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平成29年度第３回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成30年３月16日（金）15:12～16:16 （64分）

２ 会 場：秘書課研修室（本館７階 ドア№772、774、776）

３ 出席者：

農林水産省 青 山 豊 久 大臣官房秘書課長

同 吉 本 俊 彦 大臣官房地方課長

同 神 井 弘 之 大臣官房統計部管理課長

同 森 重 樹 消費・安全局総務課長

同 前 島 明 成 農村振興局総務課長

同 松 尾 浩 則 政策統括官付総務・経営安定対策参事官

同 栗 原 秀 忠 水産庁漁政部漁政課長

同 山 口 宏 記 食料産業局総務課管理官

同 塚 田 孝 二 大臣官房秘書課人事調査官

同 清 水 正 雄 大臣官房秘書課調査官

全農林労働組合中央本部 岡 本 吉 洋 書記長

同 渡 邉 由 一 財政局長兼調査交渉部長（非現業担当）

同 武 藤 公 明 組織教宣部長兼東京ブロック対策部長

同 村 上 嘉 則 調査交渉部長（独法担当）

（清水秘書課調査官）

只今から、平成29年度第３回労使間意見交換会を開催する。

開会に当たり、青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。

（青山秘書課長）

１月18日に第２回労使間意見交換会を開催し、平成30年度予算概算決定、組織・定員等

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、４月以

降の業務運営上の諸課題等を議題として意見交換したいと考えている。

限られた時間ではあるが、有意義な意見交換としたいので、ご協力をお願いする。

（清水秘書課調査官）

本日の資料は、資料１「平成30年度予算概算、組織・定員を踏まえた４月以降の業務運

営に関する課題・問題点」、資料２「地方組織における業務の見直しについて」である。

なお、資料の意見交換会後の取扱いについては、いずれも「機密性２情報」と格付けさ

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、青山秘書課

長、吉本地方課長、神井統計部管理課長、森消費・安全局総務課長、前島農村振興局総務

課長、松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官、栗原水産庁漁政課長、山口食料産業
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局総務課管理官、塚田秘書課人事調査官、それに秘書課調査官の清水である。

職員団体側として、岡本書記長、渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当）、武藤組

織教宣部長兼東京ブロック対策部長、村上調査交渉部長（独法担当）である。

（岡本書記長）

今ほど、2018年度予算概算、組織・定員を踏まえた４月以降の業務運営に関する課題・

問題点・改善策に対する当局見解及び、地方組織における業務の見直しについて示された

ところであるが、2018年度は、前回の労使間意見交換会でも申し上げたように、今年度に

も増して厳しい定員事情の中で、農林水産行政を巡る諸課題に対する的確かつ機動的な対

応が求められることから、４月以降の体制において、いかに円滑な業務運営を図るかが重

要となる。

私たちは、１月18日に開催された第２回労使間意見交換会での論議を踏まえ、４月以降

の業務運営に関する課題等について意見集約を行ったところ、短期間の取組ではあったも

のの数多くの意見が報告された。その概要は、既に提出しているとおり、何れの職場にお

いても、依然として大幅な定員削減が継続される中、農林水産行政に係る新たな政策展開

への対応に伴う業務量の増加に対し、既存業務の見直しが不十分なことへの不満と不安の

声が中心となっている。特に退職者に見合う要員が全く確保されていない県域・地域拠点

からは、将来展望に対する不安が多く報告されている。

また、2015年10月からの組織再編に伴う拠点集約が福島県を除き今年度で終了すること

となるが、解決すべき様々な課題も報告されている。

引き続き、職員が意欲を持ち安心して業務に取り組める職場を作り上げるために、諸課

題の解決に向けた各級段階における誠意ある対応を求める。

私からは以上を申し上げ、今回説明があった内容について、担当より何点か伺う。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

定員関係についてである。

2018年度予算、組織・定員が第２回労使間意見交換会において示されたところであるが、

各分会からは、地方に偏重した定員削減を見直すよう強く求めてきたにも関わらず、依然

として定員削減を継続することに対し、当面の業務への対応は限界にきているとの意見が

多く報告されている。

将来に亘り、的確かつ継続的な農政を推進するとともに、技術の継承と人材育成を図る

ため、県域・地域拠点への新規採用者や若手職員の配置は待ったなしの状況であるが、20

18年４月における具体的配置はどうなるのか。

（青山秘書課長）

地方農政局及び北海道農政事務所における若手職員については、平成27年度以降一定数

の新規採用者を確保するとともに、平成29年度から入省２年目以降の若手職員を本局等所

在地の県域拠点へ配置しているところである。今後も地域における農林水産行政の円滑な

推進と地方農政局等業務の継承のため、多様な業務経験による中長期視点に立った計画的

育成を図っていく考えである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

県域・地域拠点においては、長年に亘って退職者に見合う補充や新規採用や若手職員が
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配置されてない。このことが、組合員の将来不安を増大させている。組織再編時に確認し

