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平成27年度第３回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成28年１月20日（水）15:13～16:55（102分）

２ 会 場：国際部第３会議室（本館地下１階 ドア№016）

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 坂 本 修 大臣官房地方課長

同 石 上 和 夫 大臣官房参事官（経理）

同 津 垣 修 一 大臣官房統計部管理課長

同 小 川 良 介 消費・安全局総務課長

同 平 形 雄 策 食料産業局総務課長

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 大 坪 正 人 政策統括官付参事官

同 内 田 幸 雄 農林水産技術会議事務局研究調整課長

同 松 原 明 紀 水産庁漁政課長

同 山 口 潤一郎 大臣官房秘書課人事企画官

同 黒 田 正 純 大臣官房地方課管理官

同 半 田 五 太 大臣官房秘書課人事調査官

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 辺 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３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12月24日に政府案として閣議決定された「平成28年度予算概算決

定」と「平成28年度組織･定員等について」を議題として労使間意見交換会を開催する。

いずれの議題も重要な案件であり、有意義な意見交換としたいので、ご協力をお願いす

る。

（山田秘書課調査官）
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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。

配布資料を確認する。第１部では資料１「平成28年度農林水産予算の概要」を、第２

部では資料２「平成28年度組織・定員について」をそれぞれ使用する。

それでは、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、黒田地方課管理官、津垣統計部管理課

長、小川消費・安全局総務課長、村井経営局総務課長、山本農村振興局総務課長、大坪

政策統括官付参事官、内田農林水産技術会議事務局研究調整課長、松原水産庁漁政課長、

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。

最初に、資料１「平成28年度農林水産予算の概要」について、光吉予算課長に説明い

ただく。

（光吉予算課長）

昨年末に閣議決定された平成28年度農林水産予算について説明する。

配布資料の１ページ目の「平成28年度農林水産予算の骨子」にあるように、平成28年

度の農林水産予算総額は２兆3,091億円を計上している。内訳としては、公共事業費は6,

761億円、非公共事業費は１兆6,330億円を計上している。

２ページ目に「公共事業費一覧」を整理しているが、農業農村整備については、対前

年度107.6％と増額している。

続いて、Ａ３の資料の「平成28年度農林水産関係予算のポイント」により、主な事業

について説明する。

まず、「水田フル活用の推進と経営所得安定対策」について、「水田活用の直接支払

交付金」は、飼料用米等の生産拡大の取組を継続的に進めていくため、前年度から増額

し、3,078億円を計上した。

また、担い手の経営安定を図る「畑作物の直接支払交付金」や「収入減少影響緩和対

策」などの経営所得安定対策について、所要額を計上した。

次の柱の「強い農林水産業のための基盤づくり」のうち、１つ目の「農林水産業の基

盤整備」については、農業農村整備事業や農地耕作条件改善事業を増額し、農地の大区

画化等を推進していく。

２つ目の「農林水産関係施設整備」については、地元のニーズが強い「強い農業づく

り交付金」に208億円を計上し、ＴＰＰ対策として補正予算で措置した「産地パワーア

ップ事業」などの事業とともに、産地の収益力強化に必要な施設整備を支援していく。

３つ目の「産地の構造改革の推進」について、「新しい野菜産地づくり支援事業」を

増額し、需要が増えている加工・業務用野菜の安定生産・安定供給を支援するとともに、

「次世代施設園芸の地域展開の促進」により、次世代施設園芸拠点で得られた知見を活

用した園芸施設の整備を支援していく。

次の柱の「担い手への農地集積・集約化等による構造改革の推進」のうち、「農地中

間管理機構による農地集積・集約化」については、必要な経費について、まず各都道府

県に造成している基金から充当することとし、不足分として81億円を計上した。
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右頁の「農業委員会の活動による農地利用の最適化」について、農地の集積・集約化

など農業委員会の積極的な活動を支援するため、73億円に増額して計上した。

このほか、「多様な担い手の育成・確保」として、「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必要な予算額を計上した。

次の柱「畜産・酪農の競争力の強化」について、「畜産・酪農の収益性向上」の「畜

産・酪農収益力強化整備等特別対策事業」、いわゆる畜産クラスター事業は、ＴＰＰ対

策として補正予算で610億円を確保した。

次に、「自給飼料の生産拡大」については、「飼料増産総合対策事業」により濃厚飼

料原料の増産や放牧を推進することに加え、「飼料生産型酪農経営支援事業」を拡充し、

新たに輸入粗飼料の使用量を削減して飼料作付面積を拡大する酪農経営を支援する。

また、「畜産・酪農経営安定対策」について所要額を措置し、畜種ごとの特性に応じ

た畜産・酪農経営の安定を支援する。

次の柱「農林水産物・食品の高付加価値化等の推進」について、６次産業化を推進す

るとともに、地理的表示保護制度の登録申請等を支援するため、新たに「地理的表示等

活用総合対策事業」を措置することとしている。

次のページに進み、「輸出の促進と日本食・食文化の魅力発信」について、引き続き、

輸出を促進していくために必要な予算額を計上している。

また、「食と農を活用したインバウンドの推進」として、新たに「食によるインバウ

ンド対応推進事業」を措置し、食と農の景勝地をはじめとした地域の食・食文化の情報

発信を支援するとともに、「おみやげ農畜産物検疫受検円滑化支援事業」により、購入

した農畜産物が検疫を経て空港等でスムーズに受け取りやすくなるような体制を整備す

る。

次の柱の「品目別生産振興対策」について、野菜、果樹、茶、甘味資源作物等の品目

毎の特性に応じた対策を講じるとともに、「食の安全・消費者の信頼確保」に係る対策

についても必要な予算額を計上している。

次の柱「人口減少社会における農山漁村の活性化」については、「多面的機能支払交

付金」をはじめとする日本型直接支払を着実に実施するとともに、「農山漁村振興交付

金」に80億円を計上し、都市と農山漁村の共生・対流、山村の活性化等の取組を支援す

る。

また、「鳥獣被害防止対策の推進」については、依然として深刻な鳥獣被害に対応す

るため、補正予算と合わせて必要な予算額を計上している。

次の柱の「林業の成長産業化・森林吸収源対策の推進」について、「次世代林業基盤

づくり交付金」として新たに61億円を措置することとし、間伐・路網整備や木材加工流

通施設の整備など、地域の実情に応じて川上から川下までの取組を総合的に支援する。

また、「森林整備事業」については、1,203億円を計上し、補正予算171億円と合わせ

て、森林吸収源対策を推進する。
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最後の柱「水産日本の復活」について、「資源管理・資源調査の強化」について39億

円と増額計上するとともに、「捕鯨対策」として、調査捕鯨の実施や情報発信等に係る

予算として51億円を計上している。

以上が、平成28年度農林水産予算の概要である。

（柴山書記長）

2016年度予算は、秋の臨時国会が開催されないという異例な状況下において、ＴＰＰ

大筋合意を踏まえた緊急対策としての補正予算の策定も重なり、予算案確定に向けて大

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説明があったところであるが、「農林

水産業・地域の活力創造プラン」等に基づき「強くて豊かな農林水産業」と「美しく活

力ある農山漁村」やＴＰＰ関連政策大綱実現に向けた予算措置と受け止めている。また、

２年目となる組織再編の環境整備や４月に新たな中長期目標を迎える各独立行政法人の

事務・事業の円滑な推進、法人統合など組合員の雇用・労働条件の確保に必要な予算と

なる。

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

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12月の森山大臣との就任会見の際にも、ＴＰＰ大筋合意を踏まえた対応にあたり、

農林水産省の新体制が一体となった取組と関係者からの意見集約と施策への反映を要請

したところである。ＴＰＰに対する｢総合的な関連政策大綱｣に基づく予算を含めた各種

対策では、その影響評価を十分検証したうえで、慎重かつ冷静な国民的論議が必要があ

ると受け止めているが、いずれにせよ、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、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。

（渡辺調査交渉部長）

2016年度農林水産予算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」に基づく各種施策を実現するため要求してい

