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平成24年度第４回労使間意見交換会

議 事 要 旨

（開催要領）
１ 日 時：平成25年３月19日（火）9:58～10:40（42分）
２ 場 所：統計部第１会議室（北別館３階 ドア№314）
３ 出 席 者：
農林水産省 枝元 真徹 大臣官房秘書課長

同 山口 道彦 大臣官房厚生課長
同 塩川 白良 大臣官房地方課長
同 神山 修 統計部管理課長
同 横山 紳 消費・安全局総務課長
同 浅川 京子 経営局総務課長
同 川合 靖洋 農村振興局総務課長
同 橋本 次郎 水産庁漁政課長
同 小松 米夫 大臣官房秘書課人事調査官
同 宮浦 浩司 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 間 英輔 組織教宣部長
同 渡邉 由一 調査交渉部長(非現業担当)
同 原子 秀夫 調査交渉部長(独法担当)

（宮浦秘書課調査官）
平成24年度第４回労使間意見交換会を開催する。
開会に当たり、枝元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。

（枝元秘書課長）
本日は、平成25年度の地方組織における業務運営を議題として労使間意見交換会を開催

する。定員事情が大変厳しい中、業務の円滑な遂行に向けた重要な課題であるので、この
機会に率直に意見交換したい。有意義な意見交換としたいので、御協力をお願いする。

（宮浦秘書課調査官）
配布資料を確認する。

資料１「地方組織における業務及び定員の見直しについて」、資料２「地方組織における
新規定員の概要」、資料３「地方農政局等、都道府県別運用定員内訳」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については、いずれも「機密性２」と

格付けされ「職員限り」であるので、労使間意見交換会運営規則第２条第３項の規定に基
づき非公表とし、関係する職場の職員掲示板にのみ掲載するので、予めご了承いただきた
い。
それでは、出席者を紹介する。
当局側として、枝元秘書課長、山口厚生課長、塩川地方課長、神山統計部管理課長、横

山消費・安全局総務課長、浅川経営局総務課長、川合農村振興局総務課長、橋本水産庁漁
政課長、小松秘書課人事調査官、秘書課調査官の宮浦である。
職員団体側として、柴山書記長、岡本財政局長、渡邉非現業担当調査交渉部長、原子独

法担当調査交渉部長、間組織教宣部長である。
それでは、資料１から資料３について塩川地方課長に説明いただく。
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（塩川地方課長）
まず、資料１の「地方組織における業務及び定員の見直し」について説明する。
定員合理化に当たっては、前回ご説明したとおり、業務区分ごとに、本省から地方農政

局等の出先機関までの現在の業務の実施状況や実施体制を踏まえ、合理化ポストの選定を
行った。その際、厳しい定員合理化の下で円滑に業務を実施できるよう、業務の見直しを
行った。
具体的な業務の見直しの方向と業務ごとの定員見直し数については、資料のとおりであ

り、事業所を除く地方農政局及び北海道農政事務所の定員合理化数は、443人である。た
だし、一部の業務については、この後説明する新規定員に係る業務と一体的に実施するた
め、関連する新規定員108人と合わせた定員見直し数は、全体で335人の減である。
次に、資料２の「地方組織における新規定員の概要」について説明する。
東日本大震災・福島原発事故からの復興、農業経営・生産支援対策など主要な政策課題

を着実に推進する観点から、地方農政局及び北海道農政事務所に係る新規定員を要求し、
平成24年度の102人を上回る132人を確保したところである。具体的な新規業務の内容と定
員数については、資料のとおりである。
最後に、資料３の「地方農政局等、都道府県別運用定員内訳」は、定員合理化、新規定

員、事業所からの振替等の状況を都道府県別に整理したものである。
事業所を除く地方農政局及び北海道農政事務所では、443人の定員合理化に対し、新規

定員132人と事業所からの振替８人を加えた140人の増があり、平成25年度の運用定員は9,
396人である。都道府県別の運用定員については、資料のとおりである。

（宮浦秘書課調査官）
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）
今ほど、平成25年度の地方組織における業務及び定員の見直し等について示されたとこ