たとおり、設置法改正に伴う附帯決議を踏まえ、若手職員の配置を重ねて求める。

次に、再任用についてである。

来年度の再任用の状況を示すこと。その上で、組合員の希望どおりの再任用となったの

か。県域・地域拠点にフルタイム再任用を配置することができたのか。

（青山秘書課長）

平成30年度の再任用希望者については、概ね希望どおりの再任用を措置できたところで

ある。

地方農政局等の県域・地域拠点においては短時間再任用での配置となったが、再任用職

員の配置は、人事異動を企画する中で他の人事異動と同様に、本人の希望、業務経験等も

踏まえて、今後とも対応していく考えである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

県域・地域拠点に配置できない理由を明確に示すこと。

厳しい定員事情を理由にするならば、大きな欠員を抱える北海道農政事務所では、地域

拠点に配置ができるのではないか。

政府方針がフルタイム再任用を原則とする中で、短時間再任用の活用で雇用と年金の接

続が図られていると考えているのか。

フルタイム再任用の配置を可能とする定員の弾力的な取扱いに向け農林水産省当局とし

て雇用責任を果たすためにどのような努力をしてきたのか。

（青山秘書課長）

雇用と年金の接続については、平成25年３月の閣議決定の主旨を踏まえ、公的年金の支

給開始年齢の引上げに伴い、無収入期間が発生しないよう、再任用を希望する職員につい

ては再任用することで対応してきたところである。

再任用職員の配置は、繰り返しになるが、各地方農政局の定員状況等を踏まえた人事企

画の中で他の人事異動と同様に、本人の希望や業務経験等を総合的に勘案した結果である

ことをご理解いただきたい。これは北海道農政事務所においても同様である。

なお、フルタイム再任用職員を配置するための定員上の取扱いなどの課題については、

制度官庁の動向を注視しつつ、政府全体の検討の中で適切に対応していく考えである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

フルタイム再任用の配置を可能とする雇用責任を果たすための定員の弾力的な取扱いに

向け、関係府省に働きかけるとともに、地方組織に偏重した定員削減の配分を見直すよう

重ねて求める。

次に、短時間再任用者が増加・長期間化する中で、現役と再任用者が互いに働きやすい

職場環境を確立することが重要であるが、円滑な業務運営を確立するため、どのような対

策を考えているのか。

（吉本地方課長）

今後、更に定年退職者が増加する中で、短時間再任用職員も重要な戦力と考えており、

各職場内でコミュニケーションを図りつつ、短時間再任用職員の知識・経験が十分に発揮
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できるよう、各県拠点の実情にあわせ必要に応じて当該職員の業務調整を進める等の運用

を促してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

11月の秋季要求回答交渉において、地方課長から、「農業の維持・発展を図るためには、

現場に最も近い県域・地域拠点において農業者に政策を広く普及し、現場のニーズを聞き

取っていくべきだと考えており、引き続き県域・地域拠点の維持・活性化に努める」との

回答が示されたところであるが、若手職員やフルタイム再任用を配置できない状況のなか

で、どのように維持・活性化を図っていくのか、具体的な計画を示すこと。

（吉本地方課長）

地方参事官室においては、農政全般についての知見・情報を踏まえて、地域の活性化に

向けた取組みを行っていくことが重要である。

地域拠点の個別チームを含めた業務全体が地域農業に資するものと職員一人一人が認識

して、各チーム、地方参事官室が連携・協議を日々行うことが地域拠点活性化の最も近道

になるものと考えている。

その上で、地方参事官室が担う「現場と農政を結ぶ」機能が今後とも十分に発揮される

ことが重要であり、そのためにも、各地方参事官の裁量の下、拠点ごとの実態に合わせた

業務運営ができるよう平成30年度も地方参事官室においては同規模の定員を踏襲しつつ、

施策情報の提供や指導について更に充実するとともに、地方自治体あるいはＪＥＴＲＯ、

政策金融公庫等の関係機関との連携及び本省関係部局等とも連携した実践的な人材育成を

行うことを促しているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

４月以降も大きな欠員を抱える北海道農政事務所・地域拠点において、円滑な業務執行

体制はできたのか。また、本省と直結する部局が設置されていない北海道農政事務所にお

いて、農泊の推進や農山漁村振興交付金業務の農福連携関連など新たな農政展開に対し、

どのような体制整備を図るのか。

（吉本地方課長）

これまでも北海道開発局や北海道厚生局の担当部との連携を促してきたほか、北海道農

政事務所を含め、現時点で必要な業務に見合った人員配置と業務の見直し・効率化を進め

てきたところであるが、今後も更に着実に進めてまいりたい。

（前島農村振興局総務課長）

農泊の推進については、農泊に取り組む地域の課題や要望にきめ細やかに対応していく

ため、本省に農泊推進室を設置し、体制を強化することとなったが、北海道については、

引き続き本省で農泊の推進に係る事務を行うこととしている。

また、農山漁村振興交付金の農福連携関連業務についても、北海道については、引き続

き本省で行うこととしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

本省で行うとしているが、実際に北海道農政事務所においては企画調整室が農福ネット
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ワークの運営やシンポジウムの開催を行っていることについてどう考えるのか。

