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平成28年度第３回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成29年３月15日（水）16:57～17:55（58分）

２ 会 場：共用第１会議室（本館７階 ドア№767）

３ 出席者：

農林水産省 青 山 豊 久 大臣官房秘書課長

同 坂 本 修 大臣官房地方課長

同 深 水 秀 介 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 平 形 雄 策 食料産業局総務課長

同 石 垣 英 司 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 松 原 明 紀 水産庁漁政部漁政課長

同 緒 方 弘 志 大臣官房文書課災害総合対策室長

同 半 田 五 太 大臣官房秘書課人事調査官

同 清 水 正 雄 大臣官房秘書課人事企画官兼調査官

全農林労働組合中央本部 岡 本 吉 洋 書記長

同 渡 辺 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

同 村 上 嘉 則 調査交渉部長（独法担当）

同 笠 原 洋 一 東京ブロック対策部長

（清水秘書課人事企画官兼調査官）

只今から、平成28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する。

（青山秘書課長）

１月17日に第２回労使間意見交換会を開催し、平成29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。

（清水秘書課人事企画官兼調査官）

本日の資料は、資料１「平成29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
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長、坂本地方課長、深水統計部管理課長、森消費・安全局総務課長、平形食料産業局総務

課長、石垣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、松原水産

庁漁政部漁政課長、緒方文書課災害総合対策室長、半田秘書課人事調査官、それに秘書課

人事企画官兼調査官の清水である。

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

織教宣部長、村上調査交渉部長（独法担当）、笠原東京ブロック対策部長である。

（岡本書記長）

今ほど、2017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、2017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17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、既に提出しているが、何れの職場において

も、大幅な定員削減が継続される中、農業競争力強化、輸出促進など新たな農政展開への

対応に伴う業務量の増加に対し、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定員が全く確保されていない県域拠点からは、将来展

望に対する不安が多く報告されている。

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。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

2017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、的確かつ継続的な農政推進及び、技術の継承と人材育成を図るため、県域

拠点への新規採用者や若手職員の配置を求める意見が厳しい職場実態を踏まえ報告されて

いるが、2017年４月における具体的配置はどうなるのか。また、今後の配置に向けた考え

方を示すこと。

（青山秘書課長）

地方農政局及び北海道農政事務所の県域拠点への若手職員の配置については、今年度実

施した併任配置に係る検証等を踏まえ、平成29年度は入省２年目以降の一般職員を本局等

所在地の県域拠点へ配置することとしている。今後と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的視点に立った若

手職員の計画的育成を図っていく考えである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

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。県域拠点にフルタイム再任用を配置することができたのか。

また、短時間再任用者が増加・長期間化する中で、出張計画に支障が生じるとの危惧が
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報告されている。現役と再任用者が互いに働きやすい職場環境や円滑な業務運営を確立す