ろであるが、2013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、東日本大震災・福島原発事故からの復興の推進に加え、「攻
めの農林水産業」の展開に向けた政策課題に的確かつ機動的に対応することが求められて
おり、４月以降の体制において、如何に円滑な業務運営を図るかが重要となる。
私たちは、２月25日に開催された第３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が
数多くの意見が報告された。その概要は、何れの職場においても、業務の効率化が一向に
進まない中で、引き続く大幅な定員削減により慢性的な超過勤務が予想されるなど労働環
境の悪化、長年にわたる新規採用の抑制に伴う年齢構成の歪みと組織の将来不安に加え、
そのことによる職員の士気への影響など、職場内の不満と不安の声が集約されている。こ
の意見集約結果については、別途提出するので誠意を持って対応願いたい。
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、今回の説明があった内容について、担当より何点か伺う。

１．地方農政局・北海道農政事務所・地域センター

（１）地方農政局等、都道府県別運用定員内訳について

（渡邉調査交渉部長）
先月開催された第３回労使間意見交換会において、2013年度の各都道府県の運用定員と

業務量、業務区分毎の配置人員が示されなかったことから、現場からは４月以降の業務運
営の検討ができないとの意見が多く出されている。
今回、2013年度の地方農政局、都道府県別運用定員が示されたところであるが、福島県

を除く都道府県で定員減となっている。その一方で、2012年度に欠員が見込まれる部局に
大幅な人員配置を行った東京地域センターは▲29人、東海農政局は▲15人、北海道農政事
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務所は▲12人と大幅な定員削減となっている。
また、大阪地域センターは▲16人の定員削減となっているが、削減する理由及び削減ポ

ストを示すこと。

（塩川地方課長）
地方農政局及び北海道農政事務所の定員は、業務量に応じて配置しており、業務の見直

しにより、業務量の大きいところほど、その削減幅も大きくなることから、定員合理化数
も大きくなる。
今回の業務の見直しに伴い、①東京都、大阪府、愛知県では、消費・安全部門や容器包

装リサイクル法・食品リサイクル法に基づく巡回点検業務に係る部門を中心に、②北海道
では、統計業務に係る部門を中心に、それぞれ定員が合理化されている。

（渡邉調査交渉部長）
特に、東京地域センターでは、昨年50人余りの大幅な人員配置を行ったにも関わらず、

２年目に29人の削減を行うという数合わせ的な対応について納得できる説明が求められて
いる。このことは、業務運営に混乱を来すばかりでなく職員の士気にも影響することから、
このような対応となった背景及び考え方を示すこと。

（塩川地方課長）
東京地域センターでは、平成24年度において欠員が生じ、業務運営に支障が生じる見込

みであったため、職員の理解を得て人員配置を行ったところである。
一方、平成25年度においては、業務の見直しを行った結果、先程説明したとおり、消費

・安全部門や容器包装リサイクル法・食品リサイクル法に基づく巡回点検業務に係る部門
を中心に定員の合理化を行った。

（渡邉調査交渉部長）
今ほど東京地域センターの背景や考え方について示されたところであるが、単年度で30

人近い人員が削減されるということは、様々な問題が発生することが懸念される。今回提
示があった「業務の見直し」を新年度当初から実行するとともに、職員と十分に意見交換
を行って体制整備を図るよう重ねて要請する。

（塩川地方課長）
了解した。

（渡邉調査交渉部長）
福島地域センターにおいては１名の定員増となっているが、東日本大震災・福島原発事

故からの復興推進に支障は生じないのか。

（塩川地方課長）
福島県下の２地域センターにおいては、他の地域センターと同様に、既存業務の見直し

を行う一方で、定員を１人増加しており、東日本大震災・福島原発事故からの復興推進に
支障は生じないと考えている。

（渡邉調査交渉部長）
新規増員について、東京や岐阜、滋賀において、マイナス調整がされているが、削減ポ

スト及びその考え方を示すこと。
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（塩川地方課長）
関東、東海、近畿の各農政局においては、新たに本局の事業戦略課に食品産業環境指導

官を配置し、広域的に容器包装リサイクル法・食品リサイクル法に基づく巡回点検業務を
実施することとしているため、この食品産業環境指導官の配置に伴って業務が効率化され
る各地域センターの部門を削減している。

