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令和３年度第２回労使間意見交換会

１ 日 時：令和４年１月26日（水） 15:14～16:49(95分)

２ 会 場：(当局側)秘書課研修室 （組合側）北４１６会議室 【Ｗｅｂ開催】

３ 出席者：

（当局側）河南秘書課長、鈴木予算課予算調査官、片貝地方課長、今西環境バイオマス政

策課課長補佐（総務班担当）、坂本統計部管理課長、柴田新事業・食品産業部新

事業・食品産業政策課調整官、中村消費・安全局総務課人事企画官、渡邉農産

局総務課調査官、平口経営局総務課人事企画官、坪田農村振興局総務課管理官、

渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官、伊藤林野庁林政課課長補佐（総

括）、蓼沼水産庁漁政課課長補佐（総括班担当）、大坂秘書課人事調査官、宮長秘

書課人事企画官

（組合側）渡邉書記長、村上財政局長、立花組織教宣部長、関調査交渉部長（非現業担当）、

大滝調査交渉部長（独法担当）

（宮長秘書課人事企画官）

ただいまから、令和３年度第２回労使間意見交換会を開催する。

開会に当たり、河南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。

（河南秘書課長）

本日は、「令和４年度農林水産予算概算決定」と「令和４年度組織・定員」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、御協力をお願いす

る。

（宮長秘書課人事企画官）

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。

配付資料は、第１部資料として「令和４年度農林水産予算の概要」を、第２部資料とし

て「令和４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、河南秘書課長、鈴木予算課予算調査官、片貝地方課長、今西環境バイオ

マス政策課課長補佐（総務班担当）、坂本統計部管理課長、柴田新事業・食品産業部新事業
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・食品産業政策課調整官、中村消費・安全局総務課人事企画官、渡邉農産局総務課調査官、

平口経営局総務課人事企画官、坪田農村振興局総務課管理官、渡部農林水産技術会議事務

局研究調整課管理官、蓼沼水産庁漁政課課長補佐（総括班担当）、大坂秘書課人事調査官、

それに秘書課人事企画官の宮長である。

職員団体側として、渡邉書記長、村上財政局長、立花組織教宣部長、関調査交渉部長（非

現業担当）、大滝調査交渉部長（独法担当）である。

最初に、資料１「令和４年度農林水産予算の概要」について、鈴木予算課予算調査官か

ら説明する。

（鈴木予算課予算調査官）

令和４年度の農林水産関係予算について説明する。

お手元の冊子資料１の２頁の総括表をご覧いただきたい。

令和４年度当初予算額は、２兆2,777億円となっている。

３頁は公共事業費の一覧である。

公共事業は、総額6,981億円となっている。

続いて、４頁をご覧いただきたい。

令和４年度農林水産関係予算については、10の柱に沿って整理している。

１つ目の柱は「生産基盤の強化と経営所得安定対策の着実な実施」である。

・ ４頁では、野菜、果樹、花きなど品目ごとの対策予算を確保し、

・ ６頁では、水田農業について需要に応じた生産を推進するため、

「水田活用の直接支払交付金」などを確保している。

２つ目の柱は「2030年輸出５兆円目標の実現に向けた農林水産物・食品の輸出力強化、

食品産業の強化」である。

14頁では、2030年輸出５兆円目標の実現に向け、マーケットインによる海外での販売力

の強化等に必要な予算を確保している。

３つ目の柱は「環境負荷軽減に資する『みどりの食料システム戦略』の実現に向けた政

策の推進」である。

・ 19頁では、新技術の開発・実証、改良研究等の推進

・ 21頁では、モデル的先進地区の創出や、有機農業の推進

等に必要な予算を確保している。
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４つ目の柱は「スマート農業、ｅＭＡＦＦ等によるデジタルトランスフォーメーション

の推進」である。

25頁では、スマート農業技術の産地ぐるみでの実証等に必要な予算を確保している。

５つ目の柱は「食の安全と消費者の信頼確保」である。

27頁では、豚熱、鳥インフルエンザを始めとする家畜伝染性疾病の発生予防や、重要病

害虫の侵入・まん延防止等に必要な予算を確保している。

６つ目の柱は「農地の最大限の利用と人の確保・育成、農業農村整備」である。

・ 29頁では、人・農地プランの策定や多様な経営体等の事業展開の促進

・ 32頁では、農業農村整備事業の着実な実施

等に必要な予算を確保している。

７つ目の柱は「農山漁村の活性化」である。

・ 33頁では、地域資源を活用した農山漁村の雇用創出・所得向上

・ 35頁では、鳥獣被害防止対策や日本型直接支払の着実な実施

等に必要な予算を確保している。

８つ目の柱は「カーボンニュートラル実現に向けた森林・林業・木材産業によるグリー

ン成長」である。

37頁では、森林整備事業や治山事業の実施、川上の生産性向上から川下の需要拡大まで

の支援等のために必要な予算を確保している。

９つ目の柱は「水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化」である。

・ 41頁では、漁獲変動に伴う減収の補填や資源調査・評価の拡充

・ 42頁では、沿岸漁業、沖合・遠洋漁業の競争力強化

等に必要な予算を確保している。

最後の柱は「防災・減災、国土強靱化と災害復旧等の推進」である。

・ 46頁では、補正予算で措置した防災・減災、国土強靱化の対策を着実に実施すると

ともに、

・ 47頁では、令和３年８月の大雨等の災害からの復旧・復興

に必要な予算を確保している。

説明は以上である。

（渡邉書記長）

本日の意見交換会は、「新たな食料・農業・農村基本計画」等に基づく農林水産業や農
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山漁村全般にわたる諸課題を克服し改革を実行する、大変重要な予算、組織・定員等の意