るためには、フルタイム再任用を配置することが必要であるが、どのように考えているの

か。

（青山秘書課長）

平成29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。

なお、地方農政局等の県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。

（渡辺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、４月以降も大きな欠員を抱える北海道農政事務所・

地域拠点については、巡回調査対象の重点化及び専門調査員の確保などにより、業務運営

に支障が生じないよう業務の見直し・効率化を図るとの見解が示されたところであるが、

円滑な業務実施体制を確立できたのか。

（森消費・安全局総務課長）

食品表示の調査店舗数や米穀流通監視の検査等計画数については、これまでも、監視ニ

ーズを踏まえ、農政局等の意見を聞きながら、配置人員に応じて設定してきたところであ

り、平成29年度についても、業務運営に支障が出ないよう、農政局等の意見を踏まえ設定

したところである。

（深水統計部管理課長）

平成29年度における職員の減少分の労力については、専門調査員の管理・指導業務の増

加分を含め必要な専門調査員を導入することによる対応に加え、農業経営統計調査の標本

数の約１割の削減や営農類型別経営統計における部門仕分けの大幅な削減、作物統計調査

等の全国調査の周期年化等の見直しを実施することで相当程度の職員労力の軽減効果の発

現が見込まれることにより対応することを考えている。

なお、北海道農政事務所統計部では、経営統計業務において事務所及び地域拠点内で集

計補助表の統一化の検討により効率化を図るなど業務の効率化に向けた検討を進めている

ところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

２月に提示のあった「地方組織における業務の見直し」について、分会からは、「これ

までの見直し内容と変わりがなく具体性に乏しい」、「見直しに伴う追加調査などにより

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。

地方参事官室について、農政新時代キャラバンや農業競争力強化プログラムの策定、収

入保険制度の相談窓口を担うなど、重要性が高まる中、管轄区域の広域化も相まって業務

量が増加している。また、局や県域拠点内の関係部署との連携が十分に図られていないな

ど、昨年と同様の意見が報告されているが、これまで地方課として、地方参事官室の組織

・業務運営、人材育成などの指導や課題改善に向けどのような対策を講じてきたのか。ま



- 4 -

た、どのような対策を講じて課題を改善するのか。

（坂本地方課長）

地方課では、昨年５月から６月にかけて、各地方農政局及び一部の県域拠点を訪問して、

地方参事官室の業務運営の実態と課題の把握を行い、更に追加の調査も実施しつつ対応策

を検討してきた。その結果、本年２月に地方参事官室の組織・業務運営、人材育成等の課

題に対応するため、業務マニュアルの改正等を行ったところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

福島県拠点といわき駐在所に配置されている復興参事官室については、2017年度からの

避難先からの帰還を受けて、被災農業者の営農再開に向けた業務が進められている。具体

的には、官民合同により、被災農業者宅を訪問し、営農再開に向けた支援を行うこととな

っているが、営農再開は、地域振興に向けた重要な課題であることから、業務に支障のな

い人員を配置することを求める。

また、いわき駐在所は2018年度末に拠点集約の予定となっているが、今後の復興支援を

どのように行うのか。

（緒方文書課災害総合対策室長）

福島県内の避難指示区域の解除に伴い、被災農業者の営農再開を加速化するため、その

支援体制の強化、具体的には、営農再開グループの人員を拡充し、現場段階での業務に支

障のない体制とするよう検討しているところである。

（坂本地方課長）

いわき駐在所については、30年度まで拠点として存置するとともに、震災復興を担当す

る特命の地方参事官を常駐させることとしている。

また、その間の復興状況を踏まえ、その後も必要に応じて地方参事官を駐在させるなど、

引き続き震災復興に万全を期してまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「本局企画調整室から的確な情報提供が行われていないため、関係機関・団体からの問

い合わせがあっても適切な回答ができない」との意見が多数報告されてきている。指示命

令系統を機能化させ、迅速かつ統一した指示・依頼等の対応を行うことを求める。

また、地方参事官室業務は土地改良事業などの専門的知識等も必要となることから、研

修会等の開催を求める意見も報告されている。なお、開催にあたっては、担当者に過度な

負担がかからないように開催方法などを創意工夫することを求める。

（坂本地方課長）

地方参事官室へ必要な情報が提供されていないことは、地方参事官室業務の重要な課題

として捉えている。地方課としては、本省幹部の出張予定を含め情報共有に努めていると

ころであり、引き続き企画調整室と連携して対応してまいりたい。また、主要事業に係る

情報については、今般、企画調整室が本局各部からの情報提供を促すことを求めたところ

である。地方参事官室内管理職の指示命令系統が、地方参事官のマネジメントの下、しっ

かりと機能するよう努めてまいりたい。
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地方参事官室職員の研修については、今般、各農政局等間及び県域拠点間でそれぞれが

