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平成２３年度 第１回労使間意見交換会

議事要旨

（開催要領）

１．開催日時：平成23年（2011年）６月２０日（月）16:00～17:05

２．場 所：統計部第１会議室(北別館３ＦドアNo.314）

３．出 席 者：

農林水産省 今城 健晴 大臣官房秘書課長

同 髙橋 洋 大臣官房文書課長

同 今井 良伸 大臣官房地方課長

同 中村 啓一 総合食料局食糧部消費流通課長

同 光吉 一 消費・安全局表示・規格課長

同 小松 米夫 大臣官房秘書課人事調査官

同 山口潤一郎 大臣官房秘書課調査官

全農林労働組合中央本部 石原 富雄 副委員長兼調査交渉部長（非現業担当）

同 柴山 好憲 書記長

同 岡本 吉洋 財政局長

同 原子 秀夫 調査交渉部長（独法担当）

同 間 英輔 組織教宣部長

（概要）

（山口秘書課調査官）

定刻になったので、平成23年度第１回労使間意見交換会を開催する。

開会に当たり、今城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。

（今城秘書課長）

本年２月に、地方組織の再編を議題とした労使間意見交換会を開催し、さら

に３月にもより詳細な議論を行うこととしていたところであるが、３月11日に

発生した東日本大震災への対応を 優先とするため、労使間意見交換会の開催

を一時的に見送らざるを得ない状況にあったところである。

この間、多くの職員の皆様には、震災発生直後から応急食料の確保・供給、

その後の復旧・復興対策に昼夜を問わず御尽力いただいており、改めて深く感

謝申し上げる。職員の皆様が震災対応に全力で取り組んでいただいたこともあ

り、食料の安定供給等の役割を担う農林水産省の地方組織の重要性が改めて認
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識される中、農林水産省設置法の一部を改正する法律が衆参両院の議決を経て

６月８日に成立し、６月15日に公布されたところである。

今後は、震災対応等の業務に支障を来さないよう配慮しながら、可能な限り

速やかに組織の再編を行っていくことが必要である。

今回の意見交換会においては、限られた時間の中での円滑な組織再編の実施

に向け、新たな体制での業務運営、要員の配置、庁舎の整備等、について議題

とするほか、東日本大震災に係る被災地の支援状況等についても意見交換した

いと考えている。

限られた時間ではあるが、実り多い意見交換にしたいと考えているので御協

力を御願いする。

（山口秘書課調査官）

まず、本日の資料を確認させていただく。

配付している資料であるが、

資料１の「農林水産省組織図（改正後）、農林水産省組織図（改正前）」、資

料２の「生産局について（案）、産業局について（案）」、資料３の「地方農政

局組織図（組織再編後）（案）及び北海道農政事務所組織図（組織再編後）（案）」、

資料４の「業務区分ごとの担当、業務量及び業務日程について」、資料５の「組

織再編後における業務区分ごとの人員規模等について」（この資料については、

前回の意見交換会に提出した資料であるが、資料４の業務量をどの程度の人員

規模で実施するかの目安として参考に配付している。）、資料６の「組織再編

に伴う定員の推移と現在員の比較」、資料７の「地方組織再編に伴う庁舎統合

について」、資料８の「東日本大震災発生に対応した現地支援チームについて」

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であるが、全ての資料につ

いて、「機密性２Ｂ」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、これらの資料については、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、本日の出席者を紹介する。当局側として、今城秘書課長、髙橋文