（前島農村振興局総務課長）

北海道内で実施する農福連携対策そのものについては、一連の事務を本省で実施してい

るところである。

一方で、ご指摘の農福ネットワークやシンポジウムについては、厚生労働省との連携の

もと、国のブロック機関の単位で実施しているものであり、北海道においては、北海道農

政事務所に協力していただいているところである。

本省としては、北海道農政事務所の職員の過度の負担とならないよう、これらの取組に

ついても、本省が実施することを基本に、北海道農政事務所でなければできない部分を協

力していただくという基本的考え方のもと、今後、北海道農政事務所と役割分担等につい

て相談させていただくこととしたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

地方組織における業務の見直し関係についてである。

来年度の「地方組織における業務の見直し」については、平成27年から29年度における

効率化策の実績と合わせて提示があったところであるが、分会からは、「業務見直し以上

に人員が減少し、効率化につながってない」「見直し内容は具体性に乏しい」「新規業務

や補完調査などにより効率化が図られていない」など厳しい意見が報告されている。実効

ある業務見直しとなるよう分会の意見を踏まえ、業務区分毎に伺う。

地方参事官室関係についてである。

地方参事官室は、農林水産政策を巡る諸課題に的確に対応するために組織再編をして設

置された部署であり、その機能強化は必要不可欠である。地方ニーズの高まりに的確に対

応するため、現場意見を十分に踏まえ取組を進めるとともに、課題改善に向けて労働組合

の意見を反映するよう求める。

（吉本地方課長）

現場の実態を踏まえた施策展開に向け、現場と農政を結ぶ機能を発揮するためには、地

方参事官室の機能強化が必要不可欠であると認識しており、職員の意見も聞きながら取り

組んでまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

消費・安全業務に係る平成27年度から29年度までの見直しについてである。

広域監視官による監視業務について、「平成27年度から29年度までの業務見直しにより

対象調査店舗件数は減少したものの、調査時間を要する製造業者の調査件数の増加や調査

項目の複雑化などにより、実質的な業務量は増加している」「計画数の削減以上に人員が

減少しており、業務の効率化は図られていない」との意見が出されている。この３年間に

おける「業務の見直しによる効率化」とは何を示しているのか、実績を示すこと。

更に、現場からは、調査手法の簡素化や事務処理の改善などの意見を提案しても反映さ

れていないとの意見が出されている。効率化を図るため、現場意見を汲み入れた内容とす

るよう求める。
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（森消費・安全局総務課長）

加工食品の原料原産地表示制度の施行を踏まえ、新たな監視ニーズに対応するため、監

視対象を製造事業者に重点化することとしたところである。

新たに作成したチェックリストについては、現場の意見も反映し、新たな原料原産地表

示に即した調査が現場で効率的に行われるよう、調査項目・手法を明記するとともに、調

査対象とする商品については一定の基準で抽出することとしたところである。

また、食品表示の一般調査については、業種ごとに違反リスクを考慮して製造業者に重

点化する一方で、小売店舗及び中間流通業者に係る調査件数や、調査項目の縮減を図って

いるところである。

なお、現場の意見を踏まえ、食品表示一般調査の調査内容の見直しやチェックリスト導

入に伴う報告書の簡素化等調査手法の簡素化や事務処理の改善等について、２月26日から

27日開催の地方農政局等課長会議で示したところであり、今後とも、現場の意見及び違反

リスクの高低も踏まえ、必要に応じて見直しを図ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

この間、牛トレーサビリティ監視業務の生産部門における巡回調査実施件数を１割減と

しているが、現場においては限られた人数で対応している中、１割以上の人員削減となっ

ており、当初計画をこなすことが困難となっている。これらを改善するには、巡回計画の

策定方針などを見直す必要があるとの意見が報告されているが、どのように改善を図るの

か。

（森消費・安全局総務課長）

人員削減が厳しい中、牛トレーサビリティ監視業務の生産部門においては、前年度の１

割減の調査件数を達成することが地域によっては困難となっていると認識している。この

ため、平成30年度当初は、調査件数全体の目標を 29年度の１割減の14,600件と設定しつ

つ、上半期終了の段階で当初の目標達成が困難と見込まれる地域においては、上半期の実

績を参考に30年度の調査件数の目標を下方修正することを可能とするなど必要な対応を行

ってまいりたい。

また、農政局等からの提案を踏まえ、優良な管理者に対する郵送による自己点検での確

認、大規模牧場の抽出による耳標確認等、巡回調査の効率化を図ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

平成30年度の見直しについてである。

平成30年度から導入される食品表示及び米穀流通監視巡回調査におけるチェックリスト

については、「内容が膨大なため業務効率化とならない」との意見が多く出されているこ

とから、現場実態の検証を行い、必要な改善を行うこと。

なお、チェックリストの改善に当たっては、現場からの意見を反映すること。

（森消費・安全局総務課長）

チェックリストについては、各地方農政局等からの意見等を反映し作成したものであり、

新年度からこれを活用し監視業務を行うこととしている。

８月には実施結果に基づき意見を求める予定としており、その結果を基に必要に応じて

改訂してまいりたい。また、それとは別に、随時照会等を受け付けることとしており、照
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会等に対する回答は全国の地方農政局等に共有してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

限られた人員体制のもとで、監視ニーズを踏まえ適切に監視を実施し、消費者の期待に

応えていくために、今後の監視業務のあり方について示すこと。

また、調査・検査件数は業務見直しに大きな影響を与えることから、別途情報提供する

こと。

（森消費・安全局総務課長）

監視担当職員が減少する中、各法律における違反リスクや監視ニーズ等を踏まえ、効果

的・効率的な監視業務を継続的に行っていくことが重要と考えている。このため、監視対

象事業者の重点化を進めつつ、監視業務の高位平準化を図るためのチェックリストの導入、

調査項目・手法の見直し、研修等を通じた監視職員のレベルアップ等を実施してきたとこ

ろであるが、監視ニーズや監視結果を踏まえ、不断の見直しを進めつつ、適切に監視を実

施し、食品表示の適正化・米穀の適正流通に関する消費者の期待に応えていく必要がある

と考えている。

調査・検査件数については、まとまり次第、別途情報提供することとしたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