実施している研修の内容について情報共有を図り、研修の充実が図られるよう手当した。

研修の開催方法についても、既に一部の農政局等で取り組まれているＷｅｂ会議の活用事

例等を紹介しているところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

地方課が取りまとめた「地方参事官室業務の改善に関するこれまでの取組と今後の対応

策」における現状と課題では、「県域拠点の各業務チームから地方参事官室への情報共有

が図られていない」としているが、各業務チームからは相反する意見も出ている。連携強

化と情報共有が不可欠なことから、地方参事官のマネジメントにより指示命令系統をしっ

かりと機能化させることを求める。

（坂本地方課長）

地方参事官室と各チームで情報共有を図ることについては、今般、改めて業務マニュア

ルの該当部分を示して改善を指導しているところである。県域拠点内の連携強化と情報共

有については、地方参事官のマネジメントの下、指揮命令系統がしっかりと機能するよう

努めてまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

地方参事官業務マニュアルの改正については、「各農政局等への趣旨説明や周知が不十

分である」、「業務ラインの意見反映にいたっていない」、「このままでは、業務マニュ

アルを改正しても県域拠点段階での業務運営は改善されない」との意見が報告されている。

今後の対応について、どのように考えているのか。

（坂本地方課長）

業務マニュアルの改正については、本年２月から３月にかけて本省担当者を農政局等に

派遣して、その内容と趣旨等を説明したところであり、県域拠点職員への説明は、この本

省担当者からの説明の後、順次、県域拠点管理職から行っているところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

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。

（坂本地方課長）

地方参事官室の業務については、今後も職員の意見を十分に踏まえながら改善を行って

まいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

横断的監視業務については、「米トレと牛トレの調査手法の違いがあり、調査時間が増

大しており、業務の簡素化につながっていない」、「これ以上人員が減少すれば、出張チ

ームの編成が困難となるなど横断的監視体制を確立できない」などの厳しい意見が報告さ
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れている。

第２回労使間意見交換会では、「米穀流通監視業務マニュアルについては、これまで寄

せられた意見等も踏まえ、食品表示の調査マニュアルとの整合性も考慮し、見直し作業を

行っている」としていたが、現場における横断的監視業務の課題・問題点を把握し、業務

の簡素化につながる見直しとなっているのか。また、４月からの業務運営に活用できるの

か。

（森消費・安全局総務課長）

横断的監視業務は、例えば、「米トレサと牛トレサ」のように調査を限定しているわけ

ではなく、あくまでも例示として示したものであり、食品表示担当者と米トレサ担当者が

店舗に行き、食品表示の監視業務を行う等、人員配置の状況等地域の実情に応じて柔軟に

対応してまいりたい。

また、これまで横断的監視業務について、取組状況や課題等の把握を行ったところであ

るが、今後も課題・問題点の把握を行い、必要な見直しを行ってまいりたい。

米穀流通監視業務マニュアルについては、見直し案を農政局等に提示し、出された意見

も踏まえ、食品表示の調査マニュアルとの整合性も考慮し、４月からの業務運営に活用で

きるよう見直し作業を行っているところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

資料２の「地方組織における業務の見直しについて」では、「29年度の調査・検査計画

に係る具体的な調査・検査件数について２月下旬の地方農政局等課長会議を開催した上で

策定する」としていたが、配置人員に見合った件数となったのか。

（森消費・安全局総務課長）

食品表示の調査店舗数や米穀流通監視の検査等計画数については、これまでも、監視ニ

ーズを踏まえ、農政局等の意見を聴きながら、配置人員に応じて設定してきたところであ

り、平成29年度についても、農政局等の意見を踏まえ設定したところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

調査・検査件数は業務見直し内容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）

具体的な調査・検査件数については、現在、地方農政局等において計画を策定すること

としているところであり、策定された段階で、別途、情報提供することとしたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

米穀流通監視業務については、「年間実施計画数が、配置職員数及び現場実態と乖離し

ている」、「実施方針において計画数はノルマではないとしているにもかかわらず、立入

検査の実施状況報告が週報から日報へ変更され、職員の日々の業務内容報告、進行管理の

修正報告などが執拗に求められ、年間計画数の実施がノルマ化されている」などの意見が

数多く上がっている。疑義案件への対応により、過度な精神的な負担も多い中で、現場実

態を踏まえた計画数とすること、過度な業務管理・職員管理を行うことのないよう、改善
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を強く求める。