見交換であると位置付けている。

さて、2022年度の概算要求は、一昨年春から引き続くコロナ禍における厳しい社会情勢

のもと、持続可能な農林水産業、農山漁村の活性化、食料の安定供給に向け、例年に増し

て予算案確定に向けて大変な作業であったものと思われる。まずは、冒頭、各原局担当者

の皆さんをはじめ、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、2022年度

予算は、生産基盤強化と経営所得安定対策の着実な実施、食の安全と消費者の信頼回復、

農地の最大限の利用と人の確保・育成、農業農村整備、カーボンニュートラル実現に向け

た森林・林業・木材産業によるグリーン成長、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業

化、防災・減災、国土強靱化と災害復旧等の推進の他に、「農林水産業・地域の活力創造

プラン」の改訂によるスマート農林水産業等による成長産業化、農林水産物・食品の輸出

促進、みどりの食料システム戦略を踏まえた農林水産業のグリーン化など、重要施策が目

白押しである。また、これらの重要施策を一体となって担う各独立行政法人においては事

務・事業の円滑な推進はもとより、安心して働きつづけられる職場環境の整備など、組合

員の雇用・労働条件の確保にも必要な予算となる。

しかし、新たな政策展開への対応を含め農林水産行政を担う組合員は、人員不足、既存

業務の抜本的見直し・効率化が進まない中で、不安と懸念を抱いている。予算執行にあた

っては、農林水産行政の着実な推進はもとより、それを支える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、しっかり配慮されるよう当局としての責任ある対応を求

めておく。

厳しい定員事情の中にあっても、現場に密着した農林水産行政が着実に実施されるよう、

労働組合の立場からも共通の認識の下、各種取組を進めることが重要と考えているので、

そういった観点から今回の予算概算決定の内容について、それぞれ担当より伺い、意見交

換させていただきたい。

総 論

（関調査交渉部長（非現業担当））

農林水産省の次年度当初予算額は、前年度比99.7％の２兆2,777億円と微減となっている

が、各種事業に必要な予算は十分に確保できたのか。

また、2021年度補正予算は、生産基盤の強化と経営所得安定対策の確実な実施や防災・

減災、国土強靭化と災害復旧等の推進など8,795億円が措置されているが、次年度当初予
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算の執行とあわせ、超過勤務手当や旅費、庁費など業務遂行に必要な予算は十分に確保さ

れているのか。

さらに、定年退職者が累増する中、短時間勤務再任用に係る人件費を含め、必要な人件

費予算は確保されたのか。

（鈴木予算課予算調査官）

令和４年度当初予算については、「16ヶ月予算」の考え方の下、令和３年度補正予算と合

わせて、農林水産業をめぐる諸課題にしっかりと対処できる予算を確保できたものと考え

ている。

また、超過勤務手当や旅費、庁費等の業務遂行に必要な予算や短時間勤務再任用を始め

とする人件費についても、各職場の実情に合わせて当初予算で確保している。

（関調査交渉部長（非現業担当））

非常勤職員等の賃金について、この間の待遇改善分を含めた必要な予算は確実に確保で

きたのか。

（鈴木予算課予算調査官）

当省における非常勤職員の給与は、人事院が制定した「非常勤職員給与決定指針」を考

慮し支給しているところであり、令和４年度当初予算においても、非常勤職員の給与に必

要な予算を計上したところである。

生産基盤の強化と経営所得安定対策の着実な実施

（関調査交渉部長（非現業担当））

米政策改革の定着と水田フル活用の推進として、「水田活用の直接支払交付金」は予算

概算要求額から270億円減額の3,050億円となっているが、戦略作物助成、産地交付金、水

田農業高収益化推進助成等に必要な予算額となっているのか。

また、水田リノベーション助成については、2021年度補正予算「新市場開拓に向けた水

田リノベーション事業」と一体的に執行するとしているが、募集・採択等は現場が混乱し

ないスケジュールとなっているのか。

（渡邉農産局総務課調査官）

水田活用の直接支払交付金については、概算要求時点において、水田リノベーション助

成を新たに創設することとし、対前年270億円増の3,320億円を要求していたが、令和３年

度補正予算において、この水田リノベーション助成に相当する令和４年産の前倒し支援と

して「新市場開拓に向けた水田リノベーション事業」410億円を措置したところである。
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その上で、令和４年度当初予算において、水田活用の直接支払交付金を前年度と同額の