経営所得安定対策に係る平成27年度から29年度までの見直しについてである。

経営所得安定対策等の実施に係る業務について、「要綱・要領等に係る報告は減ってい

るが、逆に要綱・要領に記載されていないメール報告を求められることが多く、加えて報

告日が短期間となっている。そのため、都道府県・市町村に報告を依頼することが難しく

なっている。」との意見が報告されている。このため、マニュアルの改善等について実施

要綱等を改正し、国と都道府県・市町村の担当業務を明確にする必要がある。

また、米の直接支払交付金制度の廃止を理由に人員を削減するとしているが、農業経営

基盤強化準備金申請や需給ラインの調査など増加する業務については言及されておらず、

2018年度の業務運営に支障が生じる懸念があるが、どのように対応するのか。

（松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

経営所得安定対策等実施要綱等においては、都道府県、市町村等の関係機関の役割を明

示しているところであるが、引き続き、必要に応じてマニュアルの改善等を行い、交付事

務の効率化に努めてまいりたい。

なお、農業経営基盤強化準備金に係る証明事務については、本省において農業者向けの

マニュアルやＱ＆Ａを作成したうえで、農業者からの申請について、郵送・ＦＡＸ等によ

る事前相談・審査に取り組み、業務の効率化に努めているところである。

また、調査業務については、今後とも農政局等の意見を聞きつつ、できるだけ合理的・

計画的なものとなるよう努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

平成30年度の見直しについてである。

業務の見直しとして「平成30年産から生産数量目標の廃止により、関連する業務が減

少」と記載があるが、需給調整業務の情報提供や飼料用米多収日本一、輸出用米の推進、
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価格動向の情報提供などの新たな調査・報告が増加し、きめ細やかな対応が求められ、現

場段階では業務軽減とはなっていないとの報告があるがどのように対応するのか。

（松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

調査業務については今後とも農政局等の意見を聞きつつ、できるだけ合理的・計画的な

ものとなるよう努めてまいりたい。

本省においてもマンスリーレポートの充実など、本省でできることは本省で行い、支局

の負担を軽減してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

交付金交付事務における協議会からの提出書類・データの確認・照会作業に多大な労力

・時間を要している。不適切事案の原因となる事務処理等を併記する等、事務処理マニュ

アルを整備すること。

（松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

地域協議会事務については、各農政局等において地域協議会事務担当者向けのマニュア

ル等を既に作成しており、このなかでは注意点なども併記されていることから、マニュア

ルの活用を十分に図っていただくとともに、本省としても地方農政局等と連携し、引き続

き、マニュアルの改善に努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

統計部関係に係る平成27年度から29年度の見直しについてである。

27年度から29年度までの業務見直し実績について検証したところ、現場からは、「生産

統計を中心に詳細な増減要因を求められた」、「精度が維持できない等により復活した調

査や削減できなかった調査がある」、「報告の後ろ倒しや周期年調査としながらも、報告

の前倒しや計画変更があった」、など業務の軽減につながっていないとの意見が出されて

いる。

また、統計専門調査員業務関係では、①経営統計調査では専門的かつ複雑で調査員1人

当たりの受け持ち調査対象数を少なくせざるを得ず、取りまとめ時のフォローをはじめ、

管理・指導業務の負担は増加し、職員調査業務を圧迫している、②調査の困難性による辞

退後の新たな専門調査員の確保や引継ぎ・指導を毎年のように行うことから職員の負担は

軽減されていない、との意見が出されている。このような現場の課題を踏まえ、職員の負

担軽減に向けた具体的な対応策をどのように考えているのか。

（神井統計部管理課長）

これまで、職員の減少に対応し、専門調査員制度の導入と合わせ、調査の効率化につい

て、政策部局との調整を経て実施してきたところである。

このような中、必要最小限の検証及び対外的な説明に必要な要因把握や政策ニーズに対

応した調査の前倒し、標本の重点化等が必要になる場合があることを御理解願いたい。

また、専門調査員に係る業務については、平成31年調査からの農業経営統計調査の見直

しにおいて、日記帳方式を廃止し調査票による調査とすること等を検討しており、これに

より大幅な簡素化、調査の負担軽減が図られるものと考えている。

さらに、専門調査員の任命期間や研修の受講日数を柔軟に設定可能とするなど、専門調
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査員の管理に係る事務の効率化を図ったほか、旅費の支払い事務等の効率化を図るためタ

ブレット端末の実運用を目指すべく試行運用に取り組んでいるところである。

引き続き、職員の減少に応じた専門調査員の導入に的確に取り組むとともに、政策ニー

ズを踏まえて政策部局と調整し可能な限りの業務効率化に取り組んでまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「専門調査員の増加に伴う管理・指導業務も増加することから、これに要する労力相当