たが、要求額は満額確保できたのか。

また、「新しい日本のための優先課題推進枠」として、4,522億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28年度農林水産関係予算においては、例えば、飼料用米等の本作化による水田フ

ル活用を推進するための「水田活用の直接支払交付金」について、対前年度307億円増

となる3,078億円、食料生産の基盤を整備する「農業農村整備事業関係予算」について、

対前年度232億円増となる3,820億円、川上から川下までの取組を総合的に支援する「次

世代林業基盤づくり交付金」について、対前年度34億円増となる61億円を措置するなど、

「農林水産業・地域の活力創造プラン」等に基づき「強い農林水産業」と「美しく活力

ある農山漁村」の実現に必要な予算を確保したところ。

また、「新しい日本のための優先課題推進枠」として要求した事業については、3,26
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6億円が計上されたところである。

（渡辺調査交渉部長）

米の生産コストの早期かつ大幅な削減等のため、農地の大区画化や排水対策等を推進

するため、370億円の補正予算が、また、高収益作物を中心とした営農体系への転換を

促進するため、水田の排水改良や畑地・樹園地の区画拡大・畑地かんがい施設の整備等

を推進するため、406億円の補正予算が新規で措置されているが、地方農政局・北海道

農政事務所・国営土地改良事業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）

農地の更なる大区画化・汎用化の推進及び水田の畑地化、畑地・樹園地の高機能化等

を推進する本事業は、国営及び都道府県営による実施を予定している。

国営については、国営土地改良事業所が本事業の目的達成に向けて事業を適切に執行

する役割を担うこととなり、地方農政局は国営土地改良事業所に対し助言・指導等を行

うこととなる。なお、北海道については、国土交通省北海道開発局が事業を実施する。

また、都道府県営については、都府県に対しては地方農政局が、北海道に対しては本

省がそれぞれ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。

このことから、北海道農政事務所には、特段の業務を想定していない。

（渡辺調査交渉部長）

農林水産業の競争力強化に向けて、生産現場における先進技術を組み合わせた革新的

技術体系の実証研究や、次世代の技術体系を生み出す研究開発のため、革新的技術開発

・緊急展開事業として100億円の補正予算が新規で措置されているが、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研究調整課長）

事業費は生研センターに運営費交付金として交付され、生研センターが研究機関の公

募、外部専門家等による審査、採択、契約等の手続を行う。また、農研機構の研究部門

も本事業への応募が可能であり、審査の結果、採択された場合は本事業の実施主体とな

る。

（渡辺調査交渉部長）

畜産クラスター計画を策定した地域において、地域ぐるみで効率的な飼料生産を一層

進めるため、収穫作業等の受託や大型機械化体系に対応した草地整備を推進するため、

畜産クラスターを後押しする草地整備費として、164億円の補正予算が新規で措置され

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。

（山本農村振興局総務課長）

畜産クラスターを後押しする草地整備を推進する本事業は、国営及び都道府県営によ

る実施を予定している。

国営については、本事業の実施が北海道のみであることから、国土交通省北海道開発

局が実施することとなる。

また、都道府県営については、都府県に対しては地方農政局が、北海道に対しては本
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省がそれぞれ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。

このことから、北海道農政事務所等には、特段の業務を想定していない。

（渡辺調査交渉部長）

水田活用の直接支払交付金は、補正予算と合わせれば3,238億円となり対前年度比116.

9％に増額されている。現場からは、経営所得安定対策業務については、業務量に見合

った要員が配置されていないことに加え、非常勤職員の雇用予算の不足により雇用制限

等が行われ、職員の負担が増しているとの意見が数多く出されている。このような現場

実態を踏まえ今年度はどのように対応するのか。

第２回労使間意見交換会で「事務費のうち非常勤職員の雇用経費分については、増額

要求している。」との回答が示されていたが、非常勤職員の雇用経費の査定結果はどう

だったのか。

また、当局は職員の負担が増しているといった状況を把握し、どのような対応策を考

えているのか。

（大坪政策統括官付参事官）

経営所得安定対策等については、今年度は26年産の米価下落により、特にナラシ対策

の加入促進のため、現場においては、説明会の開催、チラシの送付に加え、５月にはナ

ラシ対策に加入していない方への往復ハガキ等による意向確認約83万件を全国的に実施

したところである。このような緊急的な対応もあり、事務費の節約も必要となってきた

ことから、本年度の対策の円滑な実施のため各局には、事務費の執行計画を見直し、消

耗品や備品費、非常勤職員の雇用経費等の節約に取り組んでいただいているところであ

る。また、今年度の加入申請件数は、全体で昨年度より約６万件の減少が見られ、その

交付事務量は減少しているとともに、対策の周知・推進については、10月に設置された

地方参事官及び担当官との連携も始まっていること等により、職員の負担は軽減してい

るところである。

28年度の事務費については、16.3億円から15.5億円へ８千万円減額されたが、これは、

27年度に約51万件の交付事務が発生した「ナラシ移行円滑化対策」が廃止されたこと、

米の直接支払交付金等の申請件数が減少している状況によるもので、非常勤職員の雇用

経費等を含め、所要額は確保されていると考えている。

このほか、28年度以降の業務の更なる軽減に向け、全支局の職員から業務の効率化に

関する提案をいただいての検討も進めるとともに、本省においても交付金算定システム

の改善、立入調査の重点化等を含め、効率的な業務体制の実現に向けて検討することを

考えており、これらの取組については、実現可能なものから実行に移し、職員の負担軽

減に努めていきたいと考えている。

（渡辺調査交渉部長）

農業農村整備事業関連予算は、前年度比209億円増額され2015年度補正予算990億円と

合わせれば3,952億円となり、対前年比143.6％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、超過勤

務手当、旅費、庁費は十分確保されているのか。
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（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、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、27

年度補正予算において990億円、28年度当初予算において対前年度比107.6％の2,962億

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143.6％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、27年度補正予算において370億円、28年度当初予算において対前年度比1

06.3％の1,721億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129.

2％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・集約化につい

ては、農政改革２年目となるなかで前年度予算190億円から81億円に大幅に減額されて

いるが、農地中間管理機構の今後の展望をどのように考えているのか。

（村井経営局総務課長）

農業の成長産業化のためには、農地利用の担い手への集積・集約化が極めて重要であ

る。

このため、担い手の農地利用を10年間で現状の５割から８割に引き上げるべく、各都

道府県に農地中間管理機構を整備した。

機構の初年度である26年度の担い手の農地利用面積は、前年度から約６万ha増加し、

集積率も48.7％から50.3％へと1.6％上昇した。

このように、機構の整備により、近年停滞していた農地流動化が再び動き出したが、

初年度の実績は目標の年間14万ha、集積率にして３％に照らして十分とは言えないもの

であった。

このため、初年度の実績を評価した上で、昨年６月に閣議決定した「日本再興戦略」

改定2015において「機構を軌道に乗せるための方策」が決定され、これに基づき各県に

おいて改善が進められている。

その結果、２年目の今年度は、県によって濃淡はあるものの、多くの県で初年度の手

探り状態を脱し、自信を持って取り組むようになってきており、昨年10月末時点の各県

からの報告によれば、今年度の機構の借入・転貸面積の実績は、昨年度の実績の借入2.

