欠員は行わないよう要望する」との意見が出されているが、管理職の配置に

ついてどのように考えているのか。

（橋本地方課長）

４月人事は 終調整中であるが、組織再編に向けて計画的な人事配置を行うため、一定

程度管理職ポストを欠にせざるを得ないものの、他の管理職への事務取扱等の発令のほ

か、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により、業

務に支障がない体制とする考えである。
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（渡邉調査交渉部長）

10月１日の拠点集約は、統計水稲調査や経営所得安定対策に係る支払い繁忙期を避け

るため、拠点の移転時期の延長を求める意見が数多く出されている。地方課長から「支所

の移転時期については、統計業務の水稲収穫量調査でサンプルの乾燥・調製・重量計測

等の作業時期が移転作業と重なることから、これら地域においては、年内までに移転する

など柔軟な対応を地域毎に検討し、業務に支障が生じないように調整を行う」との見解が示

されたが、経営所得安定対策業務についても柔軟な対応を求める意見が多く出されている。

これら業務運営上の課題を含めた柔軟な対応の地域毎の検討結果はいつ示すのか。また、

検討にあたっては私たちの意見を十分踏まえ対応すること。

（橋本地方課長）

集約を予定している地域センター・支所の移転時期については、基本的に統計業務のみ

の調整で不足はないと考えているが、業務上の繁忙等をよく精査して農政局等ごとに設定

することとしており、４月中を目途に拠点ごとの時期を決定し、必要な工事等の準備を進め

ていきたい。

また、拠点集約に当たっては、移転作業のための体制を整え、業務に支障がないよう計

画的に準備を進めていくこととしていきたい。

（渡邉調査交渉部長）

2015春闘要求書の提出の際、官房長から「今回の組織再編に伴う人事については、改

めて希望を把握し、丁寧に対応して参りたい」との見解が示されているとおり、組織再編に

伴う人事異動については、組合員の希望を十分尊重し、強制的な対応は絶対に行わないこ

と。また、現在、育児や介護などを家族の中で中心的に担っている組合員にとっては、拠点

統合に伴う広域異動は極めて深刻な問題であることから、個別の事情を十分考慮するとと

もに、異動困難者への対応には万全を期すこと。

（橋本地方課長）

人事異動の基本方針については、平成15年度の組織改正以降、地方農政局、管区機関

に所属する職員の人事異動については「管内異動を原則」とし、必要に応じブロック間異動

を検討してきたところである。

10月の組織再編を控え、改めて職員の職務に関する希望の把握を行うため、今回新た

な様式の職務希望等調書について３月末までの提出をお願いすることとしている。

本人の意向を把握しつつ、多様な職務経験の付与を通じた人材育成及び組織全体を通

じた適切な人材配置を実現するため、人事上必要な情報を記入し、提出頂くよう職員に呼

びかけてまいりたい。

改めて提出頂く職務希望等調書により、必要に応じ面談等を実施し、意向を丁寧に把握

した上で組織再編に伴う人事配置を行ってまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

拠点統合に伴い広域異動が拡大することが予想されるため、必要な宿舎を十分確保で

きるのか。
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（橋本地方課長）

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

等の聴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。

また、農林水産省共済組合が斡旋する賃貸住宅仲介業者による希望条件に基づく物件

情報提供及び仲介手数料の割引サービスについても併せて周知していきたい。

（渡邉調査交渉部長）

労使間意見聴取会で「拠点統合により遠距離通勤が確実に増加することから、時差出勤

の制度化を要望する」との意見が出されているが、遠距離通勤の対応策などどのように考

えているのか。

（横山秘書課長）

時差出勤については、大都市での通勤通学時間帯等における交通混雑の激化の趨勢

に対処するため、交通安全基本法に基づき決定された時差通勤通学対策として、国、地方

公共団体、民間事業所、学校等、官民が協力して通勤通学の混雑緩和を図るために時差