（２）地方組織における業務及び定員の見直しについて

【ＪＡＳ法に基づく表示監視に係る業務】

（渡邉調査交渉部長）
説明のあった「地方組織における業務及び定員の見直しについて」の内容について、現

場の意見を踏まえ、何点か伺う。
ＪＡＳ法に基づく表示監視に係る業務については、悪質な法令違反の摘発により結びつ

きやすい疑義案件対応等に重点を置き、巡回調査実施件数を3.7万店舗から3.4万店舗に削
減するとのことだが、件数が減っても次年度は、①真正性確認において、本社からの内部
トレサによる伝達の場合、全ての小売店舗において対応することとなり、業者対応（遡及
調査）の発生が多く見込まれる、②原料原産地表示の義務対象以外の品目で産地を強調す
る商品を製造する事業者数が倍増するなど業務量が大きく変わらない、との意見が出され
ているが、どのように効率化を図るのか。

（横山消費・安全局総務課長）
食品表示監視業務については、食品事業者の遵守状況等を踏まえ、その実効を確保でき

るよう監視事項の重点化を図りながら、業務を運営しているところである。
一般調査については、小売店舗等での表示の遵守率が22年度の89％から24年度（25年３

月時点）には96％と改善していること等を踏まえ、店舗数の見直しを行う一方、加工食品
の原料原産地表示や生鮮食品の産地表示の真正性の確認に重点をおいて業務運営を行うこ
ととしている。
指摘のあった点については、①真正性の確認に関して、平成24年度から実施している、

より適切な伝票類の確認を平成25年度には全体に拡大するほか、②加工食品の原料原産地
に関して、産地表示を強調する商品のうち重点的な監視が必要なものの調査件数を拡大す
る一方で、これに併せて生鮮食品の中間流通業者への調査件数を削減するなどの効率化を
行うこととしている。
なお、平成24年度には、食品表示ウォッチャー事業を廃止したことにより、業務量が軽

減されているところである。

（渡邉調査交渉部長）
意見集約結果では、現場での業務量の増大は、一般調査の調査、報告項目が増えている

ことなどが原因と報告されている。実効ある業務見直しを行うためには、調査・検査件数
の削減だけではなく、調査・検査、報告方法について見直しが必要と考えるが、どのよう
に対応するのか。

（横山消費・安全局総務課長）
一般調査については、近年、小売店舗等での表示の遵守率が改善していることに伴い、

表示欠落商品の確認や確認書の手交といった業務が減少している。
こうした状況の変化を踏まえ、調査項目の変更や見直しを行っているところであり、今

後とも、表示の信頼性確保の観点から、必要な見直しを図っていきたい。
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（渡邉調査交渉部長）
表示監視業務をはじめ消費安全部門の定員削減が２年連続して行われることに業務運営

と将来展望に不安の意見が出されているが、どのように考えているのか。

（横山消費・安全局総務課長）
食品表示は、消費者の商品選択の機会の確保に関して重要な役割を果たしており、その

適正化を図るという食品表示監視業務は、今後とも取り組むべき重要な業務と認識してい
る。
地方農政局等における定員事情は大変厳しいが、今後とも、監視業務の重点化を図りな

がら、食品表示の適正化と実効性の確保を図って参りたい。

【米トレサ法及び改正食糧法に基づく米穀流通監視に係る業務】

（渡邉調査交渉部長）
米トレーサビリティ法及び改正食糧法に基づく米穀流通監視に係る業務については、悪

質な法令違反の摘発により結びつきやすい疑義案件対応等に重点を置き、巡回調査実施件
数を削減予定（具体的な削減数については調整中）とのことであったが、具体的にどのよ
うに削減するのか。
また、米穀流通監視業務における立入検査数について、現場からは配分の根拠が不明と

の意見が多く出されている。米トレ法、改正食糧法、農検法毎に配分の考え方を示すこと。

（横山消費・安全局総務課長）
まず、米穀流通監視に係る定員については、各地域センター等管内の米トレサ法・食糧

法・農検法の監視対象事業者数に応じ、各地域センター等ごとに必要な定員数を配置して
いる。
巡回立入調査の件数については、各地域センター等ごとの配置人員の状況を踏まえつつ、