9万ha、転貸2.4万haの約３倍となる８万ha程度と見込まれる。

なお、農地中間管理機構関係の予算については、これまでに各県に造成した基金を活

用することとしており、28年度予算においては、不足する県分について措置するもので

あり、農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化の推進に支障のない予算を

確保できたものと考えている。
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（渡辺調査交渉部長）

耐震改修工事のため、2017年度に大田原駐在所の栃木支局庁舎への移転が予定されて

いるが、耐震工事費や移転費など必要な経費は確保されているのか。

（黒田地方課管理官）

栃木支局庁舎の耐震工事費や大田原駐在所の栃木支局庁舎への移転等に必要な経費は

確保されている。なお、移転時期については、同庁舎の耐震改修工事の進捗状況を勘案

しながら慎重に検討してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

専門調査員を確保するため総額5.6億円要求していたが、査定結果はどのようになっ

たのか。その査定額で全国で何名の専門調査員を確保できるのか。また、手当額の考え

方、調査に必要な資材、研修費等の内訳はどのようになっているのか。

更に、2017年１月からリモートシステムの運用開始に必要な予算は確保できたのか。

（津垣統計部管理課長）

専門調査員に係る予算については、前年度に引き続き、職員の減少数に対応した専門

調査員を確保するため、総額５億６千万円を要求したところであるが、査定結果では、

総額５億３千万円、予算積算上190名程度が認められたところであり、平成28年度にお

ける専門調査員の確保、運営に必要な予算は確保できたところである。

内訳としては、専門調査員の手当として平成27年度で確保した国家公務員の２級８号

俸に相当する単価に人事院勧告による増加分を反映させたものを単価とし約４億６千万

円、調査に必要な資材費として約２千万円、調査に係る旅費として約３千万円、その他

研修経費等として約２千万円が認められたところである。

また、リモートシステムの運用に関しては、29年１月からのリモートシステム用端末

機器借料等必要な予算は確保できたところである。

（渡辺調査交渉部長）

国産農産物の輸出や訪日外国人によるお土産として持ち帰りを促進するための「空港

出国ロビー内における整備等」の予算は確保できたのか。また、整備先、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。

さらに、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、具体的に検討するとしていたが、検討結

果はどのようになっているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

農産物の輸出促進を図るため、平成28年度予算において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確保することとしたところである。

今後の検査体制、整備スケジュール等については、当該官署の業務量や新千歳空港管

理部局との調整を踏まえ、具体的な内容を決定してまいりたい。

また、訪日旅行者に対するモデル販売の具体的な箇所数等については、２月中旬に予

定している公募において決定される。
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（渡辺調査交渉部長）

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１億3,500万円、超過勤務手当３

億9,500万円、動物検疫所においては、職員旅費及び検査検疫旅費8,500万円、超過勤務

手当として１億6,400万円を確保するなど、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、対前年額で職員旅

費及び検査検疫旅費が約220万円、超過勤務手当が約380万円、動物検疫所においては、

平成27年度予算の外国旅費を除く職員旅費及び検査検疫旅費が約110万円、超過勤務手

当が約770万円の増額となったところである。

（渡辺調査交渉部長）

到着便の多い主要７空港の手荷物受取場等で、新たな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は確保できたのか。

（小川消費・安全局総務課長）

手荷物検査場等で、新たな声かけ業務を行う非常勤職員を雇用する予算については、

平成28年度要求においては、査定官庁から必要性が認められなかったところであるが、

効率的な携帯品検査の推進といった観点から、今後とも、必要な予算要求等を検討して

まいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

非常勤職員を雇用できないことで、新たな声かけ業務に支障が生じないのか。また、

応援態勢は限界にきているとの意見が出されている中で、職員の負担を増加させないよ

う、どのように対応するのか。

（小川消費・安全局総務課長）

旅行者への声かけ業務については、これまでもカウンター検査業務の状況を見ながら

職員が実施してきたところであり、今後とも業務の効率化とあわせて、航空各社、空港

ビル会社等の協力を得ながら効果的な広報活動を実施する等工夫しながら、円滑な業務

運営に努め、職員の負担が増加しないよう対応してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

増加する集荷地検査や栽培地検査、応援体制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は確保できたのか。

（小川消費・安全局総務課長）

集荷地検査及び栽培地検査について、効率的かつ的確に対応するため、これらの検査
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が増加している横浜植物防疫所札幌支所、名古屋植物防疫所にレンタカー経費の予算を

確保したところである。

（渡辺調査交渉部長）

検疫探知犬については、成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港に２頭ずつ導

入し、民間委託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28年度に成田空港及び関西空港に２頭ずつ導入する予算、

民間業者にハンドリング業務を委託するための予算、ハンドリング業務の補助員の予算

が確保されたところである。

また、各所への配置スケジュールについては、今後、各所と調整して策定することと

している。

（渡辺調査交渉部長）

外国漁船の違法操業等の取締体制の強化のため、最新鋭の漁業取締船２隻の用船を周

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。

（松原水産庁漁政課長）

漁業取締船２隻の代船予算については、概算決定において認められたところである。

新船は新年度より建造が開始され、平成29年の早い時期に就役のスケジュールとなっ

ており、北海道及び九州に配属する予定である。

（渡辺調査交渉部長）

省全体で、業務遂行に必要な旅費・庁費・超過勤務手当予算は確保されたのか。

特に、地方組織においては、管轄区域の広域化に伴い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こと

となっているが、必要な旅費・庁費は確保されているのか。

（光吉予算課長）

旅費・庁費・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。

（黒田地方課管理官）

平成28年度予算において、必要な旅費を確保するとともに、レンタカー、ＥＴＣ、ガ

ソリン代などを増額し庁費についても所要額を確保したところである。

（渡辺調査交渉部長）

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。また、支局は農政局並の超勤単価に改善されたのか。
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（黒田地方課管理官）

北海道農政事務所の超勤単価及び支局の超勤単価については、引き続き本年度と同水

準の業務遂行に必要な予算を確保したところである。

なお、組織再編後の各業務が円滑に遂行できるよう、更なる業務の効率化を図ってま

いりたい。

（渡辺調査交渉部長）

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、雇用と年金の接続を確

実に行うため、増員要求した短時間再任用に必要な社会保障加入基準を含む人件費予算

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187人

増の805人分を確保したところである。

（渡辺調査交渉部長）

各所管法人の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28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４期中長期

目標期間の初年度の人件費について所要額全額を計上するとともに、独立行政法人の統

廃合に伴う諸経費等が加わることなどにより、概算決定額は1,032億円、対前年度比28

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、平成27年度予算とほぼ同額の17億円となって

いる。

（渡辺調査交渉部長）

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法人及び水研セン

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は必要な予算額を確保でき

たのか。

（内田農林水産技術会議事務局研究調整課長）

農研機構等４法人の運営費交付金及び施設整備費については、本年４月の統合後の業

務運営に支障がないよう、必要額を計上して予算要求を行い、これが概算決定されたと

ころであり、法人の運営に必要な予算は確保できたものと考えている。

（松原水産庁漁政課長）

水産２法人の運営費交付金、施設整備費及び船舶建造費補助金については、統合後の

国立研究開発法人である水産研究・教育機構の業務運営に支障がないよう、必要額を計

上し予算要求を行い、運営費交付金のうち人件費については、積算方法の見直しはあっ

たものの、施設整備費補助金及び船舶建造費補助金は要求額と同額が概算決定されたと
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ころであり、法人の運営に必要な予算は確保できたものと考えている。

（渡辺調査交渉部長）

この間、その都度要請してきたが、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して対応すること。

（内田農林水産技術会議事務局研究調整課長）

これまでのところ、法人統合に伴う新たな効率化についての査定は受けていない。

（渡辺調査交渉部長）

先の大臣会見においても、統合に伴う新たな効率化目標が策定されないよう要請して

いる。これらを踏まえ、しっかり対応すること。

第２回労使間意見交換会で「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」との回答があったが、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研究調整課長）

フルタイム雇用や、住居手当等の掛かり増し経費については、必要額を計上して予算

要求を行い、要求額どおりに平成28年度予算として概算決定されたところである。

（山田秘書課調査官）

以上をもって、第１部を終了する。

第１部のみの当局出席者はご退席いただき、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。

第２部の出席者を紹介する。

当局側として、横山秘書課長、坂本地方課長、石上大臣官房参事官（経理）、山口秘

書課人事企画官、津垣統計部管理課長、小川消費・安全局総務課長、平形食料産業局総

務課長、山本農村振興局総務課長、松原水産庁漁政課長、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。

最初に、資料２「平成28年度組織・定員について」、山口秘書課人事企画官からご説

明いただく。

（山口秘書課人事企画官）

資料２「平成28年度組織・定員について」説明する。

平成28年度組織・定員については、「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など、総合的なＴＰＰ関連政策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していくために所要の体制整備を図ることとしている。