書課長、今井地方課長、中村総合食料局食糧部消費流通課長、光吉消費・安全

局表示・規格課長、小松秘書課人事調査官、それに私、進行役を務めさせてい

ただく秘書課調査官の山口です。

次に、職員団体側として、石原副委員長兼調査交渉部長、柴山書記長、岡本

財政局長、原子調査交渉部長、間組織教宣部長。

それでは、まず、今後のスケジュール等及び資料１について文書課長から説

明いただく。
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（髙橋文書課長）

それでは、本省の組織再編について説明させていただく。

まず、組織改正の日程についてであるが、 終的には大臣の御了解を得て確

定しなければならないが、現時点では、篠原副大臣が衆議院農林水産委員会で

御発言されたように、９月１日の改正を目指して作業を進めることとしている。

次に、本省の組織改正の概要について、本省の再編後の組織を課室まで整理

した資料１を用いて説明させていただくが、現在農林水産組織令改正の法制局

審査を行っている段階であることから、資料に用いられている課等の名称は全

て仮称であり、今後変わり得ることを御理解願いたい。

それでは各局の改正のポイントを説明する。

大臣官房においては、まず総務課の中に広報室を設置する。現在は情報評価

課で広報の担当をしているが、組織改正後は報道と一体化する。政策課の情報

分析室は白書を担当する。これは現在の情報評価課から政策課にもってくる。

食ビジョン推進室というのはビジョンの中間整理などの取りまとめが行われる

ので、その推進を行う。評価改善課は行政事業評価レビューや監査、業務のリ

スク管理、政策評価、会計監査などを行う。環境政策課は環境政策を取扱う。

バイオマスの関係は産業局に移す。

統計部では若干課名が変わる。

検査部は協同組合検査に加え、土地改良区、農業・漁業共済、商品取引、卸

売市場といった検査業務も担当することから部の名称を協同組合検査部から検

査部に変える。

生産局は、農産部を新しく設置する。財源としては食糧部で、企画課、貿易

業務課、穀物振興課の３つで米麦の関係を担当する。いわゆる水田交付金もこ

の３課で取扱う。園芸課が野菜、果樹、花きの生産振興を担当。地域作物課が

その他の砂糖、でんぷん、お茶、生糸等を担当する。技術普及課は農業技術の

普及や資材、農業機械関係業務を担当。農業環境対策課は環境保全農業、有機

農業、鳥獣被害を担当する。

畜産部は特に変更はない。

生産振興審議官は、いわゆる名付審議官で特に生産局をサポートする。

次に産業局であるが、企画課は通常の金融・税制、商品取引等を担当する。

食品企業行動室は、ＨＡＣＣＰとかコンプライアンスを担当。新事業創出課は

正に新しい事業の創出に加えて、現在生産局の知的財産課がやっている業務を

引き継ぐ。産業連携課は６次産業化法、農商工連携法、輸出促進、地産地消と

いったものを取り扱う。バイオマス循環資源課は、いま大臣官房の環境バイオ

マス政策課がやっているバイオマス関係と、食品環境対策ということで食品や

容器リサイクルの関係を担当する。食品サービス産業課は食品小売と外食、食

品製造流通課が食品製造業と卸売を取扱う。

消費・安全局は、表示・規格課の下に米殻流通監視室を置き、米トレーサビ

リティ法等の米殻流通監視業務を取扱う。

経営局は、経営政策課で戸別所得補償の本格実施を担当する。その関係で災
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害関係は総務課に担当してもらう。農地政策課は現在の構造改善課であり、経

営構造対策を人材育成課に移すので名称を農地政策課にして、人材育成課に経

営体育成支援室を置く。

農村振興局は、農村政策部の農村計画課の中に、耕作放棄地活用推進室を置

き、耕作放棄地の関係を担当する。

技術会議事務局と林野庁は特に変更はない。

水産庁は資源管理部で従来、沿岸沖合課、遠洋課、国際課の３課だったもの

を再編して漁業課、国際資源課の２課にまとめた。

そういったところがポイントとなる。以上が本省組織の再編となる。

（山口秘書課調査官）

次に、資料２及び資料３並びに前回の意見交換会で配付した資料５について

は、説明を省略し、資料４及び資料６から８について、地方課長から説明いた

だく。

（今井地方課長）

（資料４）について

（業務区分ごとの担当、業務量及び業務日程について）

資料４は、主要業務ごとに、３種類の資料で構成されている。

まず、本省、地方農政局及び北海道農政事務所本所、地域センターの各段階

ごとに担当部局及び担当事務を整理することで、 段階ごとの役割分担及び指

揮命令系統を把握できるようにしてある。

次に、地方組織における具体的な業務の種類及び想定される業務量を整理す

ることで、処理すべき業務の全体的なボリューム感を把握できるようにしてあ

る。

さらに、平成23年度における業務日程を整理することで、組織再編の前後に

おいて、どのような準備や業務をいつまでに完了しておく必要があるのかを把

握できるようにしている。

今後、これらの資料に基づき、新組織の下での業務執行体制を具体的に検討

していただくことになるものと考えている。

（資料６）について

（「組織再編に伴う定員の推移と現在員の比較」）

次に資料６であるが、今回の組織再編では、現場拠点を集約し地域センター

を設置することと併せ、戸別所得補償制度、米トレーサビリティ、６次産業化、

ＪＡＳ法に基づく表示監視業務等の重要業務について、地方農政局本局のガバ

ナンスの下で、地域センターにおける適正且つ円滑な業務の遂行を実現するた
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め、地方農政局本局において、司令塔となる新たな課等の設置や、既存の課の