各法による立入検査の所要時間等の業務実績に基づき、各監視業務がバランスよく実施さ
れるよう算定し、年間実施計画で明らかにすることとしている。
平成25年度の立入検査店舗数等については、現在精査中であるため、年度当初までに示

すこととしたい。

（渡邉調査交渉部長）
米穀流通監視業務については、巡回・立入検査件数の達成が命題と聞いているが、大幅

な定員の削減が行われるなかで、十分な対応は困難であるとの意見が多く出されている。
このような現場の状況をどう考えているのか。実際に調査対象と接する現場職員の意見を
踏まえた対応が円滑な業務遂行につながると考えるが、如何か。
また、米トレサ法の周知が不足している状況の中で、普及啓発が必要であり、国と県が

共通認識を持って対応することが必要との意見も出されているが、どのように考えるのか。

（横山消費・安全局総務課長）
巡回立入調査業務については、現場実態に即した年間実施計画に基づき実施しているが、

①疑義案件や追跡調査への対応など、緊急性・重要性の高い他業務の取組を優先する、②
疑義案件等に長期間対応した場合、巡回立入調査の年間実施計画の調整等を行う、ことに
より、米穀流通監視業務の円滑な遂行に配慮している。
また、米トレサ法の周知については、都道府県衛生部局等関係機関と連携を図り、飲食

料品の生産・流通に係わる関係団体、商工会議所、大型商業施設等の管理者等に対して、
米トレサ法の趣旨等を説明して米トレサ制度の確実な浸透を図るよう、各地方農政局等に
指示している。
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（渡邉調査交渉部長）
食糧法に係る立入検査について、報告書作成には本省が想定する以上の時間を要してお

り、広域化、生産者対応の困難性等にかかる必要時間を明確に把握していないとの意見が
出されている。こうした状況を把握した上で、公平な目途数の配分が求められているが、
どのように対応するのか。

（横山消費・安全局総務課長）
食糧法に係る巡回立入検査の年間実施計画については、各地域センター等ごとの配置人

員や立入検査の所要時間等の業務実績に基づき算定するとともに、各地域センター等の間
での業務の平準化にも配慮している。
また、巡回立入検査の実施に当たっては、適確な検査の実施と効率的な検査報告書の作

成に資するよう、現場からの意見も踏まえた「チェックシート」を活用するとともに、検
査報告書の作成ポイントを明確化し、業務研修等を通じて周知することにより、検査員の
検査能力の向上にも努めているところである。

【経営安定所得対策】

（渡邉調査交渉部長）
経営所得安定対策については、米価変動補填交付金について加入者による交付申請を省

略することとし、当該申請に係る申請受付、内容確認、データのシステム入力等の業務を
廃止するとしているが、どの程度の業務の効率化となるのか。
また、地域センターでは「人・農地プラン」に関する報告や各種会議出席、６次産業化

の業務は農政推進グループで対応しており、業務の見直しの効果が見えないとの意見が出
されているが、どのように対応するのか。

（浅川経営局総務課長）
経営所得安定対策の業務の効率化については、単純に米価変動補填交付金に係る申請受

付、内容確認、データのシステム入力等の業務がなくなることから、年度初めの業務繁忙
期における負担の軽減が図られると考えている。
「人・農地プラン」の推進等に伴う業務量の増加については、承知しているところであ

るが、これらの地域センターの取組は地元からも評価の声があると聞いている。現場の方
々の期待に応えつつ職員の事務負担の軽減に資するよう、平成25年度においても臨時雇用
を確保するための予算を措置しているので、事務に精通した経験者を含め、臨時雇用職員
の積極的・継続的（最大３年間の雇用が可能）な活用をお願いしたい。

【統計業務】

（渡邉調査交渉部長）
統計業務について、定員の見直しが行われる中で、新規就農者調査等の発送業務を本省

で対応する等の見直しを行うとしているが、大変なのは回収やその後の補完業務であり、
現場の負担軽減に繋がらない。また、この間も政策推進のための新規調査への対応や一度
は民間委託としながら最終的には職員が対応するなど、現場での対応は限界にきている、
との意見が出されていることから、既存調査のスクラップなどにより、更なる大胆な業務
の見直しを行うこと。