組織については、いずれも仮称であるが、諸外国の輸入規制や国際基準への対応の強
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化のため、消費・安全局に国際基準室を、捕鯨対策の体制の強化のため、水産庁に捕鯨

対策室を設置することとしている。

また、内閣府の食育推進事務の農林水産省への移管に対応し、食料産業局、文部科学

省、厚生労働省などが行う食育事務を総合的に推進する体制を強化するため、消費・安

全局消費者行政課を食育・消費者行政課に改組するとともに、サイバーセキュリティ対

策に関する体制強化を図るため、大臣官房に情報セキュリティ・情報化推進審議官をい

ずれも仮称であるが、設置することとしている。

定員については、期限付き40人を含む410人を要求し、農林水産物・食品の市場拡大

に向けた体制の強化に48人、農業の生産現場の強化に向けた体制の強化に45人、林業の

成長産業化に向けた体制の強化に19人、水産日本の復活に向けた体制の強化に14人の計

126人が措置されるとともに、内閣府の食育推進事務が農林水産省に移管されることに

伴い内閣府から２人の定員の振替が行われ、合わせて128人の増員となったところであ

る。

次に減員については、平成28年度定員合理化数458人のほか、府省間振替７人、アタ

ッシェ１人、時限到来に伴う減１人の計467人となり、この結果、純減数は339人となる。

なお、この純減数は、定員合理化計画が始まった昭和43年以降最小の純減数である。

（柴山書記長）

2016年度組織・定員要求にあたっては、昨年から新たな定員削減が進められている中

で、円滑な農林水産行政を推進するため新規増員要求については満額確保するよう、様

々な機会を通じてその実現を求めてきたところである。

今回の純減数は、定員合理化計画が始まった昭和43年以降最小の純減数としているが、

今回示された新規定員は、当初の増員要求からすれば３割弱の新規増員となっている。

また、定員合理化は、その殆どが地方農政局等に割り振られており、厳しい内容と言わ

ざるを得ない。

組織再編にあたり、この間の労使間意見交換会等で論議を重ねてきたとおり、業務の

見直しと組織の見直しは一体であり、これらの平仄が合わなければ、ＴＰＰ対策を始め

とする農林水産行政を巡る諸課題への的確な対応や組合員の労働条件に大きく影響を及

ぼすことになる。

私からは以上を申し上げ、今回の組織定員要求結果について、それぞれ担当より何点

か伺うこととする。

（渡辺調査交渉部長）

農林水産物・食品の市場拡大に向けた体制の強化をはじめとする５つの重点事項につ

いて、重点事項毎に本省・地方組織への配置数を示すこと。また、本省の課・室の改組

に伴い、地方組織において課・室などの改組はあるのか。

（山口秘書課人事企画官）

資料２の各事項ごとの本省・地方組織の内訳については、農林水産物・食品の市場拡

大に向けた体制の強化が本省11人、地方組織37人、農業の生産現場の強化に向けた体制

の強化が本省９人、地方組織36人、林業の成長産業化に向けた体制の強化が本省３人、
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地方組織16人、水産日本の復活に向けた体制の強化が本省４人、地方組織10人、その他

のうち、内閣府からの食育推進事務の移管に係る内閣府からの定員の振替が本省２人と

なっている。

また、本省の課・室の改組に伴う地方組織の課・室の改組はない。

（渡辺調査交渉部長）

新規増員128人について、当初の増員要求である410人からすれば厳しい査定結果とな

っているが、農林水産行政の的確な推進に支障は生じないのか。

（山口秘書課人事企画官）

平成28年度の定員については、厳しい査定環境の下、査定当局との間でギリギリの折

衝を行った結果、平成27年度の増員数を25人上回る128人の増員となったところであり、

「攻めの農林水産業」を展開し、農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応するために

必要な定員は確保できたものと考えている。

（渡辺調査交渉部長）

新規増員128人について、本省庁等、植物防疫所、動物検疫所、漁業調整事務所、地

方農政局本局、支局、国営土地改良事業所等の内訳はどうなっているのか。

また、本省庁等の「等」はどこで何人増員となっているのか。

（山口秘書課人事企画官）

平成28年度については、出先機関に重点を置いて要求を行ったところであり、増員12

8人の内訳は、本省庁等39人、植物防疫所９人、動物検疫所15人、地方農政局本局23人、

北海道農政事務所２人、事業所24人、森林管理局16人となっている。

なお、動物検疫所の増員15人には、女性の活躍とワークライフバランスの推進のため

の定員９人が含まれている。

また、本省庁等39人の内訳は、消費・安全局８人、食料産業局４人、生産局５人、政

策統括官５人、林野庁３人、水産庁４人、漁業調整事務所10人である。

（渡辺調査交渉部長）

女性の活躍とワークライフバランスの推進のため、動物検疫所に９人措置されている

が、活用方法及び配置の考え方を示すこと。

（小川消費・安全局総務課長）

新たに措置された９人については、育児休業や育児時間取得者の多い部署に配置し、

各支所等の業務状況に応じて機動的に活用することで、業務量の偏りの是正等を行い、

仕事と生活の調和に向けた取組を進めてまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

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に期限付

きで40人要求していたが、新規増員128人のうち、期限付き増員及び期限年次はどうな

っているのか。

また、この間の期限付き増員については、どのような状況になっているのか。
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（山口秘書課人事企画官）

期限付きの要求については、22人の増員が認められ、全て平成32年度までの５年間と

なっている。

また、平成27年度末で期限となる定員については、期限の到来による減１人はあった

ものの、延長要求を行ったものについては全て認められたところである。

（渡辺調査交渉部長）

船舶における定員査定はどうなったのか。

（松原水産庁漁政部漁政課長）

船舶職員の新規定員要求については、漁業取締体制の強化を図るため、４人の増員要

求、照洋丸２人、白嶺丸１人、白鷺１人を行ったところ、照洋丸及び白嶺丸の新規定員

３人が認められた。

一方、定員削減については、船舶の安全運航を確保した上で、漁業調査業務・漁業取

締業務への影響を考慮し、２人の削減を行うこととしている。

この結果、28年度の定員は、10月１日より１人の増員となる。

（渡辺調査交渉部長）

アタッシェ等振替を含む定員合理化数467人について、政府全体の定員合理化に占め

る農林水産省の割合はどのような状況か。

（山口秘書課人事企画官）

平成27年度から平成31年度までの５年間の自律的再配置数を除いた政府全体の定員合

理化数は17,836人となっている。このうち、農林水産省の定員合理化数は2,291人であ

り、政府全体に占める割合は約13％となっている。

なお、当該定員合理化は５年間均等で行うこととなっている。

（渡辺調査交渉部長）

定員合理化として467人を削減しているが、本省庁等、植物防疫所、動物検疫所、動

物医薬品検査所、漁業調整事務所、地方農政局本局、北海道農政事務所、支局、国営土

地改良事業所等の内訳及び削減の割り当ての考え方はどうなっているのか。

また、本省庁等の「等」はどこで何人削減となっているのか。アタッシェ等９人の内

訳を示すこと。

（山口秘書課人事企画官）

減員467人の内訳については、本省庁等27人、植物防疫所７人、動物検疫所４人、事

業所を除く地方農政局304人、北海道農政事務所11人、事業所65人、森林管理局49人で

あり、業務の状況を考慮してメリハリを付けて行うなど、業務に支障が生じないよう対

応したところである。

また、本省庁等の「等」については、漁業調整事務所２人であり、アタッシェ等９人

の内訳は、アタッシェ１人、府省間振替７人、期限の到来による定員減１人である。
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（渡辺調査交渉部長）