要員の増強を行うこととしている。

また、その際の財源ポストとしては、拠点集約により得られる地方農政事務

所等の内部管理部門や管理職員等から充当することとしている。

一方、北海道農政事務所については、平成18年度以降の定員合理化の取り組

みにより、新たな行政需要に係る定員を十分に措置できなかったことを踏まえ

て、組織再編を機にこれらを含めて新たな業務の円滑な遂行に必要な体制整備

を行うものである。

具体的には、今回の組織再編により、地方農政局本局（業務課、地域統計室

を除く）で325ポスト、北海道農政事務所で81ポストが増加する一方で、地方

農政事務所（地域課、統計・情報センターを含む）のポストは、地域センター

（業務課、地域統計室を含む）へ移行することに伴い406ポストが減少する。

地方農政事務所等において減少する主な分野は、管理職員が140ポスト（879

から739）、内部管理部門（管理職員を除く）が162ポスト（392から230）であ

り、その他として、昨年10月の段階で農政事務所で行わないこととした米の売

買業務を含めた食糧関係業務や本局の既存の課の要員の増強を行うＪＡＳ法に

基づく表示監視業務が含まれている。

これらの組織再編を前提に、定員と現在員との比較をしてみると、資料６の

１ページ及び２ページにあるとおり本局において要員が不足している状況にあ

るほか、各ブロック間でも人員配置にアンバランスが生ずる見込みであり人員

の調整を行う必要があるが、今回の組織再編時においては、特に、重要施策（戸

別所得補償制度、米トレサ、６次産業化等）の実施体制として、本局に増員さ

れる官職への配置を重点課題として取り組むこととする。

また、北海道農政事務所等へのブロック間の人事異動については、新組織移

行時には管理職等を中心に実施し、その後、改めて職員の希望把握を行いつつ

平成24年度当初迄に業務規模に応じた人員配置を実現する。

なお、被災地の支援業務については、現場のニーズに応じて必要な人員を配

置することとしたい。

（資料７）について

（地方組織再編に伴う庁舎統合について及び現行組織における庁舎統合等の状

況）

次に資料７であるが、地方組織再編に伴う庁舎統合移転計画（案）について

は、２月現在の計画を３月３日にノーツの「毎日見る掲示板（職員の勤務条件）」

に掲載後、各地方農政局においても機関毎に職員説明を行い、職員への情報提

供を行ったところ。

３月に「毎日見る掲示板」に掲載した資料では、「当面の間、二庁舎を使用」

する地域センター数を11か所としていたが、アスベスト除去工事に相当程度の

期間を要するためなどの理由により、松本地域センター及び福井地域センター
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を追加したことから、「当面の間、二庁舎を使用」する地域センター数が13か

所となっている。

また、職員の十分な業務スペースの確保及び利用者の利便性の面から、松江

地域センター浜田支所の使用予定庁舎を浜田統計・情報センター庁舎から島根

農政事務所地域第一課庁舎に変更している。

庁舎統合移転計画は、入居庁舎使用に関する財務省との協議等を各地方農政

局が進めており、その調整等の状況により変更（見直す）がある場合には、該

当する機関の職員に対しその都度、情報提供を行うよう指示しているところ。

また、庁舎統合移転に向け、各地方農政局において、庁舎毎の具体的な改修

工事等の計画及び統合・移転の時期等を内容とした計画を作成し、職員への情

報提供を行っていく考え。

なお、資料７の７ページにあるように、庁舎統合移転計画とは別に、平成18

年２月に決定した農政事務所庁舎整備計画に基づく庁舎統合や、新たな合同庁

舎の完成による移転、小規模な組織の効率的な運営を図るための集約など、再

編後に使用を予定している庁舎への移転を終えた機関もある。

（資料８）について

（東日本大震災発生に対応した現地支援チームについて）

次に資料８であるが、支援チームについては、農林水産省の現場の支援拠点

が岩手県、宮城県及び福島県の被災地を網羅的にカバーできるよう、既存の現

場組織に加えて、福島県相馬市、同県郡山市、宮城県亘理町、岩手県陸前高田

市の地域を中心に活動する支援チームをそれぞれ編成するものである。

また、既存の現場組織のある仙台市、石巻市、宮古市等についても、復興の

早期実現を支援する人員を派遣する。

なお、支援チームの編成・派遣は、改めて現場組織を設けるのではなく、出

張や機動的な人員配置によって速やかに実施する。

支援チームの業務としては、農林水産省の復旧・復興対策の周知徹底、土地

利用のマスタープランの策定等を含む復興の早期実現に向けた指導・助言、原

発被害に対する損害賠償に関する指導・助言といった内容を想定しているが、

当面は、復旧・復興対策の周知徹底を行いつつ、現場の要望事項をきめ細かく

吸い上げる活動を行うことが重要であると考えている。

（山口秘書課調査官）

次に、資料４のうち、本年７月に施行される米トレーサビリティー法の産地

情報伝達部分の施行に伴う業務の実施体制について総合食料局食糧部消費流通

課長から補足いただく。
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（中村総合食料局食糧部消費流通課長）