（神山統計部管理課長）
農林水産統計については、農政を支える「情報インフラ」として、施策の推進上不可欠

な調査を実施しているところであるが、定員事情を踏まえて調査員調査化、郵送調査化、
市場化テスト等のアウトソーシングによる調査の効率化を図ってきたところである。
今後とも、統計調査の「情報インフラ」としての機能を維持しつつ、職員の負担が減じ

平成24年度第４回労使間意見交換会



- 7 -

られるよう調査業務の効率化・簡素化方策の検討を進めて参りたい。
ご指摘の補完業務が現場において負担となっていることは承知しているが、今回の郵送

調査の発送業務については、調査客体数も多く、宛名書き、封書への書類詰めに加えて調
査票の指標部のプレプリントについても本省で対応することとしており、一定の負担軽減
になると考えている。

（渡邉調査交渉部長）
大胆な業務の見直しが行われない中で、より効率的に業務を遂行するためには、調査対

象に近い現場職員の意見を踏まえた調査項目の簡素化、調査対象が理解しやすい調査票・
記入の仕方などを見直し、補完業務の軽減を図る必要があると考えるが、本省ではどのよ
うに考えているのか。

（神山統計部管理課長）
補完業務の軽減を図るため、現場の実態を把握した上で、調査票や記入の仕方の改善等

が必要であると考えている。
平成24年度においては、「農業構造動態調査」「新規就農者調査」及び「生産者の米穀

在庫等調査」の実態把握・分析を行うとともに、これらの調査に関する地方組織の意見も
聴取し、調査票や記入の仕方の改善、また、一部地域で調査票の効率的な審査に効果をあ
げていた調査票のチェックシートの全国的な導入に取り組んだところである。
また、農業経営統計調査においては、調査負担が軽減されるショート・ロング方式によ

る調査手法について、現場の意見も聴取しながら検討を行うなど、今後とも業務の軽減に
努めて参りたい。

（渡邉調査交渉部長）
総務省承認申請が必要な調査については、当初のスケジュールを大幅に変更する事態が

生じるなどし、対応に苦慮している状況にある。本省におけるスケジュール管理をどのよ
うに考えているのか。

（神山統計部管理課長）
平成24年度の総務省承認申請事務については、業務に支障が生じるような遅れもなく、

概ねスケジュールどおり進んでいると承知している。
なお、過去においてはスケジュールが大幅に遅れたこともあるため、今後とも職員負担

が生じないよう、スケジュール管理を徹底して参りたい。

（渡邉調査交渉部長）
被災地においては、通常業務に加え、農林漁業センサス結果の状況確認、復興定点調査、

被災耕地再開状況等復興・再生関連業務を行っており、業務調整も限界と報告されている
が、どのように実効ある業務見直しを行うのか。

（神山統計部管理課長）
東日本大震災の復興・再生に係る調査等については、復旧・復興が政府の最優先課題と

されている中、必要な施策・事業の推進のために不可欠なものであるため、平成25年度も
引き続き取り組むこととしているが、被災農地の復旧面積に係る調査は休止することとし
ている。
なお、調査等の実施に当たっては、現場の実態を踏まえながら的確に対応して参りたい。
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（３）業務計画の策定

（渡邉調査交渉部長）
４月以降、限られた人員の中で円滑な業務運営を行い、組合員の労働条件を維持するた

めには、「業務の見直しの方向」の着実な実行と既存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、各都道府県の運用定員と業務量、業務区分毎の配

置人員、指揮命令系統を示し、職員の意見を踏まえた上で、早急に業務計画の策定を行う
こと。

（塩川地方課長）
業務計画については、地域センターの管理職が責任を持って業務運営を行う観点から、

平成25年度も策定するよう地方農政局等に指示したところである。

（４）スタッフ制の機能化

（渡邉調査交渉部長）
スタッフ制については、先月の第３回労使間意見交換会で「業務の必要な見直しを行う

とともに、引き続き、職員については、専門研修に参加させ、その職員からの伝達研修を
通じて専門的な知見の向上を、管理職については、会議や研修を通じてマネジメント能力
の向上を進める」との見解が示されたところであるが、大幅な定員削減が実施される中、
従来の手法では対応しきれないとの意見が多く出されている。こうした状況のもとでスタ
ッフ制を機能化させるため、どのような対策を講じるのか。