部分も含めて専門調査員に置き換えて専門調査員化する調査客体数を決定している」との

見解が示されているが、職員活用はどのように考えているのか。

増加する専門調査員に対し、職員一人当たり何人程度、管理・指導等の対応が可能なの

か。

タブレットの活用で効率化を図ることが可能なのか。

（神井統計部管理課長）

専門調査員の管理・指導業務は、専門調査員が統計調査を適切に実施するために職員が

適切に行うことが必要である。このため、それら管理・指導業務に係る労力相当分につい

ても、従来職員が行っていた実査業務相当分に換算して専門調査員へ外部化し職員の労力

軽減を図っているところである。

また、専門調査員の管理・指導業務については、専門調査員の募集、面接、研修の実施、

調査業務の指導等多岐にわたり、現場の実情に応じ、その業務分担も多様であることから、

一概に一人の職員が何名の専門調査員の管理・指導業務に対応できるのかという平均像を

お示しすることは困難であることを御理解願いたい。

タブレット端末の活用については、旅費の支払事務及び生産統計業務に関する試行を平

成29年度から開始しているところである。

平成30年度は、まず平成29年度の試行に関する地方組織の意見を踏まえた機能改善を図

り、導入効果が十分に見込めるか試行を継続する中で、実運用に向けた検証を進めてまい

りたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

平成30年度の見直しについてである。

専門調査員の確保について、調査に必要な地域からの申し込みではないことや高齢など

の理由から断らざるを得ないなど、一層困難性が高まっている中で、専門調査員の受持調

査数について、予算積算基準に合わせ、一人当たりの調査数、担当数を段階的に増加させ

る方向としているが、今後の専門調査員の確保に支障が生じないのか。

（神井統計部管理課長）

専門調査員制度も４年目を迎え、経験を積んだ専門調査員も増加していることから、一

人当たりの調査客体数等を増加させることにより、専門調査員の確保に係る労力の軽減や

管理・指導業務の増加の抑制を図ることを目的としたものである。専門調査員の確保につ

いては、公募時に必要となる地域を明確にした募集や関係機関への事前の制度説明の実施

などに取り組み、統計職員ＯＢ以外の意欲ある者の確保にも努めていくことを通じて、必

要な専門調査員の確保に努めてまいりたい。

なお、専門調査員の担当地域の事情や経験年数等により専門調査員間で受け持つ調査客



- 10 -

体数等に多少が出る事態も生じることがあるものと考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

このような状況を踏まえ、私どもとしても、引き続き専門調査員制度の課題・問題点を

検証し改善を求めるので、誠意を持って対応すること。

（神井統計部管理課長）

引き続き、地方組織の意見等も踏まえながら改善を図ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

昨年３月の第３回労使間意見交換会において、「専門調査員制度の維持だけではなく、

制度・設計も含め新規採用者や若手職員を現場に配置し、業務の継承を図る必要がある」

との私たちの指摘に対し、「本省統計部による一元的な人事管理の下、継続的に本省で新

規採用した職員を若いうちに農政局本局等に配置することを通じて現場への若手職員の配

置を促すなど、本省と現場との積極的な人事交流により組織の活性化及び業務の継承を図

る」との見解が示されたところであるが、４月の配置計画はどうなるのか。

（神井統計部管理課長）

本省と現場との積極的な人事交流により組織の活性化及び業務の継承を図ることは重要

と考えており、本省の係長級職員を農政局本局及び県域拠点に配置することとしている。

また、新規採用職員については、多様な業務経験による中長期視点に立った計画的育成

が重要と考えており、本省で育成後、若いうちに農政局本局等に配置したいと考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

食料産業局関係に係る平成27年度から29年度の見直しについてである。

六次産業化・地産地消法に基づく「総合化事業計画」に関するフォローアップ業務につ

いて、「システム化により集計業務等の効率化は図られたものの、申請書への記入方法や

表形式の表現が難しいとの申請者及びプランナーからの意見があげられていることから早

急な対応を行う必要がある」、「フォローアップ件数は全体として減少する見込みである

ものの新規掘り起こしも行われており、大幅な業務の見直しとはなっていない」との意見

が報告されているが、どのように改善を図るのか。

（山口食料産業局総務課管理官）

総合化事業計画に係る認定申請書については、「六次産業化・地産地消法に基づく総合

化事業計画作成のためのガイドライン」において、ご指摘の点も含めて、作成のポイント

や記載上の留意事項をお示ししているところである。

本ガイドラインは農林水産省ホームページにも掲載しているところであり、今後は、職

員向けの研修会等により説明を行い、効率化を図っていくこととしている。

また、総合化事業計画のフォローアップ件数の減少に伴い、モニタリングシートの作成

や事業者ヒアリング等の業務についても、同様に減少することとなるため、全体の業務量

は減少するものと考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））
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平成30年度の見直しについてである。

食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行に係る審査業務については、2018年度

末をもって本局へ移行する旨の方針が示されてはいるが、本局集約まで残り１年弱である

ことから、具体的な事務手続きも含めた今後の移行スケジュールについて、早期に示すこ

と。

（山口食料産業局総務課管理官）

集約方針については、業務実態を考慮しながら検討を進めているところであり、移行ス

ケジュール等についても、これと併せて、できるだけ早期にお示ししたいと考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

業務計画の策定についてである。

４月以降、限られた人員の中で組合員の労働条件を維持し、円滑な業務運営を行うため

には、「業務の見直しの方向」の着実な実行と業務の効率化を図ることが重要である。４

月から円滑な業務運営を行うため、業務計画の策定にあたっては、職員と十分に意思疎通

を図ること。

（吉本地方課長）

業務計画については、円滑な業務運営が行えるよう、職員とのコミュニケーションを十

分に図りつつ、地域性や各拠点の特性も踏まえ、各拠点の独自性の発揮や進めるべき業務

目標の達成に向け、職員からの意見も反映させながら策定することとしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