米トレーサビリティ法に係る業務について、本年７月１日に産地情報伝達を

施行することとなるが、組織再編を行う９月までの間、現行の体制で業務を実

施する。

産地情報の伝達義務の対象となるものは、８月以前に市中に出回ることはほ

とんどなく、９月以降徐々に増えていくものであり、また、食糧法遵守事項に

基づく監視の対象となる本年産の新規需要米等の多くが出荷されるのも概ね９

月以降であることから、業務が増加していくのは９月以降であると考えられる。

（山口秘書課調査官）

次に、資料６において、地方課長から説明いただいたＪＡＳ法に基づく表示

監視業務の本局要員の増強に関し、消費・安全局表示･規格課長から補足いた

だく。

（光吉消費・安全局表示・規格課長）

各地方農政局本局の表示・規格課は、全国38か所の地方農政事務所が行う個

別事案の調査の進行管理や、一般調査の結果についてのデータとりまとめ作業

等を行っている。今般、地方農政事務所が廃止され、65か所の地域センターが

設置されることに伴い、こうした食品表示監視業務に関する地域センター間の

調整機能を充実させる必要が生じる。このため、本局の業務量の増加に応じて

必要な定員の増強を行ったところである。

一方、従来、各地方農政事務所の表示・規格課では、各地域課が行う個別事

案の調査の進行管理や一般調査の結果についてのデータのとりまとめ作業等を

行ってきたが、地域課が廃止され、各地域センターにおいてはこのような進行

管理業務が発生しないため、これらの定員を本局の定員に振り替えたものであ

る。

なお、北海道農政事務所については、11か所の地域課を６か所の地域センタ

ーに再編する際に、他の農政局と同様に地域センター間の調整機能を拡充する

こととし、必要な定員の増強を行ったところである。

（山口秘書課調査官）

それでは、以上の説明を踏まえて意見交換を行いたい。

（柴山書記長）

３月11日に発生した東日本大震災は、未曽有の被害をもたらしたが、震災直

後から現地をはじめ省を上げて対応・対策が取り組まれており、この間の皆さ



- 8 -

平成２３年度 第１回労使間意見交換会

んのご苦労に敬意を表したい。

今ほど、各業務区分ごとの総枠としての業務量、それを遂行するための新た

な組織体制や人員規模、また、再編に係る取組日程等についてそれぞれ示され

たが、今後、戸別所得補償制度への対応をはじめとして、各業務が繁忙・輻輳

する中で、９月１日を目標に本省及び地方組織の再編整備に対応していくこと

となる。

２年越しとなった設置法改正法案の成立は、これまでの地方組織の果たして

きた役割が改めて認識されたものと考えており、東日本大震災への復旧・復興

への対応はもとより、人員が大きく減少している現状にあって農林水産行政を

これまで以上に円滑に遂行していくためには、それを成し得る組織体制を構築

することが重要と受け止めている。

しかしながら、年度途中の組織再編であるだけに課題は少なくないものと考

えている。

これらの課題を克服しつつ、これまで以上に国民の付託や期待に応える組織

へ円滑に移行を図っていくためには、再編に向けての具体的な計画を職員全体

で共有し、実行していくことが重要であり、職員との十分な意思疎通が不可欠

である。

本日の内容について、各級段階において早急かつ丁寧に説明し、職員全体が

一体となって組織の再編に対応できる体制を作り上げていただきたい。

私からは以上を申し上げ、説明のあった内容に関して担当より何点か伺い、

意見交換させていただく。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

まず、（資料４）業務区分ごとの担当、業務量及び業務日程についてである。

業務区分ごとの指揮命令系統、業務量及び業務日程について示されたところ

であるが、各都道府県ごとの業務量はどのようになっているのか。２月に開催

した第10回労使間意見交換会において、「センター別の業務量と定員について

は、改めて検討したうえで対応を相談したい」との見解が示されたが、検討状

況はどうなっているのか。

また、地域センターごとの９月以降の業務計画の作成にあたっては、職員の

意見を十分に反映していただきたい。

なお、業務毎の課題については、現段階で取りまとめたもののほか、７月８

日までに庁舎等緊急的なものを、その他については７月２０日までに現場の意

見を早急に取りまとめ提出するので、別途見解を示していただきたい。

（今井地方課長）

本日お示しした資料４においては、各地域センターにおいて、それぞれの業

務がどのような規模・頻度で実施されるかの目安が解るよう、全国ベースの数
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値ではあるが、業務の対象となる農業者や事業者数等とともに、年間の実施回

数をセットでお示しさせていただいた。

それぞれの業務においては、それぞれの担当地域で業務の対象となる農業者

や事業者等がどの程度いるかは既に把握されていると考えており、本日お示し

した年間の実施回数等を踏まえ、各職場において管理者が地域別の業務量を適

正に把握した上で、職員のご意見も踏まえながら、９月以降の業務計画を作成

し、職員に説明することを予定している。

中央本部でとりまとめを予定されている現場の御意見については、

内容を拝見させていただき、次回の労使間意見交換会の資料とする等の取扱い

を検討させていただきたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

地域センターにおいては、拠点化により管轄区域が広域となるとともに、一

人あたりの業務量も増加することになるが、設置法案に対する附帯決議に盛り

込まれた「人材の育成に努めるとともに、地方公共団体等との連携を密にし、

利用者の利便性の維持・向上をはかること」について、どのように対応するの

か。

（今井地方課長）

地域センター化により拠点を集約することで、管轄区域が広域となり、現場

への移動等にかかる負担がこれまでに比べれば増大するケースもあろうが、そ

れよりも、各拠点ごとの人員規模が充実し、組織も大くくり化されるので、戸

別所得補償制度の申請受付や、作況調査における坪刈り等の人手がかかる業務

に対し、グループで応援体制を組んで一斉に業務に取りかかるなどの機動的な

対応がとり易くなるなどの利点も大きいと考えている。

また、今までの小規模な地域課であれば、１人の職員が、多岐にわたる事業

・制度のことまで兼務しなければならなかったが、地域センターにおいては、

各業務ごとに実務経験を有するリーダー、すなわち課長級の総括専門職のもと

で専門性をもって取組むことができるようになる。

なお、一つの組織内に様々な専門性を持った職員が一元配置されるというこ

とで、地域センターを訪れた農業者等に対して、総合的なワンストップサービ

スを提供することが可能となるなど、組織のメリットを活かして、利用者にと

っての利便性の向上を図ることにも寄与すると考えている。

こうした農政サービスを実現するため、職員の皆様には、新たな業務を中心

に必要な研修に参加して頂くなど、人材の育成にも努めてまいりたい。
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（石原副委員長兼調査交渉部長）