（塩川地方課長）
スタッフ制を機能化させるためには、管理職が日頃から職員の業務実態を把握し、業務

グループ内で業務調整等を行っていくことが必要である。
このため、業務計画に沿って適切に業務が行われているか進捗状況を確認し、必要に応

じ、業務計画を見直すなどのフォローアップを行っていく考えである。

（５）当局のマネジメント

（渡邉調査交渉部長）
適正な業務遂行と平準化には、スタッフ制の特性を最大限に活かすことが重要であるが、

そのためには管理職やチーム長のマネジメントが重要となる。この間の地方組織からの意
見では、マネジメントが不十分な管理職が見受けられるとの報告があるところである。管
理職のマネジメントに起因した業務運営の課題が生じることのないように対応すること。

（塩川地方課長）
地域センターにおいて管理職が責任を持って業務運営を行えるよう、引き続き、会議や

研修を通じてマネジメント能力の向上を図っていく考えである。

（６）庁舎移転

（渡邉調査交渉部長）
第３回労使間意見交換会において、2013年度の庁舎移転について説明を受けたところだ

が、庁舎移転に当たっては、職員の意見を十分に踏まえ対応すること。
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（塩川地方課長）
庁舎移転に際しては、これまでと同様に職員に情報提供を行うとともに、移転計画につ

いては、職員の意見を踏まえて作成し、丁寧に説明して参りたい。

（７）人事異動

（渡邉調査交渉部長）
第３回労使間意見交換会においても指摘をしたが、昨年、五月雨的な人事異動が行われ

たことにより、超過勤務が増大するなど業務運営に支障が生じたとの意見が報告されてい
る。昨年と同様なことが繰り返されないよう改めて要請する。

（塩川地方課長）
人事異動は業務上の必要性から適時行っていくものであるが、その際には、職場の業務

の状況を把握するとともに、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、適材適所の原則で行って参りたい。

２．国営土地改良事業所等

（渡邉調査交渉部長）
補正予算を含む公共事業費が増額されている中で、第３回労使間意見交換会では「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する
こととしており、円滑な事業推進のための事務費は確保している」との回答があったとこ
ろである。しかしながら、現場では既に超過勤務が増加しているとの意見が出されており、
当局は目に見える超過勤務縮減の具体的方策を現場段階まで示すこと。

（川合農村振興局総務課長）
超過勤務の縮減については、管理職員をはじめ全職員が積極的に取り組んでいくことが

重要と考えており、従来より、①一人あたりの年間超過勤務時間が360時間を超えないよ
うに努めること、②管理職員は、勤務時間外になってから業務の指示を行わないように努
めること、③事業所の各課内等での意見交換や業務のスケジュールの作成により、あらか
じめ日程調整を行うなど業務の平準化を図ること、④管理職による所内巡回や定時退庁の
声かけを行うこと等、具体的な事項を定め、取り組んでいるところである。
今後とも、超過勤務縮減の取組を進めるとともに、超過勤務を命じる場合には、事前命

令を徹底するよう努めて参りたい。

（渡邉調査交渉部長）
国営事業所関係の2012年度予算については補正や予備費が追加割り当てされ、当初予算

の約1.5倍となっている。年度内に執行できなかった予算については、2013年度に繰り越
されるため、業務量の増大が続くことが予想されることから、計画的な予算執行を図ると
ともに、超過勤務手当を全額支給するよう要請する。

（川合農村振興局総務課長）
事業を円滑に推進するため、入札・契約手続の簡素化に努めるとともに、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など業務の簡素・合理化を進め、業務の
計画的な遂行に支障をきたさないよう努めているところである。
また、超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、超過勤務命令

に従って行われるものであり、超過勤務命令に従い勤務した時間に対しては、超過勤務手
当が支給されることとなっている。
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（渡邉調査交渉部長）
国営事業所関係予算が増額されている中にあって、厳しい定員事情での業務運営となる