拠点集約についてである。

2015年10月からの拠点集約は、福島県を除き終了を迎えることとなる。

集約にあたっては、該当する職場に設置されている統合準備委員会等が組合員の意見を

十分に反映し、課題が生じないよう対応することを確認しているが、意見集約結果では、

「十分な意思疎通が図られていない」との意見が報告されているが、課題は整理されてい

るのか。各段階において丁寧な対応を求める。

（吉本地方課長）

これまでも統合準備委員会を中心に職員の意見を聞きながら集約の準備を進めてきたと

ころである。平成30年４月１日にスムーズに拠点集約がなされるよう最後まで丁寧な対応

に努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

遠距離出張に伴う、公共交通機関とレンタカーの組合せや泊付出張などの対応について、

職員の負担軽減となる対策は講じられてきたのか。

（吉本地方課長）

拠点集約等による遠距離出張については、公共交通機関とレンタカー、宿泊付出張に対

応している。また、レンタカーの事務手続きについては、職員の負担軽減となるよう各農

政局等において事務の簡素化について更に検討を進めてまいりたい。



- 12 -

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

統計審査業務の本局集約について、組織再編時以降、順調に進められたのか。意見集約

結果では、効率化につながっていないとの意見が報告されているが、当局としてどう検証

し改善を図ってきたのか。

（神井統計部管理課長）

平成27年10月の組織再編において、調査客体の選定、調査票の郵送や統計調査員による

統計調査の実施、個別調査結果の取りまとめ等の実務については、地域拠点の統計調査チ

ーム等で実施する体制としたところである。

個別の業務の役割分担については、これまでも地方組織の実情を踏まえて見直しており、

今後も引き続き、効率的な業務への見直しに取り組んでまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

国営土地改良事業所等についてである。

国営土地改良事業所等については、当初予算を超える補正予算が割り当てられ、職員の

負担は一層増加している。補正予算の割当及び執行にあたっては、事業所ごとの事業計画

・人員等に見合ったものとなっているのか。

（前島農村振興局総務課長）

平成29年度補正予算については、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に基づく対策や防災

・減災対策等を行う箇所に補正予算を配分し、事業効果の早期発現を図るものである。

補正予算の執行に当たっては、限られた人員の中、入札・契約手続の効率化を図るなど、

事務の簡素・合理化を図り、職員の負担軽減に努めることとしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

業務量が倍増しているにも関わらず定員が削減されるため、工事発注に係る人員が不足

し、入札契約手続の簡素化や現場技術業務による発注・監督業務外注化では対応できない

状況にあるとの意見も出されているが、業務に必要な人員配置となっているのか。

（前島農村振興局総務課長）

国営事業所等の定員配分等については、農政局別の事業費、欠員状況等を基に、農政局

別に定員を配分し、その配分された定員の範囲内で、事業所毎の計画に基づき、必要な要

員を配置することとしている。

厳しい定員事情の中ではあるが、入札・契約手続の簡素化や、現場技術業務である工事

の発注・監督業務の外注化を拡大するなど、事務の簡素・合理化を図るほか、新規採用の

確保に努めるとともに再任用職員を活用することにより、業務の遂行に支障を生じさせな

いよう努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

補正予算を割り当てる場合には、それに見合った工雑、諸費を合わせて追加配分するこ

と。

また、人員不足の解消策として、非常勤職員及びアウトソーシングにより対応している
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ことから、４月以降についても引き続き業務に必要な非常勤職員等に係る予算は追加配分

できたのか。

（前島農村振興局総務課長）

工事諸費については、各地方農政局からの要望等を把握した上で予算配分を行っている

ものであり、引き続き予算の効率的な執行に努めるとともに、適時・適切な予算配分を行

うこととしたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

第２回労使間意見交換会において示された「超過勤務手当予算を定員の減等を踏まえ、

前年度対比で0.5％増の額を確保した」との当局見解に対し、事業予算が補正と合わせ対

前年度比約1.5倍に増額される中で、さらなる人員減により一層の超過勤務の増加が懸念

され、現場の超過勤務実態と乖離しているとの切実な意見が報告されていることから、現

場実態を把握し、職員の負担が増加しないよう対応すること。

また、超過勤務手当については、弾力的運用が行われているものの、現場では減額査定

が行われ、全額支給となっていないとの意見が報告されているが、全額支給できる予算は

確保できたのか。

さらに、超過勤務縮減に向けた業務の合理化・簡素化・平準化など具体的な対策を講じ

ること。

（前島農村振興局総務課長）

超過勤務手当について、本年度は、地方農政局の要望を基に業務の繁忙を加味して数度

にわたり予算の割当変更を行ってきたところである。来年度以降も引き続き弾力的な予算

割当の拡大に努めるなど、改善を図ってまいりたい。

また、超過勤務縮減に向け、入札・契約手続の簡素化や、現場技術業務である工事の発

注・監督業務の外注化を拡大するなど、事務の簡素・合理化を図ることとしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「事業所ごとの計画に基づき必要な要員を配置する」との見解を示しているが、事業計