被災地を管轄する現場では、震災の影響により通常業務の進行に大幅な遅れ

が生じている。今後、震災復興支援と通常業務をどのように進めていこうと考

えているのか。

（今井地方課長）

東日本大震災に際しては、国をあげて復旧・復興対策に取り組んでいるとこ

ろであり、当省としても現地の状況やニーズに応じて支援チームを編成し、職

員を派遣する等の対応を重点的に実施しているところ。

一方、農林水産行政としても、戸別所得補償制度や６次産業化等といった業

務も同時並行的に行っていかなければならないところであるので、これらの業

務を計画的に進めるとともに、特定の職員に過度の負担とならないよう農政事

務所等内において応援体制を行うなど業務に支障のないようにしてまいりた

い。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

本年７月に施行される米トレーサビリティ法（産地情報伝達）の業務の実施

体制について説明があったところだが、現体制で実施する事前の周知活動は円

滑に対応できるのか。

（中村総合食料局食糧部消費流通課長）

米トレーサビリティ法の産地情報伝達の施行を控え、現在、各地方組織にお

いて、制度説明会を頻繁に開催しているところであるが、これは６月中に概ね

終了することとしており、後は要請があった場合に対応することとしている。

また、対象事業者の店舗・事業所を訪問して行う制度の説明は、産地情報の

伝達義務の対象となるものが市中に出回るころまで実施することとしている

が、この説明については、他の業務に支障がでない範囲で実施することとして

いる。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に（資料５）組織再編後における業務区分ごとの人員規模等についてであ

る。

組織再編後の戸別所得補償制度、米トレーサビリティ、６次産業化、ＪＡＳ

法に基づく表示監視業務等の人員規模が示されているが、現在員は何人となっ

ているのか。仮に再編後、人員規模が減少する業務に支障は生じないのか。
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（今井地方課長）

各業務の現在員については、本年度当初でみると、戸別所得補償については

他の業務との兼務で従事する職員を含め約920名、米トレーサビリティは約740

名、６次産業化は約120名である。ＪＡＳ法に基づく表示監視は定員ベースで

は約1,620名であるが戸別所得補償等の新たな業務に応援として約250名を出し

ているため実質的には約1,370名である。

なお、資料５では、組織再編後に戸別所得補償業務に従事する専任の人員規

模が800名となっている。本年度当初約920名には、兼任で従事する職員が含ま

れており、単純に比較することは困難であるが、組織再編後に専任の職員数は

増加するものと考えている。

また、今後想定される業務の状況に応じてスタッフ制の特性を活かしたセン

ター内での応援、非常勤職員の活用などの対応を行うことにより、業務に支障

は生じないと考えている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、（資料６）組織再編に伴う定員の推移と現在員の比較についてである。

今回の組織再編により、地方農政局本局で司令塔となる新たな課の設置や既

存の課の要員の増強を行うため、本局で325ポスト、北海道農政事務所81ポス

トが増加するとしているが、資料３でいえば具体的にどのポストが増加するの

か。

（今井地方課長）

地方農政局本局の増加については、Ｐ１～Ｐ３の消費・安全部「表示・規格

課」「流通監視課」、生産部「生産振興課」「生産技術環境課」、経営・事業支

援部「担い手育成課」「事業戦略課」等のポストの一部が対象となっている。

また、北海道農政事務所の増加については、Ｐ８の道内６カ所の地域センタ

ーの設置等に伴うものであり、主に各地域センターのポストの一部が対象とな

っている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

振替財源として、内部管理業務（管理職を除く）が392から230に減っている

が、地域センターにおける総務関係業務に支障が生じないのか。

また、その他として、昨年10月の段階で農政事務所で行わないこととした米

の売買業務を含めた食糧関係業務とは具体的に何か。
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（今井地方課長）