（森消費・安全局総務課長）

米穀流通監視業務の検査等計画数については、これまでも、監視ニーズを踏まえ、農政

局等の意見を聴きながら、配置人員に応じて設定してきたところであり、平成29年度につ

いても、農政局等の意見を踏まえ設定したところである。

年間実施計画数については、計画策定当初に疑義案件の発生件数等の実施件数をあらか

じめ見込むことができないことから、疑義案件対応等が発生した等明らかな理由がある場

合は、計画数に満たないことがあるのはやむを得ないと考えている。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

資料２の「地方組織における業務の見直しについて」では、業務の見直し方向として、

2018年から国による生産数量目標の配分に係る業務が減少するとしているが、分会からは、

「すでに各地域協議会を中心に配分事務は行われており、県域拠点での事務量は少なく削

減の理由とはならない」、「各協議会への立入調査、基盤強化準備金の証明書発行業務な

ど、これまでどおり実施しており、業務の軽減とはなっていない」など、更なる超過勤務

の増加に加えて、交付金の誤払いなどの発生も懸念されるとの厳しい意見が報告されてい

る。

このような現場の意見を踏まえ、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。

（松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

生産数量目標の配分に係る業務については、これまで国が県別に生産目標数量を配分し

ていたことから、地域農業再生協議会に対する説明などを丁寧に行うこととしていたが、

今回の配分の廃止により業務量の軽減につながるものと考えている。

他方、今後、きめ細やかな情報提供が重要となっていくが、本省においてもマンスリー

レポートの充実など、県域拠点の負担を軽減してまいりたい。

また、各協議会への立入調査については、調査対象協議会の管内調査の一巡年数を28年

度に２年から４年に見直し、さらに、調査の公表に際してこれまで年２回公表していたが、

29年度からは年１回の公表とすることで、公表に至るまでの取りまとめ作業を削減し、業

務の軽減を図ることとしている。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

地域協議会によっては、申請・報告関係業務の対応が様々な状況にある中で、「各県域

拠点職員のフォローにより交付金の申請・支払業務を進めており、職員の負担となってい

る」との意見が報告されている。

一方で2018年度以降、業務を本局へ集約するとしているが、米政策の見直しや定員削減

により業務量は増加している中で、具体的な組織体制や集約のスケジュール等の検討状況

を示すこと。また、検討にあたっては、地域の様々な実情や県域拠点の意見を踏まえると

ともに、労働組合の意見を反映するよう求める。

（松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

厳しい定員事情の中、できる限り職員からの意見等も踏まえて更なる業務の見直し・効
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率化等を引き続き行っていく所存であり、平成28年７月には、「業務効率化優良取組事例

集」を配布し、業務の効率化に活用するとともに、地域農業再生協議会等の関係機関に対

しても、適宜提案していただくようお願いしたところ。

平成30年度以降の経営所得安定対策等の業務については、一層の業務の見直し・効率化

に加え、地域農業再生協議会や農業者にも不便を与えないようにすることが必要と認識し

ており、現在も引き続き本省内で検討を重ねてきている。

具体的な方針が決定され次第、できる限り早い段階で情報提供できるよう努めてまいり

たい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

生産調整の見直しなど政策の見直しによって業務の変更が生じる場合には、組合員の労

働条件に影響することから、その概要について節目毎に情報提供すること。

（松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

政策の見直しが行われる場合には、その内容についてＴＶ会議などを通じて関係部局に

情報提供してきたところであり、今後とも、ご要請の趣旨を踏まえ適切に対応してまいり

たい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

２年目となる専門調査員制度については、増員する専門調査員の調査準備や指導、書類

の補正、照会対応などのフォローアップを依然として限られた職員で行わなければならず、

職員の負担はより一層増加しているなど、業務効率化に繋がっていないとの厳しい意見が

報告されている。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。また、「指導については再任用の活用も視野に検討す