画に基づいた当初予算の人員配置では、大幅に増加する補正予算の執行対応に支障が生じ

ており、組合員の負担は増大している。また、少人数の支所・分室においては、一人当た

りの業務が多岐にわたり心身ともに負担が増大しており、休暇なども取得できない実態と

なっていることが報告されているが、欠員ポストは解消できたのか。その上で予算規模や

業務量に見合った人員の配置ができたのか。

（前島農村振興局総務課長）

国営事業所等の定員配分等については、農政局別の事業費、欠員状況等を基に、農政局

別に定員を配分し、その配分された定員の範囲内で、事業所毎の計画に基づき必要な要員

を配置することとしている。

また、支所等については、事業量や事業の進捗状況を考慮し、必要な要員を配置するな

ど、業務負担が特定の職員に偏らないよう努めてまいりたい。

引き続き、新規採用の確保に努めるとともに再任用職員を活用すること等により、業務

の遂行に支障を生じさせないよう努めてまいりたい。
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

事業完了事業所においては、過年度からの継続案件の処理や施設等の引継ぎなど完了に

向けた多様な業務を確実に行う必要がある。円滑な事業完了を迎えられるよう事業完了の

業務量に見合った人員を確保し、事業費のみでの減員を行わないこと。

（前島農村振興局総務課長）

閉鎖事業所については、閉鎖までに全ての業務を終わらせる必要があるため、各農政局

で閉鎖事業所の事業量等を勘案の上、必要な要員を配置し、円滑な事業所の閉鎖が行える

よう努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

全ての事務手続きが複雑・煩雑化しており、簡素化とは程遠い状態であり、入札・事務

手続きも毎年変更となっていることから、真に簡素化となるよう改善すること。

（前島農村振興局総務課長）

入札契約手続の効率化等については、総合評価落札方式における提出資料の簡素化、入

札手続期間の短縮、一括審査方式の活用、概算数量発注方式等の活用等、手続の効率化等

に努めているところである。

これらの取扱いについては、担当者会議等を通じて周知しているところであり、引き続

き趣旨が浸透するよう担当職員に対し、周知を図ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

植物防疫所・動物防疫所職域についてである。

全国の空海港において、ＬＣＣ新規就航や定期航空、チャーター便等の増加、検疫犬へ

の対応、外国クルーズ船の寄港増加により旅客検疫対応が増加し、現在の職員数やシフト

体制では対応に苦慮しており、不測の事態への対応が危惧されるが、適正な人員配置とな

っているのか。

また、旅客対応だけではなく、輸出検査についても早朝・深夜等の要望へ対応や室内検

定等の諸外国からの検疫要求は複雑化しているが、円滑な検査体制は確立できるのか。

（森消費・安全局総務課長）

植物防疫所、動物検疫所全体の人員配置については、各所の業務量・業務体制等を勘案

して対応しているところであり、今春以降の人員配置についても、ＬＣＣやチャーター便、

クルーズ船や入国者数等の推移を注視し、各所の業務量、業務体制等を精査したうえで適

切に対応してまいりたい。

また、輸出検査についても検査業務の実態を注視し、業務の負担が過大にならないよう

な体制づくりに努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

植物防疫所においては、慢性的な応援体制による業務運営について、応援を受ける側・

する側の双方で負担が増大し、年休・振替休日等の取得にも支障が生じているとの意見が

報告されているが、どのように改善を図るのか。
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また、昨年10月に新規増員により配置される予定であった支所等において、実増となっ

ておらず欠員が生じていることから、確実に４月に配置するとともに新規採用者を確保す

ること。

さらに、嘉手納出張所の組織体制の検討にあたっては、職員の意見を反映すること。

（森消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、平成30年度は15人の新規増員が認められたところであるが、ク

ルーズ船やチャーター便等に対応するため、必要に応じた応援体制の構築などにより、引

き続き適切に対応してまいりたい。

人員の配置については、全体で業務量等の把握を行い、それに見合った要員を配置して

いるところである。新規採用者の確保については、今後とも植物防疫所の業務に対する理

解の促進を図り、適切に対応してまいりたい。

また、嘉手納出張所については、出張所の業務量、職員及び関係者の意見等を踏まえつ

つ、対応してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

植物防疫所及び動物検疫所においては、職員の女性比率が高くなっており、検疫業務が

増加している中で、男女ともに年次休暇や諸休暇、育児や介護に係る休業・休暇、育児時

間が取得しやすい職場環境の整備を早急に整えること。また、そのために必要な人員配置

と代替要員、非常勤職員を確実に配置できるのか。

（森消費・安全局総務課長）

植物防疫所及び動物検疫所においては、女性職員の割合が増加していることから、女性

が働きやすい環境作りのため、育児・出産等にかかる代替要員については、臨時的任用及

び任期付任用の採用、非常勤職員の配置により確保を図っており、引き続き代替要員の確

保に努めてまいりたい、

また、業務量、業務体制等を精査したうえで、適正な人員配置となるように引き続き努

めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

動物検疫所における獣医系技術職員の配置がなされていない出張所等においては、獣医

サインを必要とする輸出検査に際し、支所等からの応援体制を取っていることから、円滑

な輸出検査対応実施のために獣医系技術職員を配置すること。

（森消費・安全局総務課長）

人員確保については、平成30年度においても、各所の業務量の現状、今後の予測等を斟

酌し、獣医系技術職員の配置も含め、適正な人員配置に努めるとともに、支所からの応援

だけでなく、本所、近隣支所からの応援対応も含め、業務に支障がないように対応してま

いりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

漁業調整事務所についてである。

漁業調整事務所については、急増する外国船舶による違法操業等の取締りに昼夜分かた
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ず対応している中、取締船の増船が本庁で計画されている。乗船する漁業監督官及び船舶