組織が集約され内部管理業務が減少することとに伴って、総務関係のポスト

が減少するものである。

組織再編後の総務関係業務の進め方については、各地方農政局において取扱

い方法等を検討しているところであり、総務関係業務が円滑に行われるように

対応してまいりたい。

なお、内部管理業務の減少ポスト162のうち、その大半が地域課の廃止に伴

う地域課総務担当課長補佐121である。

また、米の売買・管理業務については、昨年の10月時点で包括的な民間委託

を導入し、既に農政事務所では業務を実施しておらず、関係する職員について

は、同時期に施行された米トレーサビリティ法に基づく流通監視等の新たな業

務に従事していただいているところである。

昨年10月には、その他の食糧関係業務である農産物検査についても、業務規

模を縮小した上で、人事上の措置により、既に米の流通監視等の新たな業務に

従事していただいており、今回の組織再編を機に、既に縮小した業務について

定員数を対応させようとするものである。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

表示監視業務については、地方農政局及び北海道農政事務所の体制を強化す

ることに伴い、地域センターの要員が減少することとなるが、そのことによっ

て地域センターの表示監視業務に支障は生じないのか。

（光吉消費・安全局表示・規格課長）

先ほど御説明したように、基本的には各農政事務所で行っていた地域課間の

調整業務に対応する定員を振り替えたものであり、このことで地域センターの

業務に大幅な支障が生じるとは考えていない。 なお、現在、地方農政局の表

示規格指導官は、個別事案のうち複雑な事案等を対象として、現場において、

管内の農政事務所の職員とともに調査を実施しているところ。今回の本局の定

員の増強により、管内地域センターとの連携についてさらに機動的な対応が可

能になるものと考えている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

今回の再編時においては、本局に増員される官職への配置を重点課題として

取り組むとしているが、どのような手法を考えているのか。

また、北海道農政事務所等の「等」は何なのか。ブロック間の人事異動につ

いて、管理職等を中心に実施としているが、具体的にどのように取り組むのか。

さらに、本省・地方農政局・地域センター等の組織再編に伴う人員配置をど
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のように行うのか。

（今井地方課長）

地方農政局本局に増員される官職等への配置については、これまで提出され

た職務希望調書や過去の面談の実績等の情報を参考に、声掛けする者を選考し

たいと考えている。

ブロック間の人事異動については、地方農政事務所の廃止と地域センターの

設置により、管理職ポストの設置数が大幅に変更されることから、管理職員に

あっては、相当な規模でブロック間の人事異動を行うこととなる。

また、今年度、地方組織で相当数の管理職員が定年退職を迎えることへの対

応策として、40歳代半ばの者を中心に管理職員候補者を選考、人員の不足が著

しい北海道農政事務所と東海農政局の課長補佐、専門官クラスの中核的ポスト

に配置し、新たな組織の管理職員候補者として育成したいと考えている。

なお、組織再編に伴う人員配置については、本人の意向を尊重しながら組織

運営上適切な人員配置となるよう取り組みたいと考えている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

２月に開催した第10回意見交換会では、「組織再編に伴う人事異動について

は、毎年11月の定例の職務希望等調書とは別に、改めて職員の希望を把握する」

としていたが、何故希望把握を行わないのか。

また、昨年の職務希望等調書を提出した後に本局や他局に異動したい意向が

ある者や庁舎が廃止されることに伴い、転居を伴う者の意向をどう把握し対応

するのか。

（今井地方課長）

限られた時間の中で組織の立ち上げを行う必要から、今回の人事異動につい

ては、職員に改めて希望調書等を記入していただくことは考えていない。

平成24年度当初迄に必要な人事配置を実現するため、組織再編後に、例年の

職務希望調書とは別の様式により希望把握を行いたいと考えている。

なお、昨年の職務希望調書を提出した後に、本局や他局に異動したい意向が

新たに生じた者については、今回、意見交換会の資料の職員説明を行う際に、

希望する者は申し出ていただくようにお知らせしたいと考えている。また、庁

舎の廃止に伴い転居を伴う異動が想定される者についても適切に対応を行うこ

ととしたい。
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（石原副委員長兼調査交渉部長）

今回の組織再編は、今までにない大規模なものでであり、センターの立ち上

げ、人事異動、引っ越しを短期間かつ一体的に行う必要があるので、対応にあ

たっては、混乱が生じないよう改めて要請する。

また、組織再編後、改めて職員の希望把握を行いつつ、平成24年度当初迄に

業務規模に応じた人員配置を実現するとしているが、いつ頃を想定しているの

か。また、要員調整に向けた人事異動の考え方はいつ示すのか。

（今井地方課長）

組織再編後、時間的ゆとりを持って希望把握を行いたいと考えている。

要員調整に向けた人事異動の考え方については、退職者及び次年度の定員状

況を見据えた上でお示ししたいと考えている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

地方農政局本局の人員配置等については、希望調査を行わないなかでの対応

となるが、職員に対して、今回の人事配置の考え方を丁寧に説明するとともに、

本人意向・家族状況に十分配慮し、理解と納得の上に進めることを強く要請す

る。

（今井地方課長）

組織再編時の人事異動については、限られた時間の中で組織の立ち上げを行

うこととなるが、職員への説明を丁寧に行い、理解と納得を得られるよう努力

したいと考えている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

地方農政局本局の人員配置等はもとより、地域センター化により転居を伴う

人事も生ずることが考えられるが、必要な宿舎は確保できるのか。

（今井地方課長）

東日本大震災における被災者支援の一環として国家公務員宿舎の貸与等を行

っており、宿舎事情は厳しいものの、合同宿舎の他、他省庁宿舎を含め、引き

続き財務事務所等に対し要請し、必要な宿舎が確保できるよう努力していきた

い。
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（石原副委員長兼調査交渉部長）

組織再編移行時は、定員と配置人員にアンバラが生じるなかで、人員が不足

する都道府県において、円滑な業務運営を行うため、どのような体制整備をは

かるのか。

（今井地方課長）

計画的な業務遂行に努め、職員に過度な業務負担が生じないよう、留意して

まいりたい。

特に、北海道農政事務所、東京地域センター等大きな不足が見込まれる事務

所においては、スタッフ制の特性を 大限活用し、業務量に応じて機動的に応

援体制を組んで対応することで、特定の職員に過度な負担が生じないよう特に

留意してまいりたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、（資料７）地方組織再編に伴う庁舎統合について及び現行組織におけ