本省庁等、植物防疫所、動物検疫所、動物医薬品検査所、漁業調整事務所、地方農政

局本局、北海道農政事務所、支局、国営土地改良事業所等における2016年４月の現在員

見込みはどうなるのか。また、定員と過不足数の内訳はどうなるのか。

（横山秘書課長）

各機関ごとの平成28年４月時点の現在員見込みについては、早期退職や再任用の状況

等を踏まえた人員配置を検討する必要があるため、現時点ではお示しすることはできな

い。

（渡辺調査交渉部長）

再任用については、第２回労使間意見交換会で「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」との見解が示されていた。定員の確定

を踏まえ、フルタイム希望者全員が希望どおりの再任用となるのか。あわせて、機関毎

の再任用者数、格付けの級など具体的な考え方を示すこと。

また、短時間で再任用となる場合、希望勤務地での再任用となるのか。あわせて、再

任用者数、格付けの級や時間数など具体的な考え方を示すこと。

（横山秘書課長）

再任用フルタイム職員については、各部署の定員の確定や早期退職募集への応募状況

等を想定しながら、現在、検討を進めているところである。

また、短時間勤務再任用の平成28年度定数については、平成27年度から187人増の805

人となり、必要数は確保したところである。

いずれにしても、１月中に予定している再任用希望職員への条件提示には、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）

環境再生事務所など環境省へ派遣されている人数は来年度も変わりはないのか。また、

他省庁・独法・省内の人事交流に対する考え方はどうなっているのか。

（横山秘書課長）

環境省福島環境再生事務所への職員派遣については、再任用者を含め、現時点で72名

と多数の職員を派遣しているところであるが、福島県の復旧・復興を進めるべく、今後

とも最大限協力していく考えである。なお、職員の派遣に当たっては、職員の意向をし

っかりと伺いながら対応してまいりたい。

また、他省庁等との人事交流については、他省庁等との連携の強化と広い視野に立っ

た人材の養成の観点から拡大を図ってきたところであり、今後とも着実に進めていく考

えである。

（渡辺調査交渉部長）

昨年10月の組織再編により新たな体制がスタートした。私たちはこの間の交渉等にお

いて、農林水産行政を取り巻く環境が大きく変化するなか、行政需要に的確に対応して
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いくためには、衆参農林水産委員会で採択された附帯決議を踏まえた組織体制の確立が

必要であること。そのためには、地方組織に偏重した定員削減を行わず、技術の継承や

人材育成を図るため、新規採用者や若手職員を支局に配置することを求めてきたところ

である。このことを踏まえ、何点か伺う。

まずは、定員削減についてである。

私たちが昨年12月に実施した組織再編後の課題集約では、人員が減少した統計、消費

・安全、経営所得安定対策などの個別執行業務について、殆どの分会から業務の見直し

が進んでおらず、労働条件が悪化しているとの厳しい実態が報告されており、この間、

確認してきた業務の見直しと平仄があっていないと言わざるを得ない。

このような状況の中で、来年度においても地方農政局・北海道農政事務所に偏重した

定員削減を行うとしているが、定員管理に支障は生じないのか。

（山口秘書課人事企画官）

平成26年７月に定められた平成27年度から平成31年度までの５年間の定員合理化計画

では、査定当局との折衝の結果、前期の定員合理化計画と比較して我が省の定員合理化

目標数が軽減されたところであり、これにより、省全体で見た場合、今後５年間の各年

度において、人事管理上必要な欠員を確保しつつ毎年度一定数の新規採用と再任用の確

保が可能となったところである。

地方農政局・北海道農政事務所においても、全体で見て一定数の欠員は確保出来る見

込みであり、定員管理に支障は生じないものと考えている。

（渡辺調査交渉部長）

定員削減により組織再編後の業務運営に問題はないのか。

円滑な業務運営を行うための体制整備は、労働条件に直接影響する課題であることか

ら、早急に実効ある業務見直し策及び、地方農政局・北海道農政事務所・各県支局にお

ける運用定員と削減数を業務区分毎に示すこと。

（坂本地方課長）

現在、業務の合理化・削減の方向及び拠点等ごとの定員合理化数を整理しているとこ

ろであり、整理でき次第、運用定員とあわせて提示する。

なお、合理化・削減後の組織においても、円滑に業務を運営できるよう業務見直しを

着実に進めてまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

次に、技術の継承と人材育成についてである。

来年度の新規増員については、例年に比べ増員を確保できたことは評価したい。秋季

交渉では、「各業務の継承、円滑な実施のため、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む」との見解が

示されていることから、来年度から新規採用を含め若手職員を支局に配置すること。

なお、新規採用者の配置を含め職員の人材育成の考え方を示すこと。

また、2016年度の人事異動にあたっては、組合員の理解と納得のもとに進めること。

更にブロック間異動者の復帰対応についても適切に行われるとの理解でよいのか。
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（坂本地方課長）

各業務の継承、地域における農林水産行政を習得できるよう、研修や他部署での業務

経験、職員のスキルアップを図るための人事交流を通じ、新規採用者を含め職員の人材

育成が図れるよう計画的配置に取り組んでまいりたい。

また、新規採用者の配置やブロック間を含めた平成28年度の人事異動にあたっては、

人材育成を含めて適材適所に配置することを旨とし、昨年11月に提出された職務希望等

調書をもとに、必要に応じて個別面談等を行いながら職員の意向を丁寧に把握して人事

配置を行ってまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

昨年９月25日の第２回労使間意見交換会で、組織再編後の業務運営については、当局

の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とともに、私たち

としても点検活動を取り組み、改善を求めることとしていた。このことを踏まえ、12月

に点検活動を行ったところ、業務毎に数多くの課題や改善策が報告されたことから、別

途「組織再編後における業務運営の課題・問題点・改善策」を提出するので、４月以降

の業務見直し策に反映するとともに、当局見解を示すよう求める。本日は、年度内に早

急に改善すべき事項について次のとおり見解を求める。

本省においては、任命権等の大臣への一元化や旅費等の内部管理業務共通システムの

活用により、総務事務が秘書課や予算課に集約されたほか、政策統括官が新設されると

ともに検査・監察部が本省に一元化されたが、業務運営に支障は生じていないのか。ま

た、旅費の審査・支払い事務については円滑に行われているのか。

（横山秘書課長）

総務事務を集約した秘書課及び予算課をはじめ、新設された政策統括官及び検査・監

察部においては、的確かつ円滑に業務運営が図られていると認識しており、特段の支障

は生じていない。

なお、組織再編後の業務運営については、御要請の趣旨を踏まえ、現場実態や職員の

意見を真摯に受け止め、円滑な業務運営に努めてまいりたい。

（石上大臣官房参事官（経理））

昨年10月の組織再編直後は、旅費システムを使用するためにＳＥＡＢＩＳの組織登録

作業が必要であり、この作業期間中は旅費システムを稼働させることができなかったこ

とから支払いまでに時間を要していたところであったが、現在、旅費システムは正常に

稼働しており、審査・支払い事務も円滑に行われていることから、特段支障は生じてい

ない。

（渡辺調査交渉部長）

総務会計業務については、昨年10月に開催したブロック別分会代表者会議等で組織再

編直後から各職場で混乱しているとの報告が数多く出されたことから、官房秘書課に対

し状況把握と対策を示すよう求め、昨年10月28日に調交情報で整理してきたところであ

る。しかし、現場からは、支払い事務はなくなったものの、問い合わせ対応や請求にか
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かわる添付資料のチェック、調達事務など、以前より増して総務担当者の負担は増大し、