る」としていたが、４月からの具体的な指導体制はどのようになるのか。

さらに、増加する専門調査員や統計調査員の管理業務について、非常勤職員等の活用を

求める意見があるが、確保されるのか。

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。

（深水統計部管理課長）

統計調査の見直しについては、引き続き農政改革の推進に対応した必要な統計は作成す

ることとしつつ、調査対象や調査内容の重点化による効率化を図る方向で省内に設置して

いる「農政改革の推進に対応した農林水産統計の見直し検討会」等を通じて検討を進める

とともに、タブレット端末の活用等の新手法・新技術の導入により調査員管理や調査実施

面における職員の負担軽減に努めてまいりたい。

また、専門調査員の指導業務については、再任用職員の活用につき、再任用職員の能力、

再任用職員と職員の役割分担の在り方等を考慮し、地域の実情に応じて積極的に活用する

こととするとともに、職員による専門調査員等への指導について、職員のプレゼンテーシ

ョン能力向上等の研修を実施し、職員の指導能力向上に取り組むことにより、効果的・効

率的な指導が行えるよう努めてまいりたい。

さらに、増加する専門調査員や統計調査員の管理業務に対する非常勤職員等の活用につ

いては、統計指導員及び再任用職員を活用したとしても、管理業務処理が困難な場合には、
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予算の執行状況を踏まえつつ適切に対処してまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「質の高い信頼性のある統計データの整備・提供」をするためには、現在の年齢構成上、

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配置

し、業務の継承を図る必要があるが、統計部としてどのように考えているのか。

（深水統計部管理課長）

地域における統計業務の円滑な推進と業務の継承のため、中長期的な若手職員の計画的

な育成は重要であると考えている。このため、新規採用者や若手職員の現場への配置につ

いては、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考えである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

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、システム導入により業務の効率化が図られるとしているが、県域拠点においては、

事業者への面接等が基本で、事業者データの入力作業やデータ移行等で効率化が図られて

おらず、現時点ではシステム化が業務軽減につながっていないとする意見が数多く報告さ

れている。

真に業務の効率化につながるシステム化を行うとともに、申請手続きや審査の効率化を

図るため、職員の意見を踏まえ、作業マニュアルの改訂を行う等、地域において効果的な

フォローアップが可能となるよう求める。

（平形食料産業局総務課長）

総合化事業計画に関するシステム化により、総合化事業計画に関する書類の記載事項の

一部の自動入力や、事業実施報告書を認定事業者から電子データで提出を受けた場合の自

動入力等により、県域拠点における業務の効率化が図られるものと考えているが、入力作

業が本格化する夏頃に効率化の効果が現れてくるものと認識している。

また、平成27年６月に策定された「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」や平成29年２月に改訂された「六次産業化・地産地消法に基づ

く認定に関するＱ＆Ａ」等を整備・周知してきたところであるが、必要に応じて適宜見直

すとともに、引き続き、県域拠点職員を対象とした説明会等においても周知を図っていき

たい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

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」の着実な実施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、各職場毎に業務区分毎の配置人員を示し、職員の意見

を十分踏まえた上で、早急に業務計画を策定すること。

（坂本地方課長）

平成29年度の業務計画については、４月から円滑な業務運営を行えるよう、職員とのコ
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ミュニケーションを十分に図り、職務範囲及び職務内容等について職員の理解を深めると

ともに、職員からの意見を反映させるよう努めながら策定することとしている。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

各駐在所の拠点統合、集約にあたっては、各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していくことが重要である。特に、