3,050億円を計上しているところであり、水田活用の直接支払交付金と「新市場開拓に向

けた水田リノベーション事業」を併せ、令和４年産で作付転換に取り組む生産者を支援す

るために十分な予算となっている。

令和３年度補正予算の新市場開拓に向けた水田リノベーション事業については、12月

２日から３月９日までの３ヶ月間を設けた十分なスケジュールで要望調査を行っていると

ころであり、令和４年度の水田リノベーション助成の執行に当たっては、現場の実務にも

配慮し、補正予算の要望調査に基づいて、両事業の対象となる協議会を決定することとし

ている。

2030年輸出５兆円目標の実現に向けた農林水産物・食品の輸出力強化、食品産業の強化

（関調査交渉部長（非現業担当））

食品産業が直面する課題の解決や新事業の創出に向け、課題抽出のための調査、解決策

の検証と実証の取組を支援するとして、予算概算要求額６億円に対し決定額２億円となっ

ているが、事業の実施に支障はないのか。

（柴田新事業・食品産業部新事業・食品産業政策課調整官）

新事業創出・食品産業課題解決に向けた支援については、令和４年度当初予算において、

食品産業界、有識者、行政が参画するプラットフォームの設置・運営などを行う予算を計

上したところである。その他の要求内容については、令和３年度補正予算において、スマ

ート食品産業やフードテックの実証支援などについて、４億円が措置されたところであり、

補正と当初を合わせて、要求と同等規模で、ほぼ同様の内容を確保できたことから、事業

の実施に支障はないものと考えている。

環境負荷軽減に資する「みどりの食料システム戦略」の実現に向けた政策の推進

（大滝調査交渉部長（独法担当））

食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立の実現に向け、当初予算35億円を新規に

確保するとともに、「スマート農業の総合推進対策」については、2021年度補正（49億円）

が措置されているが、本事業全体で必要な予算は確保されているのか。また、農研機構や

国際農研の役割に変わりはないのか。

（渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官）

スマート農業の推進については、令和元年度から進めてきたスマート農業実証プロジェ

クトにより、労働時間削減などの効果が明らかとなってきた一方で、機械の導入コストを

賄うためには、一定規模の稼働面積を確保する必要があること、野菜・果樹等の品目では、
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現場のニーズに適う機器の開発が依然として不十分であることなどの課題も明らかになっ

た。このため、令和４年度予算においては、従来の実証方法をそのまま継続するのではな

く、明らかになった課題に対応するため、産地単位でのスマート農業技術の導入による効

率的利用の実証や、必要な技術の開発等を重点的に実施することとしている。また、農林

水産研究については、農林水産業・食品産業の持続性を高めるため、農林漁業者等のニー

ズ、気候変動といった新たな課題、バイオ技術を活用したイノベーション創出等に対応す

る研究開発を国主導で推進するとともに、研究成果の社会実装に向け、アウトリーチ活動

の強化など研究開発環境の整備を実施するものである。

このように、本事業の実施に必要な予算は確保されたと考えており、現場の課題が速や

かに解決され社会に還元されるよう、しっかりと取り組んでまいりたい。

なお、本事業において、農研機構や国際農研の役割に変更はない。

（大滝調査交渉部長（独法担当））

ムーンショット目標５の実現に向け、2021年度補正（30億円）、当初予算合わせて32億

円と大幅に増額となっている。予算概算要求時は想定が困難としていた生物系特定産業技

術研究支援センターの業務量はどの程度となるのか。また、事業を円滑に遂行できる推進

事業費とともに、必要な人件費などの予算は確保されているのか。

（渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官）

ムーンショット型農林水産研究開発事業については、概算要求時に20億円を要求してい

たところ、カーボンニュートラルの実現など早急に対応すべき新たな重要政策課題に適確

に対応するため、令和４年度当初要求の内容を前倒し・拡充した上で、令和３年度補正予

算として基金への30億円の積増しを措置したものである。今回積み増しした基金により、

現在実施している実現可能性調査の本格研究への移行が中心となると考えていることか

ら、大幅に業務量が増加することは想定していないが、当初予算には事業の推進に必要と

なる経費として、基金額の増加に合わせて所要の経費を計上している。

（大滝調査交渉部長（独法担当））

気候変動緩和と持続的農業を実現するため、新規に２億円を概算要求し、当初予算１億

円を確保したが、本事業の実施主体を担うとされている国際農研内に設置するとしていた

「みどりの食料システム国際情報センター」の設置に支障はないのか。また、同センター

を運営するために必要な人件費や施設整備費は確保されているのか。

（渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官）

概算決定を踏まえ、積算を見直し、「みどりの食料システム国際情報センター」につい
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ては、運営に必要な人員に係る人件費、旅費、備品費等は確保されたと考えている。国際

農研が本事業を適切に実施できるよう、技術会議事務局としても連携を密に対応してまい

りたい。

（関調査交渉部長（非現業担当））

環境負荷軽減と持続的発展に向けた地域ぐるみのモデル的先進地区の創出、関係者の行

動変容と相互連携を促す環境づくりのため、予算概算要求30億円に対し決定額８億円とな

っているが、事業の実施に支障をきたさないのか。

（今西環境バイオマス政策課課長補佐（総務班担当））

みどりの食料システム戦略を推進するため、令和３年度補正予算として「みどりの食料

システム戦略緊急対策事業」の25億円に加え、令和４年度当初予算の「みどりの食料シス

テム戦略推進総合対策」の８億円が概算決定されており、合わせて33億円の支援額となっ

ている。これらの予算を活用し、戦略の実現に向けた取組を進めてまいりたい。

スマート農業、eMAFF等によるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進

（大滝調査交渉部長（独法担当））

「スマート農業」の社会実装を加速するため、スマート農業の総合推進対策に2021年度

補正（49億円）、当初予算合わせて63億円が措置されたことにより、事業の拡充による予

算概算要求以上の大幅な増額となっているが、どの部分を拡充していくのか。農研機構が

関わるスマート農業加速化実証プロジェクトなどを推進するための予算も拡充するのか。

また、スマート農業加速化実証プロジェクト等の実施結果を踏まえて、産地モデル実証等

を追加する事業期間の延長を要求していたが認められたのか。

（渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官）

今般の予算では、当初予算で要求していた産地単位でのスマート農業技術の導入による

効率的利用の実証の一部及び生産現場のスマート化を加速するための技術の開発・改良に

ついて、補正予算に前倒し・拡充したところである。このうち、産地単位での実証におい

ては、従来の事業推進費に加え、スマート農業実証プロジェクトの実施地区と連携した情

報発信を実施するための予算を計上している。なお、当初予算で計上している産地モデル

実証及び補正予算で計上している産地形成実証とも、実証期間を２年間としている。

（大滝調査交渉部長（独法担当））

農研機構が会員からの利用料によって運営を行う農業データ連携基盤（WAGRI）につい

ては、農林水産省として、2020年度当初予算及び補正予算を活用してデータ・プログラム
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の充実を行うとしていたが、2022年度も予算を確保し、データ・プログラムの充実は継続