恒常的な超勤や支払い遅延が生じており、さらなる業務の見直しや改善を行うこと、旅

費システムの入力に対する負担感は依然強く、システムの改善や研修、現場実態に即し

た簡易マニュアル等を作成すること、支局における予算管理及び会計処理方法が不明確

であり業務に支障が生じていることから、総務事務について整理を行い職員に対して説

明すること、などの意見が数多く出されている。当局として組織再編後の点検を行って

いるのか。また、これらの課題に対してどのような対策を講じるのか。

（石上大臣官房参事官（経理））

組織再編後の12月上旬に、地方農政局等会計課長会議を開催し、会計事務に係る意見

等の聴取及び点検を行ったところであり、現場によっては、課題があると認識している。

旅費システム関係の問い合わせについては、本省に直接問い合わせができる担当窓口

を既に設置しており、再度、お知らせする。

調達事務では、契約及び支払の手続きは、農政局本局で実施することとしたが、現地

でしか対応できない事務については、引き続きお願いしたい。

なお、支局でも利用しやすい物品管理システムに係る事務処理の要約版を、新たに１

月中に作成し、提供することとしている。

旅費システムの入力については、従来の旅費システムのマニュアルとは別に、より分

かり易い旅行計画作成及び旅費請求書作成のマニュアルを、新たに１月中に作成し、提

供することとしている。

業務分担については、昨年８月開催の地方農政局会計課長等会議において支局と会計

課の業務分担の考え方が示されており、これを踏まえて農政局内における業務分担が適

切に行われるよう、12月上旬の会議においても、再度、支局及び農政局本局の関係者に

対して周知徹底されるようお願いしたところである。

引き続き、組織再編後の実態等の把握に努め、適切に対応してまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

地方参事官室については、昨年10月に立ち上がったばかりであるが、農政局本局から

の業務指示について、企画調整室の指示と各部課からの直接指示に分かれており、連携

が不十分なため職場で混乱が生じていることから、本局の企画調整室と各部課の連携・

調整を図りながら、統一的な指示命令系統の構築が必要、地区担当と政策担当の役割分

担についてはマニュアルに示されているが、管理職の指示、職員の連携が不十分であり

十分に機能しているとは言えないことから、チーム長等の役割や責任を明確にした上で、

室内での役割分担等の協議を定期的に開催し連携の強化が必要、などの現状を踏まえた

改善策が寄せられている。地方参事官室の業務運営を円滑に推進していくためには、こ

れらの課題改善に向けどのように対策を講じるのか。

（坂本地方課長）

地方農政局本局の各部課から地方参事官室に業務を依頼する際には、各部課は企画調

整室と事前調整を行うこととしており、また、本省各局から地方農政局各部課を通じて

地方参事官室へ業務を依頼する際には、本省各局が地方課と事前調整を行うこととして

おり、企画調整室又は地方課は各部課からの依頼が同時集中したり、類似案件が依頼さ

れるといったことが生じないよう、目配りすることとしている。この調整が十分に行わ
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れれば、地方参事官室に依頼される案件ごとに指揮命令系統は統一され、混乱は生じな

いものと考えている。今後とも、各部課が地方参事官室に業務を依頼する際には企画調

整室と十分事前調整を行うよう、地方農政局本局への指導を徹底するとともに、本省各

局からの依頼については、引き続き地方課との間で事前調整を行うこととしたい。

また、地方参事官室内での担当の割振りは固定的なものではなく、業務量をみて、特

定の職員に業務が集中するといったことが生じないよう、担当の分担変更が可能な仕組

みとしており、たとえば、複数政策を兼務することにより、業務の増嵩が見込まれる政

策について、地区に当該政策担当を複数配置することも可能である。業務計画の策定指

示や農政局本局から追加業務依頼をする際には、地方参事官室内で現行の分担で実行可

能か検討の上、必要に応じて担当の割振り変更を行うなどの配慮をすべき旨を併せて指

示することとしたい。なお、支局各チームの業務範囲については、本省各局から農政局

各部課経由の業務指示により明確化されていると考えている。

（渡辺調査交渉部長）

当局は、10月以降のＯＪＴをはじめとした横断的監視体制については、組織再編後、

現在進めている横断的監視のＯＪＴ研修や再編後の実施状況等も踏まえつつ、適切な監

視業務を維持していけるよう体制整備を図っていくとの見解を示していたところである。

一方職場からは、横断的監視体制に向けたＯＪＴ等の研修については、組織再編後のス

タッフ制を想定したＯＪＴ研修だったが、実際には横断的な業務体制が構築されていな

い、食品表示と牛トレの横断的監視については、10月以降現場研修的なものはなく本格

実施となった、10月以降消費・安全チームでは、通常業務に追われＯＪＴ研修を実施で

きる状況にない、などの意見が数多く出されているが、ＯＪＴ研修の実施状況や検証結

果はどうだったのか。

また、食品表示、米穀流通監視、牛トレなどの業務運営については、牛トレは10月１

日から適用の手引きがあるにもかかわらず、手引きに沿った対応となっておらず、表示

のマニュアルに沿った対応となっており、現場では混乱が生じている、牛トレを含めた

立入検査等のマニュアル等が未整備であるため、案件が発生した場合等の対応が整理さ

れていない、などの意見が数多く出されている。このような状況を踏まえ、一体的に行

う牛トレ流通業務及び食品表示業務の課題整理を早急に行い、重複業務がないよう現場

実態に則した効率性のあるマニュアルに見直す考えはあるのか。

（小川消費・安全局総務課長）

食品表示、流通部門の牛トレサ及び米穀流通の監視に係る業務については、27年10月

の組織再編を機に、広域監視官がそれぞれの業務を横断的に監視できる体制を目指して

きたところである。

ＯＪＴ研修等の実施については、横断的監視の体制整備のため、27年４月から９月の

間、地方農政局等において、監視業務担当職員を対象に法制度研修やＯＪＴ研修を実施

したところである。

参加人数は、法制度研修はのべ約2,800人、ＯＪＴ研修はのべ約1,900人、全体の当該

監視職員数は約2,300人であり、大半の者が研修に参加した。

また、横断的監視業務の実行面での課題等を検証するため、地方農政局等において、

27年10月から11月に試行的に巡回立入検査を実施したところである。この試行結果や地

方農政局等との意見調整を踏まえ、今後、横断的監視に係る業務マニュアルを策定する



- 21 -

予定である。

一方、流通部門の牛トレサ業務については、27年10月の組織再編により、流通部門の

牛トレサが食品表示の業務ラインに移管されたことから、食品表示に係る業務マニュア

ルを当該業務を含んだものに整理するまでの当面の措置として、27年９月に当該監視業

務の運用方針を示したところである。

この運用方針においては、限られた人員の下で牛トレサ業務を的確かつ効率的に実施

できるよう、調査体制に応じて調査項目を省略する等の運用改善を行ったところである。

こうした中、食品表示に係る業務マニュアルの見直しについては、27年11月に流通部

門の牛トレサ業務との一体的な実施等を踏まえて整理した案を地方農政局等に提示した

ところであり、今後、意見調整等を踏まえて、28年４月を目途に施行する予定である。

（渡辺調査交渉部長）

専門調査員関係については、ＯＢ以外の専門調査員へのＯＪＴ、フォローアップ、調

査精度の向上に向けた対応などが、通常業務にプラスして労力を要すことから負担増と

なっており、年度末のとりまとめへの対応や次年度増員となる専門調査員の確保・対応

等でより困難性が増すことが危惧されるとの意見が数多く出されている。また、専門調

査員の旅費関係事務にも依然として労力がかかっており、専門調査員の旅費支給手法や

システムの見直し、非常勤職員の確保・活用が求められている。第１回労使間意見交換

会では、統計調査員の旅費に関する事務の簡素化策や登録調査員管理調整システムによ

り10月以降効率化が図られるとしていたが、これらの課題の状況と今後の改善策はどう

するのか。

さらに、2015年度の専門調査員は450人任命されていたが、導入初年度として円滑に

機能しているのか。なお、任命期間中の辞任者の発生状況や補充はどのようになってい

るのか。

（津垣統計部管理課長）

今年度の専門調査員の導入に際して、専門調査員の管理・指導業務を新たに職員が行

うことを見込んだ専門調査員数を確保する等、当該業務が円滑に行われるよう努めてい

るところであるが、今後も専門調査員の管理・指導の業務量の実情を的確に把握しつつ、

専門調査員の確保や適正な人員配置に努めてまいりたい。

統計調査員等の旅費に関する事務については、旅行命令権者の判断により、出張の計

画段階では、旅費システムに入力せず従来の調査計画書を使用して取消や変更に対応し、

出張終了後、旅費請求からの旅費システムを使用しての処理も可能にしており、従来行

っていた統計調査員等との旅行命令簿等の紙媒体でのやり取りの簡素化が図られている

ものと考えている。なお、旅費システムに関しては、先程経理担当参事官から説明があ

った、より分かり易い旅費システムのマニュアルの活用等により、事務処理の迅速化が

図られるものと考えているが、引き続き、職員からの意見も聞きながら効率化が図られ

るよう努めてまいりたい。

また、統計調査員手当等の支払いについては、登録調査員等管理調整システムのデー

タを直接ＡＤＡＭＳに取り込めるファイルに変換するシステムを８、９月に地方組織に

配布し、運用しているところであり、ＡＤＡＭＳに入力する手続きが不要となることか
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ら効率化が図られると考えているが、統計調査員手当等の支払事務は、相当数が年度末