通勤を行う地域、市町村又は区域を決定している。

各府省等の時差通勤については、この決定により実施することを基本としており、遠距離

通勤を理由として実施するのは困難である。

（渡邉調査交渉部長）

北海道農政事務所の農政局化について、現場からは「当局は、級別標準職務表におけ

る管区機関の区分、複数県を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局を例に持

ち出したが、現状、北海道のみを管轄区域とする他府省の管区機関は多々あり、省内にお

いても北海道森林管理局は管区機関であること、また、過去には北海道統計・情報事務所、

札幌統計が管区機関並みの扱いとされていた経過もあることから、本件に関して、この例を

持ち出すことは、説明として相応しくない。」との厳しい意見が報告されている。北海道農政

事務所の課題解消に努めるとともに、超勤予算、職員の処遇等について、農政局と同等の

措置とされるよう 大限の努力を要請する。

（橋本地方課長）

北海道農政事務所の農政局化については、北海道開発局との関係等から困難であるが、

級別定数改訂要求や超過勤務手当予算の増要求等を通じ、処遇改善に努めてきたところ

であり、引き続きこうした努力を積み重ねてまいりたい。

（書記長）

組織再編に伴う新たな説明事項や労使間意見聴取会を踏まえた中央で整理する事項に

ついて、一定の見解が示されたところであるが、業務の見直しについては多くの課題を残し

ていることから、職場に混乱が生じないよう課題解決に向けてしっかり対応することを先ず

は要請しておく。

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、
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１つ目として、今後開催する職員説明会においては、前回の職員説明会と同様に、各管

理者が説明内容を十分理解し、説明される側の立場に立った上で行うこと。また、職員から

の質問時間を十分確保し、質問に対して丁寧に応えること。

加えて、冒頭申し上げたが、本省の組織再編案に対する本省内の各分会からの意見等

を踏まえた要望についても丁寧に対応すること。

２つ目として、後日提出する「拠点集約に関する意見」をもとに、私たちと十分に論議・検

討し、「特段の事情」として拠点集約の実施時期を後ろ倒しするよう要請する。

３つ目として、３月中に実施する職務希望等調書にあたっては、組合員に対し趣旨を丁

寧に説明した上で行うこと。また、異動困難者については、希望を十分把握し、丁寧に対応

するよう重ねて要請する。

４つ目として、４月以降の業務運営については、管理職がマネジメントを十分発揮すると

ともに、職員とのコミュニケ－ションを十分に図り、職場で混乱が生じないよう対応すること。

５つ目として、10月の組織再編までに、業務の見直しや庁舎スペース、職員配置の在り

方など整理しなければならない課題が山積していることから、引き続き、労使間意見交換会

や意見聴取会を開催するよう要請する。

後になるが、４月以降の円滑な業務運営、組織再編の課題改善を求める「要請書」を

労使間意見交換会終了後速やかに提出するので、誠意を持って対応すること。

（秘書課長）

いよいよ27年度を迎えるが、27年10月に予定する組織再編は「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り、新

たな組織の下で、職員が認識を共有し「強い農林水産業」と「美しく活力のある農山漁村」

の実現に全力で取り組むことが必要と考えている。

また、前回の意見交換会終了後の職員説明においても、多岐にわたる意見・質問を頂い

たとの報告を受けているが、本日の労使間意見交換会終了後にも、職員説明を丁寧に行う

とともに、業務に必要な情報については、各業務ラインを通じて示していく考えである。

なお、新たな様式の職務希望等調書を今週中に配布し、３月中に提出していただくことと

しており、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予定としている。

円滑な組織再編に向け、今後とも、本省、地方農政局及び北海道農政事務所、地域セン

ター等各段階で課題を１つずつ解決し、組織一丸となって円滑な組織再編・業務遂行に努

めていく考えであり、労使間意見交換会において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５回労使間意見交換会を終了する。

以 上