できるのか。また、この間の取組により、運営に必要な利活用推進・会員増加を図ること

はできたのか。

（渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官）

ＷＡＧＲＩについては、運営主体である農研機構が、会員からの利用料によって運営を

行うこととしており、農林水産省としては、ＷＡＧＲＩの利活用推進・会員増加に資する

よう、令和４年度当初予算を利用し、農業データの連携・共有のための環境整備を推進す

ることとしている。また、これまでの取組により、ＷＡＧＲＩ利用会員企業数は令和２年

12月の42から令和３年12月には66まで着実に増加している。

食の安全と消費者の信頼確保

（関調査交渉部長（非現業担当））

植物防疫所及び動物検疫所において、外国来郵便物の検疫強化では開梱作業等の増加が

見込まれるが、作業等を補助する非常勤職員等の予算は確保されているのか。

（中村消費・安全局総務課人事企画官）

外国来郵便物の検疫強化に伴う作業等を補助する非常勤職員等の経費については、今年

度の業務状況を踏まえた上で必要な経費を確保してまいりたい。

（関調査交渉部長（非現業担当））

植物防疫所及び動物検疫所においては、国内検疫や緊急な防疫支援の増加に伴い広域出

張の増加が見込まれるが、公共交通機関やレンタカーの組み合わせ、泊付き出張などに必

要な旅費は十分に確保されているのか。

また、地方空港への深夜・早朝便に対応した前泊・後泊などに必要な旅費は確保できて

いるのか。

（中村消費・安全局総務課人事企画官）

旅費については、検疫業務に必要な予算を計上したところである。

（関調査交渉部長（非現業担当））

植物防疫所においては、官用車の長距離運転が常態化し事故のリスクが増大しているこ

とから、官用車の安全対策を強化する必要があるが、ライトバン型車両の機能性向上や乗

用車型車両の購入、走行距離に応じた車両更新などに十分な予算は確保されているのか。
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（中村消費・安全局総務課人事企画官）

官用車の安全対策に必要な予算を計上したところである。

（関調査交渉部長（非現業担当））

地方空港において、ＬＡＮ敷設などのネットワーク整備を求める意見が引き続き報告さ

れているが、職場環境整備に必要な予算は確保されているのか。

（中村消費・安全局総務課人事企画官）

事務効率化等の職場環境整備に必要な予算を計上したところである。

農地の最大限の利用と人の確保・育成、農業農村整備

（関調査交渉部長（非現業担当））

人・農地プランについては、法定化も含めて推進していくが、地方農政局等の役割や体

制はどのようになっているのか。また、事業を実施する上で、必要な予算は確保できてい

るのか。

（平口経営局総務課人事企画官）

地方農政局等には、これまでの人・農地プランに係る取組と同様、市町村における人・

農地プランの策定・推進に向け、本省と連携を密にしながら、都道府県、市町村等への情

報提供や助言、指導等をお願いしたいと考えている。予算については、「人・農地将来ビ

ジョン確立・実現支援事業」を新規に措置し、市町村がプランの策定に向けて取り組む、

集落・地域における話合いや、都道府県による市町村への説明等に必要な経費を確保して

いる。

（関調査交渉部長（非現業担当））

国営土地改良事業所等において、事務費等（超過勤務手当、旅費、庁費等）は、十分に

措置されているのか。不払い残業を生じさせないために必要な超過勤務予算は、前年度比

でどのくらい増額されているのか。

また、実効ある超過勤務縮減が課題となっている中で、職員の負担軽減策として示され

ている工事・監督事務の外注や非常勤職員の雇用など、業務の簡素・合理化に必要な予算

は確保されたのか。

（坪田農村振興局総務課管理官）

国営事業所に係る超過勤務手当については、対前年度比13％増の８億６千万円を確保し

ており、業務遂行に必要な予算を確保できたものと考えている。
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また、工事の発注・監督事務の外注や非常勤職員の雇用などについては、国営土地改良