に集中していることから、引き続き、これら支払事務の簡素・効率化が図られるよう努

めてまいりたい。

今年度任命した450人の専門調査員については、現段階では大きな事故等の報告もな

く、順調に進んでいると考えている。なお、専門調査員の辞任者の状況であるが、ご本

人の健康上の理由等で12月末までに６名の方が辞任され、４名の補充を行っており、補

充されない２名が担当する予定であった調査客体若しくは担当していた調査客体につい

ては、他の専門調査員が引き継いでおり、特に支障は生じていないとの報告を受けてい

る。また、１月にやはり健康上の理由で辞任を申し出ている者が１名おり、年度内に補

充を行いたいとの報告を受けている。

（渡辺調査交渉部長）

輸出証明書発行業務については、他律的業務であることから、業務計画が立たない。

また、システム処理については、容量不足により、入力作業に大きく時間が割かれてい

ることや、現場に見合ったシステムとは言い難い現状にあるとの意見が出されている。

当局はこのような状況を把握しているのか。また、どのような対応策を考えているのか。

（平形食料産業局総務課長）

輸出証明書の発行件数は、日本産食品等の輸出額増加に伴い、年々増加しており、諸

外国・地域からの輸出証明書の要求が低下するまでの間は、今後増加することも見込ま

れる。このため、平成28年度組織・定員要求において、地方農政局等による輸出証明書

発行業務について拡充要求を行い、今回、12人の増員が認められたところである。

輸出証明書発給システムの運用においては、証明書発行件数の多い農政局から「入力

に必要な画面の切り換え等システムの動作が遅いため、事務処理に時間を要している」

との報告を受けているところである。

このため、現在、システム動作が遅くなっている農政局において原因を明らかにすべ

く、調査を行っているとともに、応急的に、プログラム改修により処理速度改善に努め

ているところである。

当該調査結果を踏まえ、さらに操作手順の簡便性向上を図り、平成28年度事務費を活

用し、システムを改修して処理能力の向上を図っていく考えである。

なお、今般、ＥＵにおいて日本産食品等に対し、放射性物質検査証明書の発行対象か

ら一部除外となる規制緩和が行われたところであり、引き続き、諸外国・地域に対し証

明書発行等を含む規制の撤廃・緩和を要求していく考えである。

（渡辺調査交渉部長）

４月の拠点集約については、フロアプラン等について具体的な情報が駐在所には明確

に示されていない、拠点集約までの事務等のスケジュールを早く示してほしい、などの

意見が報告されていることから、拠点集約に向けたスケジュールを早期に示すとともに、

関係機関に対し丁寧な対応を行うこと。また、拠点廃止に伴う人事異動にあたっては、

組合員の意向を最大限尊重し、宿舎を確保するとともに、早期に内々示及び内示を行う

こと。

（坂本地方課長）
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平成28年４月の拠点集約について、既にフロアプラン、スケジュール等はお示しして

いるところである。今後、移転スケジュールに基づき、現場段階において適切に対応す

ることとしている。

人事異動にあたっては、昨年11月に提出された職務希望等調書をもとに、必要に応じ

て個別面談等を行いながら職員の意向を丁寧に把握した上で人事配置を行ってまいりた

い。

拠点統合に伴う宿舎の確保については、財務事務所等に対し設置状況等の聞き取りや

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。

（渡辺調査交渉部長）

国営土地改良事業所等においては、24人の新規増員が確保されたものの65人の定員削

減により41人の減員となっている。農業農村整備事業費が27年度補正額を合わせ対前年

比143.6%と増額されることに加え、新設事業所数が廃止事業所数を上回る中、人員不足

が最大の課題となっている国営土地改良事業所等の事業の遂行に支障を生じさせないた

め、どのような対策を講ずるのか。

（山本農村振興局総務課長）

国営土地改良事業所等については、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・監督事務の外注化を拡大する等、事務の

簡素・合理化に努め、事業の遂行に支障を生じさせないよう努めてまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

来年度の地方農政局や国営事業所等の定員配分をどう考えているのか。また、新規採

用者の配分はどうなっているのか。

（山本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、従来から、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。

（渡辺調査交渉部長）

来年度に設置される４事業所、２建設所、６支所それぞれの設置時期や人員配置をど

う考えているのか。

また、2016年度に廃止される２事業所、２建設所、１支所の廃止時期は2016年３月31

日との理解でよいか。なお、先に要請した廃止事業所等の課題改善を図るとともに、人

事異動にあたっては、組合員の希望を十分尊重すること。

（山本農村振興局総務課長）

平成28年度に新設する４事業所、２建設所、６支所の設置期間については、各事業地

区で予定されている工期内を予定しているところであり、設置初年度の人員規模につい
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ては、これまでと同様、事業所では９ポスト、建設所では６ポスト、支所では３ポスト

を予定している。

一方、廃止事業所等は、本年３月31日まで事業を実施し、２事業所及び２建設所につ

いては廃止するほか、１支所は予算成立日をもって廃止となる。なお、廃止事業所の課

題等については、今後ともしっかり対応することとしたい。

人事異動に当たっては、本人の希望も考慮しつつ、本人の適性、人事評価結果等を踏

まえ、適材適所の原則に従って行ってまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

被災地への支援派遣について、2016年度の支援派遣の人員規模や対応の考え方を示す

こと。

（山本農村振興局総務課長）

被災地への支援派遣については、被災３県からの要請を受け、国及び全国の都道府県

から農業土木職員が派遣され、農地・農業用施設の災害復旧に係る査定や復旧工事に係

る設計書作成等の支援に当たっており、被災県からは高い評価と感謝の声が寄せられて

いるところである。

国への技術者支援の派遣要請は、平成27年度と同様に福島県内市町から福島県を通じ

てあり、今年度実績と同数の216人月となっている。

現在、地方農政局等との間で調整を進めているところであるが、派遣に当たっては、

派遣時期・人員について詳細に調整を行うとともに、職員を派遣して頂く事業所等の業

務に多大な影響を及ぼさないよう、原則として１ヶ月毎の交替制とすることとしている。

また、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。

（渡辺調査交渉部長）

植物防疫所においては、定員削減７人に対し新規増員９人となるが、削減の割り当て

の考え方及び官署、新規増員の配置の考え方及び官署はどのようになるのか。また、こ

のような定員状況を踏まえ、来年度の検疫体制の充実・強化についてどのように考える

のか。

（小川消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、平成28年度に計画されている関西国際空港のＬＣＣ専用ター

ミナルの新設や新千歳空港での国際線の深夜・早朝時間帯の増便等に対応するため、横

浜植物防疫所札幌支所新千歳空港出張所に３人、神戸植物防疫所関西空港支所に６人の

計９人の新規定員が平成28年10月から認められたところであり、これらの官署への配置

を予定している。

また、定員合理化については、業務量等の把握を行い、業務量に見合った人員を配置

するよう割り当てを行ったところである。

組織・定員要求を巡る情勢は大変厳しい状況であるが、引き続き、適切な検疫体制の

確保のための整備に努めるとともに、業務の平準化を図り、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。
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（渡辺調査交渉部長）