る庁舎統合等の状況についてである。

９月１日を目標とする組織再編は、短期間の対応となるため、現場から大き

な不安が出されている。庁舎統合にあたっては、各庁舎ごとの移転計画をしっ

かり作成し、年度途中の統合に円滑に対応していくことが重要であるが、移転

計画案はいつ職員に示すのか。

（今井地方課長）

庁舎ごとの移転計画案について、庁舎統合・移転に当たっては、使用予定庁

舎の改修工事発注等の調整が整い次第、庁舎（機関）毎の業務状況等に配慮し

つつ、改修等工事の計画、統合・移転の時期などを内容とした庁舎ごとの計画

案を作成し、職員に情報提供を行うよう指示しているところ。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

庁舎ごとの移転計画案の作成にあたっては、実際に業務に当たっている職員

の意見を十分に反映させるとともに、執務スペース、会議室、保管場所等の確

保など環境整備に万全を期すこと。

（今井地方課長）

庁舎ごとの移転計画案の作成に当たっては、使用予定庁舎において執務室及

び会議室等の必要となるスペースの確保等、良好な執務環境を確保するよう配



- 16 -

平成２３年度 第１回労使間意見交換会

慮するとともに、今回の意見交換の内容について職員説明する際等に職員から

寄せられた意見も踏まえて作成することとしたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

戸別所得補償申請受付等繁忙期の引っ越しは行わず、移転時期を９月以降と

する場合もあるとしているが、どの程度の期間を想定しているのか。

（今井地方課長）

移転時期について、農林水産省設置法改正法の施行日には使用予定庁舎にお

いて業務を開始できるよう可能な限り体制整備を図ることとしているが、戸別

所得補償申請受付等、農家の方々への行政サービスが低下しないよう配慮する

ことが必要であり、各機関におけるこれら業務の状況により判断すべきものと

考えている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

統計業務においては、統計調製室の確保と併せて、作況特定筆などの実査が

多くなる中で、刈り取り試料の保管・調製場所の確保が必要である。同一庁舎

内で業務が行えることが望ましいが、整備の考え方について示していただきた

い。

また、庁舎統合に必要な予算は確保されているのか。改めて説明願いたい。

（今井地方課長）

統計業務について、作況調査等の統計業務が繁忙となる時期の移転となるこ

とから、当該業務に支障がないよう、使用予定庁舎に統計調製室が設置がされ

ていない箇所にあっては、当面の措置として、現行の統計・情報センターの統

計調製室を使用することとしているところ。

庁舎統合に必要な予算の確保について、地方組織の再編に伴い必要となる予

算については、第10回の意見交換会でもお知らせしたとおり、移転経費全体で

11億６千万円で、庁舎統合・移転等に必要となる予算は概算要求額を満額確保

したところ。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

組織再編に伴う本省の執務室の移転については、どのようなスケジュールに

なっているのか。



- 17 -

平成２３年度 第１回労使間意見交換会

（山口秘書課調査官）

組織再編に伴う本省の執務室の移転については、庁舎の工事を順次行い、完

成したところから移転することとなるが、工事が全て完了するのが10月となる

ので、その間は上司が指揮・監督を適切に行い、業務が継続し途切れることの

ないようにしてまいりたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、（資料８）東日本大震災発生に対応した現地支援チームについてであ

る。

支援チームの編成・派遣について、改めて現場組織を設けるのではなく、出

張や機動的な人員配置によって速やかに実施するとしているが、出張対応の考

え方や人員規模など具体的な実施体制はどうなるのか。

また、支援チームの業務実施にあたり、必要な予算は確保されているのか。

支援チームにおける指示・命令系統はどうなっているのか。

（今井地方課長）

支援チームの編成・派遣については、各支援チームの活動対象地域における

被災状況や地元の支援要望の内容等を事前に調査するとともに、それぞれの地

域に必要な職員の担当分野や員数を精査した上で実施することが重要であると

考えている。

したがって、支援チームの構成については、基本的には、東北農政局及び支

援対象地域にアクセスしやすい拠点の職員によって構成し、移動の負担等を軽

減するとともに、専門的な知見が求められるケースについては、本省等から職

員を出張させることで、限られた職員数の中でも効果的な支援を行っていくこ

とを考えている。

また、今後、支援チームの活動を推進していく上で必要となる経費を精査す

るとともに、必要があれば予算要求するなどの対応を検討していくことになる

ものと考えている。

なお、支援チームにおける指揮・命令系統については、東北農政局に６月１

日から設置された震災復興対策本部において、本省との連絡調整を一元的に行

うとともに、各支援チームの運営管理を行うこととしているところである。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