事業の推進のために必要な予算額を計上しているが、事業の実施に当たっては、引き続き

予算の効率的な執行に努めてまいりたい。

農山漁村の活性化

（関調査交渉部長（非現業担当））

農業水利施設のきめ細やかな長寿命化対策や機動的な防災減災対策等を実施するとし

て、予算概算要求額315億円に対し、決定額254億円となっているが、事業の実施に支障を

きたさないのか。

（坪田農村振興局総務課管理官）

農業水路等長寿命化・防災減災事業については、対前年度と同程度の254億円を計上し

ているが、本事業に対する都道府県等の要望を満たす額となっているものであり、農業水

利施設のきめ細やかな長寿命化対策や機動的な防災減災対策等の支援に支障を来さない予

算額を確保している。

（関調査交渉部長（非現業担当））

地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農山漁村の防災・減災対策を実

施、また盛土による災害の防止に向けた緊急的な対策を実施するとして、予算概算要求額

940億円に対し、決定額784億円となっているが、事業の実施に支障をきたさないのか。

（坪田農村振興局総務課管理官）

農山漁村地域整備交付金については、対前年度23億円減の784億円を計上している。ま

た、令和４年度に海岸メンテナンス事業を補助事業として新設し、同交付金の一部として

補助金化することとしており、これを加味すれば前年度の予算額と同額であり、地方の裁

量によって実施する農林水産業の基盤整備や農山漁村の防災・減災対策等の支援に支障を

来さない予算額を確保している。

水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化

（関調査交渉部長（非現業担当））

2021年度第１回労使間意見交換会において、水産流通適正化法の違反事案に対する漁業

調整事務所の役割については、漁業関係法令としての本法律の位置付けについて検討中で

あるとのことであったが、どのような扱いとなったのか。

また、漁獲証明書の発行については、輸出証明書発給システムを利用することとなるた

め、申請者が希望すれば、漁業調整事務所や地方農政局等から交付することも想定してい
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るとのことであったが、どのような扱いとなったのか。

（蓼沼水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

水産流通適正化法の違反事案に対する漁業調整事務所の役割については、漁業関係法令

としての本法律の位置付けについて検討中のため現時点でお示しすることは困難である

が、関わりが生じる場合には丁寧に対応してまいりたい。

特定第一種水産動植物等の輸出時に必要となる適法漁獲等証明書の交付については水産

庁で対応することとし、漁業調整事務所や地方農政局等からの交付は行わない方向で検討

している。

（大滝調査交渉部長（独法担当））

政策目標の資源評価対象魚種を2023年までに200種程度に拡大し、魚種の選定を始めと

する具体的な事業計画を2020年度に119魚種、2021年度に新たに80魚種程度の調査を開始

するとしていたが、計画的に拡大されてきたのか。また、目標を達成するためには水産研

究・教育機構の事業費予算に加え人件費や施設整備費などの必要な予算は確保されている

のか。

（蓼沼水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

令和元年度に67種、令和２年度に119種の調査を開始し、令和３年度より都道府県との

協議の上選定した73種について新たに調査を開始しており、水産資源調査・評価推進事業

の事業費予算についても計画に沿って拡充してきたところである。

また、水産研究・教育機構の運営費交付金については、令和４年度当初予算は対前年度

と同規模の約171億円となったほか、施設整備費補助金については、水産技術研究所長崎

庁舎の改修等工事に要する約2.5億円を確保したところである。

（大滝調査交渉部長（独法担当））

水産資源調査・評価推進事業等を推進するため、当初予算で75億円措置されているが、

水産研究・教育機構が保有する調査船の老朽化が進み故障する船舶もある中で、計画的な

代船建造や修繕費、ドック経費などの必要な予算が十分に確保されているのか。

また、水産庁漁業調査船「開洋丸」について、最新鋭の調査・情報機器を導入した代船

建造としているが、要求額は十分に確保できたのか。竣工予定を2022年度中としていたが

変更はないのか。

（蓼沼水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

水産研究・教育機構の所有する調査船については、令和元年５月に取りまとめた「官船
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及び機構船のあり方について」を踏まえて、水産庁調査船「開洋丸」の代船建造に取り組