2016年度に廃止される名古屋植物防疫所富山支所敦賀出張所をはじめとした１人庁及

び０人庁の６出張所の廃止時期は2016年３月31日との理解でよいか。なお、人事異動に

あたっては、組合員の希望を十分尊重すること。

また、１人庁及び０人庁として残る神戸植物防疫所広島支所浜田出張所及び那覇植物

防疫所嘉手納出張所、横浜植物防疫所塩釜支所小名浜出張所についてはどのように考え

ているのか。

（小川消費・安全局総務課長）

６出張所の廃止時期については、予算の成立状況にもよるが年度内の予算成立を前提

とすると平成28年３月31日まで業務を実施した上で廃止する予定である。

人事異動については、本人の希望も考慮しつつ、本人の適性、人事評価等を踏まえ、

適材適所の考え方に従って行うこととしている。

なお、１人庁官署の解消については、引き続き業務量等を勘案しながら検討を進めて

まいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

動物検疫所においては、定員削減４人に対し女性の活躍とワークライフバランスの推

進のための定員９人を除き、新規増員は６人となるが、削減の割り当ての考え方及び官

署、新規増員の配置の考え方及び官署はどのようになるのか。また、このような定員状

況を踏まえ、来年度の検疫体制の充実・強化についてどのように考えるのか。なお、人

事異動にあたっては、組合員の希望を十分尊重すること。

（小川消費・安全局総務課長）

動物検疫所においては、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９人の増のほか、空海港の規模拡大・地方空海港の増便に対応した検査体制構築に伴

う増として、関西空港支所に６人の新規定員が平成28年10月から認められたところであ

り、同支所への配置を予定している。

また、定員合理化については、業務量等の把握を行い、業務量に見合った人員を配置

するよう割り当てを行ったところである。

組織・定員要求を巡る情勢は大変厳しい状況であるが、引き続き、適切な検疫体制の

確保のための整備に努めるとともに、業務の平準化を図り、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。

人事異動については、本人の希望も考慮しつつ、本人の適性、人事評価等を踏まえ、

適材適所の考え方に従って行うこととしている。

（渡辺調査交渉部長）

2016年度に清水港湾合同庁舎から静岡空港に移転される清水出張所の移転時期は2016

年３月31日との理解でよいか。

（小川消費・安全局総務課長）

清水出張所の移転時期については、予算の成立状況にもよるが、年度内の予算成立を
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前提とすると平成28年３月31日まで業務を実施し、平成28年４月から静岡出張所として

清水港及び静岡空港に事務所を整備し、機能的に検査業務ができるよう対応してまいり

たい。

（渡辺調査交渉部長）

動物検疫所においては、育児休業の代替要員確保が喫緊の課題となっていることから、

昨年11月に育児休業者の対応状況について質したところ、「動物検疫所における育児休

業者の代替要員の確保については、動物検疫所及び日本獣医師会のホームページへの募

集の掲載、ハローワークへの求人募集を行っており、今後も代替要員の確保に努めてま

いりたい」との見解が示されたところである。その後の対応状況についてはどのように

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、育児休業等取得者の代替要員の確保のため、ハローワークへ

の求人募集広告とともに動物検疫所及び日本獣医師会のホームページを活用して募集活

動に努めているところであり、必要な人員は確保できているところ。引き続き、代替要

員が適切に確保できるよう努めてまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

漁業調整事務所については、定員削減２人に対し新規増員10人となるが、削減の割り

当ての考え方及び官署、新規増員の配置の考え方及び官署はどのようになるのか。なお、

人事異動にあたっては、組合員の希望を十分尊重すること。

（松原水産庁漁政部漁政課長）

定員削減については、定員事情、業務量等を勘案したうえで、２人の削減を行うこと

としており、北海道と九州の漁業調整事務所を予定している。

増員については、悪質化・巧妙化する外国漁船対策を中心に要求した結果、北海道１

人、仙台１人、新潟１人，境港４人及び九州３人の計10人が認められたところである。

また、境港漁業調整事務所については、業務量の増加のみならず官船を有しているこ

とから職員数が増加し、これに伴い所長の業務が増大したことから、所長の業務を補佐

する管理職である次長が振替で認められたところである。

なお、人事異動に当たっては、本人の希望も考慮しつつ、本人の適性、人事評価等を

踏まえ、適材適所の原則に従って行ってまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

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の確立を求めてき

たが、どのような結果となったのか。

また、現場からは健康管理や振替休暇取得などの関係から、10日間を超えない航海を

求める意見が出されているが、航海期間はどのように考えているのか。

（松原水産庁漁政部漁政課長）

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、漁業監督指導官の複数乗船

体制整備を推進してきたところ。今年度組織・定員要求においても、３名乗船体制の確
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立を目指して増員要求を行ったが、境港漁調の１人増にとどまったところ｡引き続き複

数乗船体制の強化に努力して参りたい。

また、取締航海については原則10日以内としているが、小笠原海域等遠隔地への取締

航海等においては業務の必要上、これを超える場合があることを御理解願いたい。

（渡辺調査交渉部長）

級別定数の査定結果はどうなったのか。

特に、組織再編に伴う管区機関の取り扱いについて処遇改善が実現できる定数を確保

できたのか。

また、北海道農政事務所及び同支局の処遇改善が実現できる定数を確保できたのか。

（横山秘書課長）

全体としては、必要な級別定数を確保したところである。

なお、地方農政局の組織再編により、支局が級別標準職務表上管区機関として認めら

れたことや職責の高まりを踏まえ、級別定数の切り上げを要求し、結果として、地方農

政局、北海道農政事務所とも一定の級別定数を確保したところであるが、引き続き支局

について管区機関としての定数確保に向けて努力してまいりたい。

（柴山書記長）

2016年度は、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

的確に対応しなければならない。現在、総合的なＴＰＰ対策に関わる農政新時代キャラ

バンが行われているが、生産現場の不安や不満を十分に汲み取り、的確に返すことが必

要である。

そのためにも各段階における管理職がマネジメントを発揮し対応することが重要とな

ることから、今回の内容について、職員に対し丁寧に説明すること。なお、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。

また、今回は、組織再編以降の主な課題について論議したが、現場からは様々な課題

が報告されている。今回の予算概算、組織・定員決定を踏まえ、４月以降の円滑な業務

執行体制を確立することが重要となる。そのためには、組織再編後の業務運営の課題を

はじめ各職域の課題を改善することが必要なことから、３月中旬に業務運営上の諸課題

を議題とした労使間意見交換会の開催を要請する。

最後になるが、現在４月の人事異動に向けて作業が進められていると思うが、人事異

動にあたっては、必要に応じ面談を行うなど丁寧な対応を行い、組合員の理解と納得の

もとに行うことを重ねて要請する。

（横山秘書課長）

本日は、「平成28年度予算概算決定」と「平成28年度組織・定員等」について意見交

換した。

農林水産予算については、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に掲げた施策を着実に実

行していくとともに、攻めの農林水産業に向けた施策を更に前に進め、新たな国際環境

下でも「強くて豊かな農林水産業」と「美しく活力ある農山漁村」を実現するために必

要な予算を確保したところである。組織・定員についても、昭和43年以降最小の純減水
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準で決着しており、こうした農林水産行政上の諸課題に対応しうる体制整備を図ったと

ころである。今後は「農政新時代」を切り拓くため、現場と農政を結ぶ機能の最大限の

発揮など、昨年10月に発足した新体制がしっかりと機能するよう本省と地方機関とが一

体となって対応していくことが重要である。このため、御要請を踏まえ３月中旬に業務

運営上の諸課題を議題として、労使間意見交換会を行うこととしたい。

（山田秘書課調査官）

以上をもって、平成27年度第３回労使間意見交換会を終了する。

以 上