職員の人員不足を懸念する意見が報告されているが、どのように改善を図るのか。

また、漁業監督官の負担軽減や安全な業務遂行のため、年間130日を超えない範囲で複

数乗船を確保し、年次休暇等を計画的に取得できるようにすること。

（栗原水産庁漁政課長）

漁業監督官の複数乗船体制の確立等を目指して定員要求を行い、平成30年度は北海道、

仙台及び九州漁業調整事務所各１人の漁業監督官の増員、瀬戸内海漁業調整事務所所属官

船の航海士１人の増員が認められたところである。

平成31年度以降の定員要求に当たっては、各重要海域における取締対応として、取締船

の数に見合った必要な漁業監督官及び船舶職員を要求し、取締船の運航に支障が生じるこ

とのないよう人員の確保に努めてまいりたい。

また、漁業監督官の乗船業務については、年間130日を超えないよう管理され、年次休

暇や振替休日についてはおおむね計画的な取得が実施されているものと考えているが、引

き続き、漁業監督官の負担軽減や安全な業務遂行のための複数乗船体制の確保に努めてま

いりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

違反操業等の取り締まりについて、違反内容が悪質・巧妙化している中、度重なる違法

行為や武器による威嚇行為が多発し危険が増している状況を踏まえ、犯則取締等手当・航

空手当について単価を引き上げること。また、犯則取締等手当については、100/100に相

当する額を加算すること。

（栗原水産庁漁政課長）

犯則取締等手当・航空手当の改定要請については、違法漁船による危険行為等の実態を

踏まえ、関係機関に働きかけてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

２月に開催した漁業調整事務所対策会議で集約された課題・問題点を要請書として秘書

課に提出している。また、３月22日には船舶対策会議を開催し要請書を別途提出するので、

船舶・漁業調整事務所の課題改善を図るよう求める。

（栗原水産庁漁政課長）

船舶職域及び漁業調整事務所の課題については、これまでも改善に努めてきたところで

あり、今後も、誠意を持って対応してまいりたい。

（岡本書記長）

４月以降の地方組織における業務運営上の課題に対して、一定の見解が示されたところ

である。今回示された見解に基づき、本省関係部局と各地方組織が十分に連携を図り、対

応・対策を講じていただきたい。

そのためには、今回の内容をまずは各級段階の管理職が十分に理解した上で、職員に対

して丁寧に説明するとともに、出された質問等にしっかり対応するなど、各管理者のマネ

ジメントが十分に発揮されるよう要請する。
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職場においては、定員削減が継続される中で、これらの業務に職員一人ひとりが懸命に

対応しているが、マンパワーによる対応は限界に達している。また、今次定員削減計画が

来年度で終了する予定となっている中で、組合員は次期定員削減の動向や組織の在り方に

大きな不安を抱いている。組合員の不安を払拭するためにも、新規採用や若手職員を配置

し、地方組織の充実強化と活性化を図ることが重要である。

今回の労使間意見交換会では、４月以降の円滑な業務運営を図るため、現場で改善を図

る課題も多く出されている。

したがって、

・ 業務運営にあたっては、各管理者が日常的に職員とコミュニケーションを図り、業務

分担や業務計画の進捗状況を把握し、的確に工程管理を行うこと。

・ 農林水産行政を巡る諸課題に対応するため業務量は増加していることから、職員の意

見を十分に踏まえて積極的に業務の見直し・効率化を行うこと。

・ 業務調整の徹底、業務の効率化を図るなど、実効ある超過勤務縮減策を講じるととも

に、超過勤務を命じる場合は事前命令を徹底すること。

・ 職場段階で円滑な業務運営を行うための要請書を分会から関係当局に対し提出するの

で、現場の意見を真摯に受け止め誠意を持って対応すること。

を強く求める。

中央本部としても、引き続き課題の把握を行い改善を求めることとしたい。

また、現場で解決すべき課題については、分会から改善を求めるので、誠意を持って対

応していただきたい。

なお、４月期の人事異動が発令されることになるが、現場からは転居を伴う異動に際し、

タイトな日程や料金相場の高額化などにより引っ越し業者の手配が相当困難化していると

の意見が寄せられている。

このため、今後は内示の早期化や移転料等の引上げなど、実情に沿った見直しを検討す

るとともに関係機関への働きかけを行うよう求める。

（青山秘書課長）

本日の意見交換会の議論については真摯に受け止め、管理職のマネジメントのもと、業

務運営状況を適宜把握し、業務の見直し・効率化を着実に進めつつ、４月からの業務が円

滑に進むよう職員への説明、計画的な業務運営に取り組むこととしたい。

また、現場と農政を結ぶ機能は重要であると認識している。地方農政局等における新規

採用者は毎年一定数を確保しており、平成29年度からは本局等所在地の県域拠点へ若手職

員を配置したところである。今後とも多様な業務経験による中長期視点に立った若手職員

の計画的育成を図ってまいりたい。

なお、４月期の人事異動にあたり、転居を伴う職員が、引越業者の確保にご苦労されて

いることは承知しているところである。このため、どのような対応が取れるのか現在検討

しているところである。

農林水産業の成長産業化に向けて、新しい地平を拓いていくため、現場と農政を結ぶ機

能の最大限の発揮、農林水産物の輸出入検疫や漁業取締り等の水際対策等が重要である。

今後とも、現場実態や職員からの意見も踏まえ課題を１つずつ解決し、本省、地方機関が

一丸となって円滑な業務遂行に努めていく考えである。

（清水秘書課調査官）
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以上をもって、平成29年度第３回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