んでいるところである。今後、水産研究・教育機構の調査船についても、計画的な代船建

造等の実施に向けて予算の確保に努めてまいりたい。

また、ドック予算及び消耗・老朽部品等の交換・修理などの安全運航に必要な予算につ

いては、令和４年度当初予算において、船舶の運航及び安全性に支障がないよう、必要な

予算を措置している。

水産庁漁業調査船「開洋丸」の代船建造予算については、契約額に応じた金額となって

おり、要求額は十分である。竣工予定については予算措置された当初から令和４年度中と

しているところであり、変更はない。

（関調査交渉部長（非現業担当））

外国漁船対策等として、令和４年度から2,000ﾄﾝ取締船（官船）が日本海で本格的に取

締活動を開始するとともに、白竜丸を札幌支部（北海道漁業調整事務所）に移管し取締・

検査体制の構築を図る中、前年とほぼ同額の145億円にとどまっているが、船舶の安全運

航に必要な予算は確保されているのか。

また、船用品の調達に支障を来さないよう体制整備は行われているのか。

（蓼沼水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

本年３月に新造の漁業取締船を就航させるなど、漁業取締体制の強化のため、官船の増

隻や代船建造を進めてきたところである。令和４年度の漁業取締関係予算については、こ

うした体制を活用した万全な取締りの実施に必要な諸経費を確保したところである。

また、漁業取締活動を効率的に実施するため、取締機器類の換装を行うとともに、老朽

化した船用品の換装を行うことにより航行の安全を図ってまいりたい。

地方農政局、北海道農政事務所

（関調査交渉部長（非現業担当））

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となっているが、必要な旅費は確保さ

れているのか。

（片貝地方課長）

地方組織に係る旅費・庁費予算については、各業務遂行に支障を来さない所要額を計上

したところである。
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（関調査交渉部長（非現業担当））

北海道農政事務所の超過勤務手当予算は対前年比101.6％、時間数も８時間に改善され

た一方、地方農政局の超過勤務予算は対前年比75.8％と大幅な減額となっているが、業務

運営に必要な予算は確保できているのか。

（片貝地方課長）

地方農政局及び北海道農政事務所の超過勤務手当予算については、過去の決算状況等を

踏まえた上で、業務遂行に必要な予算を計上したところである。

（関調査交渉部長（非現業担当））

官用車の長距離運転が常態化し事故のリスクが増大していることから、安全対策の強化

が重要となるが、ライトバン型車両の機能性向上や乗用車型車両の購入、走行距離に応じ

た車両更新などに必要な予算は確保されたのか。

（片貝地方課長）

官用車の安全対策については、地方農政局等の要望を踏まえ、切替えの際、バックカメ

ラや衝突被害軽減ブレーキ等の安全装置が標準装備となっている車種等の導入に必要な予

算を計上したところである。

独立行政法人関係

（大滝調査交渉部長（独法担当））

所管法人の2022年度予算概算決定は、予算概算要求額より運営費交付金で42.3億円減額

及び施設整備費補助金で16.3億円減額となっているが、主務省として、各法人における第

５期中長期目標・計画等を踏まえた、事務・事業の推進や職場環境及び労働条件の改善、

老朽化している施設の新設・改修等に支障を来さないよう必要な予算は確保されているの

か。

（渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官）

農林水産省所管の６独立行政法人の令和４年度における運営費交付金については、

1,016億円を、施設整備費補助金については概算要求のうち9.9億円を令和３年度補正予算

に前倒しして14.1億円を、それぞれ計上したところであり、各法人の運営に必要な予算は

概ね確保できたものと考えている。

（大滝調査交渉部長（独法担当））

独立行政法人の運営費交付金に係る「効率化係数」の廃止等への対応として、知財収入
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等の自己収入のうち控除対象外となる項目の拡充や効率化係数の適用除外となる経費の範

囲の拡充について、法人ごとの状況に応じて要求を行っているとしていたが、拡充は図ら

れたのか。

（渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官）

独立行政法人に交付される運営費交付金の業務経費を確保するため、自己収入のうち控除

対象外となる項目の拡充や効率化係数の適用除外となる経費の範囲の拡充など、法人ごとの

状況に応じて要求を行ってきており、要求は概ね認められたものと考えている。

（大滝調査交渉部長（独法担当））

高年齢者雇用安定法に基づく定年退職者の再雇用・再任用及び継続再雇用・再任用に必

要な雇用経費は確保されているのか。特に、この間（2020年度から）、厳しい査定を受け

ていた農研機構のフルタイム再雇用に係る人件費は確保されたのか。

（渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官）

令和４年度の再雇用に係る経費については、各法人からの要望に基づき要求を行ったとこ

ろ、特に厳しい査定を受けていた農研機構のフルタイム再雇用に係る人件費も増額が図られ、

厳しい財政状況の中、運営費交付金の総額として、各法人の運営に必要な予算は概ね確保で

きたものと考えている。

（大滝調査交渉部長（独法担当））

「同一労働同一賃金」に基づく雇用形態間の不合理な待遇差の禁止に係る法規定に基づ

き、所管５法人の非常勤職員等に対する常勤職員と同等の一時金の支給に向けて、各法人

からの要望を踏まえて必要な予算額を要求しているとしていた。昨年度までは法人により

予算の確保状況が異なっていたが満額確保されたのか。

（渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官）

「同一労働同一賃金」への対応については、法人から業務運営の計画や常勤職員との均

等を図る必要性等を聞き取り、内容を把握・精査した上で必要な予算要求を行ったところ、

昨年度厳しい査定を受けていた法人についても増額が認められるなど、厳しい財政状況の

中、運営費交付金の総額として、各法人の運営に必要な予算は概ね確保できたものと考え

ている。

（宮長秘書課人事企画官）

以上をもって、第１部を終了する。
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当局側として第１部のみの対応となる鈴木予算課予算調査官、今西環境バイオマス政策

課課長補佐（総務班担当）、坂本統計部管理課長、柴田新事業・食品産業部新事業・食品産

業政策課調整官、渡邉農産局総務課調査官、平口経営局総務課人事企画官、渡部農林水産

技術会議事務局研究調整課管理官は退席する。

退 席：鈴木予算課予算調査官、今西環境バイオマス政策課課長補佐（総務班担当）、

坂本統計部管理課長、柴田新事業・食品産業部新事業・食品産業政策課調整官、

渡邉農産局総務課調査官、平口経営局総務課人事企画官、

渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官

新規着席：伊藤林野庁林政課課長補佐（総括）

それでは、第２部を始める。まず、第２部のみの出席者を紹介する。当局側として、

伊藤林野庁林政課課長補佐（総括）である。

「令和４年度組織・定員」について、私の方から説明させていただく。

令和４年度組織・定員については、農林水産物・食品の輸出の更なる拡大やそれを支え

る生産基盤の強化、持続可能な食料システムの構築等に向け、農林水産行政をめぐる諸課

題に的確に対応するため、所要の体制整備を図ることとしている。

組織については、名称はいずれも仮称であるが、「みどりの食料システム戦略」を着実か

つ強力に推進するため、大臣官房環境バイオマス政策課に「持続的食料システム調整官」

を、違法漁獲物等の流通防止を図る水産流通適正化制度の運用体制を整備するため、水産

庁漁政部加工流通課に「水産流通適正化推進室」を、悪質・巧妙化する外国漁船に対する

漁業取締体制を強化するため、水産庁資源管理部漁業取締課に「外国漁船対策室」をそれ

ぞれ設置することとしている。

定員増については、410人の要求に対し、農政関係の体制強化に119人、林野関係の体制

強化に30人、水産関係の体制強化に15人、その他デジタル変革（ＤＸ）の実現に向けた推

進体制の強化に29人の他、食品産業関係における体制整備等に32人の計222人の増員が措置

されたところである。

定員減については、令和４年度分の定員合理化数401人のほか、府省間振替23人、業務

改革による減45人、アタッシェ合理化減１人、時限到来に伴う減11人の合計481人となっ

たところである。

（渡邉書記長）

2022年度の組織・定員について今ほど説明があったが、組織については、農政改革を推
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進するための体制として、昨年７月、本省において、「輸出・国際局」の新設をはじめと