2018年度は11ヶ所の拠点集約が予定されていることから、移転スケジュールやフロアプラ

ンの案を早期に提示するとともに組合員の意見を十分に踏まえ執務環境等の整備を行うこ

と。また、業務に必要な諸室の整備についても集約後に支障が生じないよう移転までに確

実に整備すること。

（坂本地方課長）

平成30年４月の拠点集約にあたり、フロアプラン・移転スケジュール等の作成において

は、統合準備委員会等を活用し職員の意見を聞くなど、円滑に行われるよう努めてまいり

たい。

なお、集約に必要な経費は平成29年度予算に計上し、確保している。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

国営土地改良事業等については、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る。

また、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、対前年度比で1.4％減の額を確保した」との当局見解に対し、超過勤務予算は増や

すべきである、といった切実な意見が報告されている。

大幅な事業予算の増加に対し、業務の合理化、簡素化、平準化などの具体的方策を現場

段階まで示し超過勤務を縮減すること。また、超過勤務手当については、局間・局内調整

をはじめとする弾力的運用を図り、全額支給すること。

さらに、少人数の支所・分室においては、一人当たりの業務負担が増大しており、休暇

なども取得できない実態が報告されていることから、業務に見合った人員配置やサポート

体制を確立すること。

（石垣農村振興局総務課長）

入札契約手続の簡素化については、発注ロットの一層の大型化や技術提案を求めない総

合評価方式の適用上限を拡大するなどの取組により、平成28年度の実績を平成26年度と比

較すると工事発注件数で２割の減少、１件当たりの平均発注額では、1.3倍になるなど取

組の効果が現れているところである。工事発注・監督事務の外注化については、これまで

の現場技術業務に加え発注者と受注者が一体となって行う事業促進業務を平成26年度から

導入を図っており、これにより職員の業務の軽減につながっている。趣旨が浸透するよう

職員に対し、十分な周知を図ってまいりたい。

また、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てまいりたい。

さらに、支所・分室については、事業の進捗状況に合わせ、他の事業所等からの併任発

令や駐在発令を行うことにより、業務負担が特定の職員に偏らないよう弾力的に要員の配
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置を見直しているところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

被災地支援等業務については、派遣元の職員の負担軽減を図り、業務運営にも万全を期

すよう要請する。

（石垣農村振興局総務課長）

派遣される職員に対しては、これまでも支援先、期間、業務内容等について説明を行っ

てきているが、引き続き十分な説明に努めるとともに、作業環境や宿泊施設等の生活環境

に配慮してまいりたい。併せて、派遣元の業務運営についても十分配慮してまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

事業完了に向けては、完工関連など複数の業務を担うことから、必要な人員を配置する

とともに、閉鎖後に発生する業務や不具合対応等について、異動先での負担増とならない

ようにすること。

（石垣農村振興局総務課長）

事業完了に向けて、必要な定員を配置できるよう検討してまいりたい。

また、事業所閉鎖後に発生する業務や不具合対応等については、地方農政局農村振興部

担当課等により対応することとしてまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「水際防疫体制の強化に伴い業務量が大幅に増加しているにも関わらず、限られた人員

での検疫対応は既に限界にきており、引き続きの応援体制の構築が必要」との切実な意見

が数多く報告されているが、応援体制の構築に加え、必要な旅費等予算を確保ができてい

るのか。なお、４月からの業務運営に当たっては、各職場毎に業務区分毎の配置人員を示

し職員の意見を十分踏まえた上で、業務の実態を適切に把握し、職員に過度の負担となら

ないよう対応すること。

（森消費・安全局総務課長）

水際防疫体制については、輸出促進や空海港における増便等に対応した人員配置等、検

査体制の強化に努めてきたところである。また、緊急的、季節的な対応が必要な業務につ

いては、応援体制を構築して対応してきたところである。

業務に必要な旅費等については、平成29年度予算において、植物防疫所では旅費約１億

2600万円、超過勤務手当約４億1000万円を、動物検疫所では旅費約８千万円、超過勤務手

当約１億8000万円を確保したところであり、検疫業務に必要な予算は確保されたところで

ある。

４月以降の業務運営にあたっては、各所の業務量等の現状や今後の予測等を斟酌し、適

正な人員配置に努めるとともに、必要に応じた応援体制の構築などにより、円滑な業務運

営に努めてまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

ＬＣＣ新規就航やチャーター便等の増加により旅客検疫対応が増加しており、人員の少
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ない出張所では既に検疫業務対応の許容量を超えていることから、柔軟な応援体制等の対