ことから、業務運営に当たっては、業務実態を適切に把握し、職員の過度の負担とならな
いよう計画的な対応を行うとともに、職員の意見を十分に踏まえ対応すること。

（川合農村振興局総務課長）
業務運営に当たっては、職員とのコミュニケーションを図り、管理職が職員の問題意識

を把握するよう努めるとともに、業務の平準化、簡素・効率化などに取り組み、一部の職
員に過度の負担にならないよう引き続き取り組んで参りたい。

（渡邉調査交渉部長）
被災地支援業務については、引き続き派遣期間及び派遣先の業務内容について職員に対

して丁寧に説明し、当該職員の生活環境等十分に配慮するとともに、派遣元の業務運営に
も万全を期すよう要請する。

（川合農村振興局総務課長）
被災地への派遣に当たっては、人員や期間など被災県等からの要請に応じた対応を基本

としつつ、派遣元の事業所等の既存業務に影響を及ぼさないよう、１ヶ月を基本とした交
替制により対応することとし、事業所ごとの業務量や業務内容に応じた派遣となるよう調
整を行っているところである。
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
活環境にも配慮して参りたい。

３．植防・動検職域

（渡邉調査交渉部長）
植物防疫所・動物検疫所職域においては、検疫体制の強化が求められている中で、ＬＣ

Ｃ（格安航空会社）への対応も必要となっており、限られた人員での検疫対応は大変厳し
い状況となっている。
業務運営に当たっては、業務実態を適切に把握するとともに、応援体制の構築において

は、職員との意思疎通をしっかりと図り、職員の過度の負担とならないよう対応いただき
たい。また、職員の意見を踏まえて円滑な業務遂行に万全を期すこと。

（横山消費・安全局総務課長）
植物検疫所・動物検疫所の職域においては、定員事情が大変厳しい状況の中、ＬＣＣ便

就航への対応を含め、常に業務量等の把握を行い、業務に見合った人員配置に努めている
ところである。引き続き、応援態勢の構築などにより、適切な検疫体制の確保に向けて円
滑な業務運営に努めてまいりたい。
また、応援態勢の構築に当たっては、応援業務が特定の者に偏ることにより過度の負担

とならないよう、計画的な対応に努めるとともに、今後とも職員とのコミュニケーション
を奨励してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）
植物防疫所の一人庁の状況はどうなっているのか。
また、近隣の本所・支所・出張所からの応援体制をとっているとはいえ、不測の事態へ

の対応などリスク管理上の問題も懸念されることから、一人庁の解消をどのように考えて
いるのか。
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（横山消費・安全局総務課長）
平成25年４月１日現在の一人庁は、７官署の見込みである。
人員配置に際しては、一人庁が極力生じないように見直しを行っているところであるが、

業務量等に応じた人員を配置するよう見直しを行う中で、業務量の減少等により職員１名
で対応すべき一人庁の出張所が生じている。
一人庁の出張所での業務については、基本的には１人で対応可能な業務量と考えるが、

業務の重複時や職員の休暇の取得等により対応が困難となった場合には、近隣の出張所、
支所、本所からの職員の応援体制をとっており、引き続き、適切な植物検疫体制の確保に
努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）
検疫探知犬による探知業務については、開始前の段階から関係官署・機関との調整作業

等が必要となる。また、開始後は探知する対象便と現在実施している質問票回収の対象便
と重なるケースが予想されるため、現状の人員では両方の対応は困難であるとの意見が出
されているが、どのような対応を考えているのか。

（横山消費・安全局総務課長）
検疫探知活動に伴う業務や質問票回収等に係る業務の実施に当たっては、予め業務量等

の把握を行い、業務量に見合った実施体制の構築を確保するなど、円滑な業務運営に努め
てまいりたい。

４．漁業調整事務所

（渡邉調査交渉部長）
漁業監督指導官については、外国漁船への立入検査回数を増やすという目標になってい

るが、どのように対応するのか。

（橋本水産庁漁政課長）
我が国排他的経済水域において、我が国の許可を受けて操業している外国漁船が、定め

られた漁獲枠等を遵守して操業しているかを確認するため、立入検査は極めて重要な取締
業務と位置付けられている。
このため、外国漁船の取締りに関し、毎年度の立入検査件数の努力目標を定めて取締業

務に当たっているところであり、平成25年においては、①平成24年の全国の立入検査件数
が130件であったこと、②漁業取締用船を２隻増隻することを踏まえて、140件を努力目標
としたものであるが、漁業取締船１隻あたりの立入検査数を増加しようとするものではな
い。
なお、漁業取締用船による立入検査については、複数の乗船監督指導官が必要であると