した局級の組織再編が行われたことから、今後は、本省・地方組織が一体となって施策を

推進するための体制の強化と必要な定員の確保、現場と農政を結ぶバランスの良い人員配

置が極めて重要となる。このような中、新規増員は222人で今年度より24人増となり、新

規増員要求に対する査定率は、今年度の48.3％に対し来年度は54.1％と増加傾向を維持す

ることができた。しかし、全省庁全体の年度末定員は、昨年に続き401人の純増となって

いるが、農林水産省においては、283人と突出した定員純減数という厳しい状況は継続し

たままである。

また、みどりの食料システム戦略、農林水産物・食品輸出、国内防疫及び水際検疫の強

化、防災・減災及び国土強靱化、外国漁船の取締体制強化などで増員となったものの、定

員削減割当により、地方農政局、北海道農政事務所、農地事業所においては純減となるな

ど厳しい結果となっている。

農林水産省全体として、各職場で増加する業務に対して慢性的な超過勤務によって業務

対応するなど、人員不足が最大の課題となっている中、新規増員要求の満額確保を求めて

きたことからすれば、不十分なものと言わざるを得ない。

私からは以上を申し上げ、具体の内容について、担当より伺う。

組織・定員について

（関調査交渉部長（非現業担当））

農政改革を更に推進するための体制の強化をはじめとする３つの重点事項について、各

重点事項内の項目毎に本省・地方組織への配置数を示すこと。

（宮長秘書課人事企画官）

配布資料の「１ 農政改革を更に推進するための体制の強化」のうち、

①の「みどりの食料システム戦略」関連については、本省庁10人、地方６人、

②の輸出関連については、本省庁12人、地方25人、

③の防災・減災、国土強靭化、盛土関連については、本省２人、地方27人、

④の国内防疫・水際検疫関連については、本省３人、地方34人

となっている。

（伊藤林野庁林政課課長補佐（総括））

2050年カーボンニュートラル実現に向けた森林吸収源対策等を強化するため、本庁に３

人、森林管理局に７人を増員するとともに、森林地域において、盛土等の災害防止に向け

た総点検結果と新たな制度に基づく安全対策を国土交通省と連携しながら適切に実施して

いくため、本庁に３人、森林管理局に７人を増員することとしている。
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（蓼沼水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

悪質・巧妙化する外国漁船に対する漁業取締体制の強化として、本庁に４人、違法漁獲

物等の流通防止を図る水産流通適性化制度の運用体制の整備として、本庁に２人、地域的

な水産資源管理の取組、福島第一原発におけるALPS処理水の海洋放出による風評影響対策

等を実施するための体制強化として、本庁に６人、漁業調整事務所に２人の増員が認めら

れたところである。

（関調査交渉部長（非現業担当））

農林水産省におけるデジタル変革（ＤＸ）の実現に向けた推進体制を強化について、本

省・地方組織への配置数を示すこと。

（宮長秘書課人事企画官）

配布資料の「４ その他」のデジタル変革（ＤＸ）関連については、本省庁29人である。

新規増員

（関調査交渉部長（非現業担当））

様々な機会を通じて新規増員の満額確保を求めてきた中、昨年から24人増の222人と増

加傾向は継続しているものの、他省庁と比べれば引き続き厳しい査定結果となっている。

この間、農林水産省として、新規増員の確保に向けどのように努力をしてきたのか。

また、農林水産物・食品の輸出の更なる拡大やそれを支える生産基盤の強化、持続可能

な食料システムの構築等に向け、農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応できる新規増

員数となっているのか。

（宮長秘書課人事企画官）

令和４年度の定員要求に当たっては、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、過去数年間で最も多い222人の増員を確保できたところである。

また、輸出の更なる拡大やそれを支える生産基盤の強化、持続可能な食料システムの構

築、農業ＤＸの推進等の主要な政策課題への対応に加え、家畜伝染病や病害虫に対する国

内防疫・水際検疫、防災・減災、国土強靭化、漁業取締り等の諸課題に着実に対応するた

めに必要な定員は確保できたものと考えている。

（関調査交渉部長（非現業担当））

新規増員222人うち、時限増員などの内訳はどのようになっているのか。
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（宮長秘書課人事企画官）

新規増員222人のうち、時限増員６人、ワークライフバランスの推進のための増員18人

となっている。

（関調査交渉部長（非現業担当））

新規増員222人の本省庁等、植物防疫所、動物検疫所、漁業調整事務所、地方農政局本

局、北海道農政事務所、県域・地域拠点、国営土地改良事業所等の内訳はどうなっている

のか。

（宮長秘書課人事企画官）

新規増員222人の内訳は、本省庁86人、植物防疫所14人、動物検疫所23人、地方農政局

本局60人、事業所８人、北海道農政事務所８人、森林管理局21人、漁業調整事務所２人と

なっている。

（関調査交渉部長（非現業担当））

時限増員６人の内訳と時限年次はどうなっているのか。

（宮長秘書課人事企画官）

時限増員は水産庁本庁６人であり、時限年次は全て令和７年度末までである。

（関調査交渉部長（非現業担当））

ワークライフバランスの推進のための定員と配置の考え方は、どのようになっているの

か。

（宮長秘書課人事企画官）

ワークライフバランスの推進のための定員の内訳は、本省庁12人、地方農政局本局５人、

北海道農政事務所１人となっている。この定員は、産前・産後休暇等の代替要員を確保す

る場合や育児短時間・育児時間の代替を常勤職員により確保することが必要な場合、産前

・産後休暇、育児休業からの復帰後の支援が必要な場合において職員を配置する際に活用

するなど、働き方改革を推進する観点から措置されたところである。

定員削減

（関調査交渉部長（非現業担当））

定員合理化等により481人を定員減するとしているが、本省庁、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・北海道農政事務所、県域・地域拠
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点、国営土地改良事業所等の内訳及び削減の割当ての考え方はどうなっているのか。