策を求める。一方で、関西空港第２ターミナル国際線の完全供用開始後の夜間勤務対応に

ついては、仮眠時間が取れない実態にあるとの意見も報告されている。当局はこのような

実態を把握しているのか。また、課題改善に向けた対策をどのように考えているのか。

（森消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、業務の遂行に当たって、各所の業務状況等を勘案し人員の配置

や応援体制を構築してきたところである。今後とも、必要な応援体制の構築を含め適切に

対応してまいりたい。

動物検疫所においては、平成29年度には、国際便の増加に対応するため岡山空港出張所

へ１人増員をして対応したところである。他の地方空海港への国際便及びチャーター便等

が増加している状況は承知しているところであり、現行配置している人員で対応できない

ような場合は、支所及び本所も含め全所的な応援体制を講じることで対応してまいりたい。

なお、関西空港支所については、動物検疫所全体の業務量、業務体制等を精査し、必要な

人員配置となるように検討してまいりたい。

（渡辺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、育児・出産等のための休暇制度を安心して取得できるよう、必要な代

替要員を速やかに確保すること。また、女性用の更衣室・専用トイレ等の女性の働きやす

い職場環境整備を早急に整えること。

（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

が働きやすい職場環境づくりのため、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。なお、平成29年度は、国家公務員の女性活躍とワークライフバランスの推進の

ための別枠定員として植物防疫所及び動物検疫所にそれぞれ２人の増員が認められたとこ

ろであり、今後も業務量、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検討

してまいりたい。

また、女性の働きやすい職場環境整備については、今般、名古屋植物防疫所南部出張所

庁舎の女性用の更衣室、シャワー室及びトイレ等の整備を実施したところである。これま

でも働きやすい職場環境を実現してきたところであり、引き続き職場環境の充実を図って

まいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

植物防疫所の１人庁官署の見直しは、不測の事態への対応などリスク管理上の問題が回

避できたものの、組織統合・出張所の無人化により管轄区域が広域化する中で長距離出張

による検疫対応など、職員への負担が大きくなり交通事故等のリスクが危惧されるが、官

用車の機能性向上など安全対策はどのように考えているのか。

また、嘉手納出張所の取扱いについては、引き続き現場での検討を丁寧に行うとともに、

労働組合の意見を反映すること。
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（森消費・安全局総務課長）

出張時の移動手段として官用車利用のほか公共交通機関も含めて、職員に過度の負担と

ならないよう適切に対応してまいりたい。

官用車の更新に当たっては、これまでもエアバッグ、ＡＢＳ等の安全装置及びカーナビ

ゲーションを搭載した車両を購入しているところであり、引き続き、各所の利用状況の実

態を勘案しつつ、安全対策の強化に努めてまいりたい。

なお、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。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