認識しており、２隻の増隻にあたり漁業監督指導官を６名増員する定員要求を行い、要求
どおり認められたところである。

５．宿舎の確保

（渡邉調査交渉部長）
４月異動に必要な宿舎は全体でどの程度となっているのか。また、今回の異動に必要な

宿舎は確保されているのか。特に被災地における宿舎事情はどのような状況なのか。

（山口厚生課長）
４月期の人事異動者に係る宿舎確保については、被災地も含め、現在、各官署において

地方財務局等との調整に最大限努力しているところである。

平成24年度第４回労使間意見交換会
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一部の官署・地域にあっては、宿舎事情が非常に厳しい情勢との報告もあるが、廃止宿
舎の活用等弾力的な運用を財務局に要請するなどし、引き続き宿舎の確保に全力を挙げて
参りたい。

６．超過勤務手当の確保

（渡邉調査交渉部長）
業務調整や効率化を図りながらも、人員削減や業務の輻輳などにより超過勤務の増大が

懸念される。このため、超過勤務の縮減対策に万全を期すとともに必要な超過勤務はしっ
かり事前命令を行い、全額支給を図ること。

（枝元秘書課長）
超過勤務の縮減対策については、超過勤務を命ずる場合は勤務時間内に行うように心掛

けることなど具体的な事項を定め、取り組んでいるところであり、今後とも、定期的に超
過勤務縮減の取組の検証を行う考えである。
また、超過勤務については、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、超過

勤務命令に従って行われるものであり、超過勤務命令に従い勤務した時間に対しては、超
過勤務手当が支給されることとなっている。

（柴山書記長）
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

あり、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とし
て指導していただきたい。
しかし、組織・定員の確定が１か月後ろ倒しとなったことや業務の見直しの方向の検討

が例年に比べ遅くなったことにより、タイトな日程で意見交換を行ったことは否めないこ
とから、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。
また、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

いることから、①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とともに、必要
に応じて業務調整や業務計画の見直しを行うこと、②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対策を講じるこ
と、③既存業務の効率化が進んでいない中、新規業務や業務の輻輳などにより業務量は増
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効率化を図ること、④
職場段階で課題が生じた場合は、適宜改善を申し入れるので、誠意を持って対応すること
を要請事項とした要請書を地本・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していただきたい。
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、地本・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。
この間数年、地方も含めて幹部、職員とも震災の復興を含めて、限られた人数の中で精

一杯やっているというのが現状である。
当然新たな農政展開ということも含めて、しっかり邁進をしたいが、新陳代謝が図られ

ない、若者がいない、年齢構成が上がっており、そういう中でのマネジメントのあり方や、
スタッフ制の機能化という課題がクローズアップされている。本来であれば、年代毎にば
らけていて、若者、中堅層、先輩方がいるような組織構成でなければならないが、地域セ
ンターにおいては平均年齢50歳というように歪な年齢構成となっている。
このまま厳しい定員削減が続いたり、再雇用者の増加する中では、ある程度高年齢層に

おける職場のマネジメントのあり方について真剣に考えていかないと雰囲気的にも職場が
硬直し、些細なことが深刻な問題につながりかねない。その意味でも視点を変えたマネジ
メントのあり方について、建設的な意見も申し上げていきたいし、当局でも一工夫してい
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ただければと思う。
いずれにしても新年度以降、引き続き厳しい定員事情の中で仕事を進めなくてはならな

いので、職場のコミュニケーションについて改めてお願い申し上げたい。

（枝元秘書課長）
本日の意見交換については、真摯に受け止め、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、各職場段階での申入れに当たっては、「新たな労使関係の構築に関する基本方

針」に従って適切に対応して参りたい。
攻めの農林水産業の展開や震災復興といった重要課題の達成に向け、今後とも、職員が

一体となって対応していくことが必要であるため、引き続きご尽力をお願いしたい。
職場での日常的なコミュニケーションは非常に重要だと我々も認識しており、４月に向

けて幹部への研修など開催するので、その様な場でも取り上げてまいりたい。

（宮浦秘書課調査官）
以上をもって、平成24年度第４回労使間意見交換会を終了する。

－以 上－
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