現地では、未曽有の大震災の被害からの復旧・復興業務はもとより、福島第

一原発事故により放射能の影響が懸念される屋外での業務に対応している。現

地における健康安全対策は十分に図られているのか。
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（今井地方課長）

東日本大震災に際しては、多くの職員が厳しい環境で、復旧・復興業務に従

事していただいているところであり、これらの業務に従事している職員の健康

管理は重要であると考えている。

このことから、心の不調を感じた場合には、心理カウンセラーによる個別相

談が行える旨職員に周知し、活用を促すとともに、被災地にて支援業務に原則

５日以上従事し、身体の不調を訴えた職員には、臨時の健康診断を実施できる

よう措置したところである。

また、福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内で作業する場合は

線量計の携行、防護服の着用等の措置を指示するとともに、緊急事態応急対策

実施区域で作業する場合であっても、皮膚の露出を避け、マスクを着用する等

の指導をしているところである。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

今回資料は提示されなかった事項について何点か伺う。

支所の管轄区域については、事務分掌規程（訓令）等において示すとしてい

たが、どのようになっているのか。管轄区域は業務運営を検討する上で、重要

な課題となることから、早急に示すこと。

（今井地方課長）

支所が業務を担当する区域については、現行の地域課と同様に、地方農政局

長が定める事務分掌規程（訓令）に明記することを検討しており、現在、実際

にどのような区域とするかを詰めているところである。

今後、９月を目標として組織再編することについて、市町村や関係団体に説

明していく中で、こうした地域の意向・要望等も踏まえながら区域を固めてい

く必要があり、調整がとれ次第、お示ししたいと考えている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

地域センター化に伴い、管轄区域が広範囲となることに対し、多くの課題が

報告されている。円滑な業務に必要な官用車は十分に確保されているのか。ま

た、時間外の官用車による移動時間を超過勤務の対象となるよう対応すること。

さらに、適切な出張計画に努めるとともに必要な旅費の確保、安全対策に万全

を期すこと。

（今井地方課長）

管轄区域が広範囲となることに対する課題について、現行組織における農政
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事務所等の官用車の運行状況から、管轄区域が広範囲になっても、現在保有す

る官用車で対応は可能であると考えているところ。

また、時間外の官用車による移動時間を超過勤務の対象とすることについて

は、前回も申し上げたように、原則として超過勤務と扱われないことになって

いる。

しかしながら、農林水産省設置法の改正により、地域センターの管轄区域が

広くなり、これまで以上に官用車出張が長距離、長時間に及ぶことが想定され

ることから、勤務時間外の官用車出張について、移動時間を含め超過勤務手当

の対象となるよう制度官庁に要望しているところである。

また、出張を命ずる場合、適切な旅行命令を行い、かつ、旅費の計画的な執

行を図りながら、業務に必要な予算の確保に努めるとともに、交通ルールの遵

守の徹底などを図ってまいりたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

分庁舎については、前回の意見交換会において「業務運営に支障が出ないよ

う配慮していく方向で検討していく」としていたが、業務内容、人員配置や指

揮・命令系統はどうなるのか。

（今井地方課長）

地域センターにおいて、庁舎スペースの関係から、当面の間、複数の既存庁

舎を併用しなければならない場合には、本庁舎と分庁舎において、まとまりの

ある業務の単位で、職員を配置する考えであり、業務を総括する管理職のもと

に関係職員を集結させ、物理的にも指揮・命令系統が確保された組織体制を整

備したい。

（柴山書記長）

９月が目標とされている組織再編に向けて、整理しなければならない課題は

残っているが、良い職場をつくり、良い仕事を進め、国民の皆さんに信頼され

る組織とするためにも、農政の 前線である現場の課題を改善することが重要

と考えている。

本日説明いただいた事項は、勤務条件に大きく影響してくることから、現場

段階から改めて課題を集約し、一定の整理を図ることが重要と考えている。そ

の上で、次回の労使間意見交換会開催後に現場意見を十分に反映できる意見聴

取会の開催を要請するものである。

後に、繰り返しになるが、本日の内容について、本省・地方農政局・農政

事務所の各段階において管理職が早急かつ丁寧に説明するとともに、職員や地

本・分会から出された質問に対して誠意を持って対応し、十分な意思疎通を図
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ることを要請する。

（今城秘書課長）

９月の組織再編を目指している中で、戸別所得補償対策、６次産業化等重要

な業務を切れ目なく実施する体制を構築することは農政の円滑な推進の観点か

ら極めて重要な課題と考えている。

今後は、地方農政局本局、地域センター等における９月以降の業務の実施体

制を整理し、それを議題として８月上旬を目途に次回の労使間意見交換会を行

うとともに、その後に地方農政局及び北海道農政事務所から、対応する職員団

体の意見を聴取する「意見聴取会」を開催することを検討したいと考えている。

また、本日の意見交換会での内容については、職員掲示板に掲載するととも

に、各段階の管理者から職員に対し、丁寧に説明を行わせることとしたい。

（山口秘書課調査官）

それでは、以上を持って平成23年度第１回労使間意見交換会を終了する。

－以 上－