動物検疫所においては、今後の検疫体制について、輸出促進や乳・乳製品の輸入検疫拡

充、原発関連の証明書発給事務など、業務量が増加することが明らかであり、検疫要員の

確保、十分な検疫体制の確保を求める意見が報告されている。また、乳・乳製品の輸入検

疫拡大に対し、成田空港に次いで輸入実績が多い羽田空港支所東京出張所は増員となって

いないことから輸入実績等を勘案した適正な人員配置を求める。

また、検疫業務の強化を図るため、本年４月より開設される動物検疫所北海道・東北支

所について、具体的な開設時の検疫体制や業務運営はどのようになるのか。立ち上げ時か

ら十分な人員配置と環境整備は図られているのか。

（森消費・安全局総務課長）

乳製品の輸入検疫拡大については、乳製品の検疫が開始される29年10月から必要な人員

として10人の増員が認められたところであり、今後乳製品検査対応の方向性を整理した上

で、人員配置について改めて精査検討し、業務が円滑に行えるよう適切に対応するととも

に、原発関連輸出証明書交付業務についても、業務内容を前広に提供し、業務開始後も定

期的な意見集約と見直しを行うこととしている。なお、羽田空港支所においては、乳製品

の輸入検査拡大について増員となっていないが、仮に羽田空港支所で対応できない場合に

は、本所からの応援体制を構築する等により、業務に支障が出ることがないよう今後とも

適切に対応してまいりたい。

また、４月から開設する予定の北海道・東北支所については、開設時の業務運営に支障

が出ることのないよう、人員配置を行うこととしているところであり、具体的な業務運営

についても、４月期の人員配置が固まりしだい、速やかに説明してまいりたい。

（渡辺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は、年々欠員が増加し漁業監督指導官の複数乗船の割合は年々

低下しており、肉体的・精神的にも負担が多く、事故やけがの発生が懸念される。

立入検査の実施・事件の対応時におけるこれら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つつ、年次休暇等を計画的に取得できる体制

整備を求める切実な意見が報告されている。当局は、このような実態を改善するためどの

ような対策を講じるのか。また、船舶職員については、乗組員の病気や育児、冠婚葬祭等

による下船において、気兼ねなく下船できるように、船舶予備員を増員し、交代要員がい

ない事態とならないように対応を求める。

（松原水産庁漁政部漁政課長）
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定員事情が大変厳しい中、業務に見合った人員配置に努めているところである。取締体

制の強化並びに漁業取締時の安全を確保するため、漁業監督官の複数乗船体制の確立を目

指して増員要求を行い、本庁、北海道漁業調整事務所及び仙台漁業調整事務所各１人の漁

業監督専門職の増員を確保している。引き続き複数乗船体制の強化に努力してまいりたい。

漁業監督官の乗船業務については、年間130日を越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。

全ての航海での複数乗船は実現できていないが、立入検査や事件捜査においては、複数

の取締船で対応するなど、漁業監督官の負担軽減及び安全な業務遂行に考慮しているとこ

ろである。

今後とも実効性と安全確保を両立させた取締業務を遂行してまいりたい。

船舶予備員は、病気などにより欠員が生じた場合の交替要員として位置づけられており、

その充実は必要なものと認識しているものの、近年の厳しい定員削減の中、船舶の安全航

行、業務量に見合った定員の確保を 優先として対応していることをご理解願いたい。

なお、病気等により下船者が発生した場合には、速やかに予備員を派遣するなど、でき

る限りの対応を行っているところであり、今後とも、船の運航に支障が生じることのない

よう、引き続き努力してまいりたい。

（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、各段階において対応・対策が講じられるよう本省関係

部局が連携し指導していただきたい。

また、今回の内容をまずは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。

現在、国会では「農業競争力強化支援法案」をはじめ８本の法案審議が行われており、

現場と農政を結ぶ機能の強化や農林水産物の輸出入検疫等の水際対策等が重要となってい

る。一方、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

が懸命に対応しており、マンパワーは限界となっている。このため、地方に偏重した定員

削減を見直すとともに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強く

求める。

また、法案の取扱如何によっては、組合員の労働条件に大きく影響することから、法に

基づく業務の新設・変更の内容等について情報提供するよう重ねて求める。

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、現場で改善をは

か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。

・ 超過勤務の事前命令を徹底するとともに、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。
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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。

（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の充実強化と活性化は重要であると認識している。平成29

年度は本局等所在地の県域拠点へ一般職員を配置することとしており、今後とも多様な業

務経験による中長期的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。

農林水産業の成長産業化を推進し、夢と希望を持てる「農政新時代」の創造に向けて、

現場と農政を結ぶ機能の 大限の発揮や農林水産物の輸出入検疫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。

（清水秘書課人事企画官兼調査官）

以上をもって、平成28年度第３回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