（宮長秘書課人事企画官）

定員合理化等による減員481人の内訳については、本省庁21人、植物防疫所８人、動物

検疫所５人、動物医薬品検査所１人、地方農政局本局20人、県域拠点337人、北海道農政

事務所本所１人、地域拠点19人、事業所25人、森林管理局43人、漁業調整事務所１人であ

り、それぞれの配分に当たっては、業務の状況等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。

（関調査交渉部長（非現業担当））

その他減80人について、府省間再配置及び業務改革による減は昨年とほぼ同数であるが、

府省間再配置23人、業務改革による減45人の理由と内訳を示すこと。

（宮長秘書課人事企画官）

府省間再配置による減員は、厳しい査定環境の下、査定当局から、当省と親和性のある

業務を行っている他府省に定員を振り替えるよう強く求められたことによるものであり、

内訳は、内閣府４人、消費者庁４人、個人情報保護委員会事務局２人、総務省９人、環境

省４人となっている。

業務改革による減員は、新たな行政ニーズに積極的に対応するため、現行組織における

業務内容や職員の年齢構成等を踏まえ業務改革に一層取り組む観点から、当省において独

自に実施したものであり、地方農政局の県域拠点の消費・安全チーム及び統計チームにお

いて45人の減を行ったものである。

今後も、地方農政局等の県域・地域拠点など、業務内容や職員の年齢構成等を踏まえ、

当面、継続して業務改革に取り組む必要があると考えている。

（関調査交渉部長（非現業担当））

時限到来減は昨年の43人から11人と大幅に減少しているが、その理由と11人の内訳を示

すこと。

また、令和３年度末において時限を迎えるポストについては、期限の延長を含めどのよ

うな状況となっているのか。

（宮長秘書課人事企画官）

昨年度末で期限となった定員は、東日本大震災後の復興事業に伴う時限ポストを中心に

257人と例年以上に多くの時限ポストがあったのに対し、令和３年度末で期限となる定員

は、指定検疫物対象の拡大に伴う時限ポストなど28人の時限到来であった中で、査定当局
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との間で折衝を行った結果、熊本地震関連で５人、東京オリンピック・パラリンピック対

応等検疫関連で５人、その他１人の計11人が時限到来減となった一方、17人については延

長が認められたところである。

（関調査交渉部長（非現業担当））

業務改革による再配置数（自律的再配置）の活用は、どのようになっているのか。

72人の再配置の考え方と内訳を示すこと。

（宮長秘書課人事企画官）

平成26年７月25日に閣議決定された「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」に

基づき、各府省は業務改革に取り組み、これを基に自律的な組織内の再配置要求を行うこ

とで、合理化目標数の一部に活用できることとなっている。

令和４年度については、農林水産統計の「活かすＤＢ」高度利用推進等で２人、新たな

表示事項の施行を踏まえた監視体制の強化で32人、働き方改革推進のための業務分担見直

しで３人、建築用木材の開発・普及を推進するための体制整備等で４人、林業イノベーシ

ョンを推進するための業務執行体制の見直しで27人、漁業取締体制の強化等で４人となっ

ている。

定年退職者の再任用

（関調査交渉部長（非現業担当））

定員の確定を踏まえ、再任用職員への条件提示となるが、新規のフルタイム希望者及び

今年度のフルタイム継続職員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、格付け級や時間数など、具体的な考え方を示すこと。

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

関毎の再任用者数、格付け級や時間数など、具体的な考え方を示すこと。

（河南秘書課長）

再任用フルタイム職員については、早期退職募集への応募状況等を想定しながら各部局

の欠員状況を勘案しつつ、人事企画の中で他の人事と同様に本人の希望や業務経験等を総

合的に勘案し、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令和４年度定数については、必要数の2,016を確保したとこ

ろであり、各部局の業務状況や職員の配置状況を踏まえつつ、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。
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（関調査交渉部長（非現業担当））

定年引上げが完成するまでの間は、現行の再任用制度が継続されることとなるが、2013

年３月の閣議決定の趣旨は、民間の「高齢者雇用安定法」を踏まえ、「当該職員が年金支

給開始年齢に達するまで、常時の勤務を要する官職、「フルタイム官職」に再任用する。」

ものである。そのため、省庁間、省内職域間において、定員事情を理由にフルタイム再任

用の配置に格差が生じることは大きな問題であり、早急に改善するよう求める。

人事交流

（関調査交渉部長（非現業担当））

地方環境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。

（河南秘書課長）

環境省福島地方環境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48人と

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

最大限努力していく考えである。

地方農政局・北海道農政事務所・県域・地域拠点

（関調査交渉部長（非現業担当））

農林水産物・食品の輸出の更なる拡大やそれを支える生産基盤の強化、持続可能な食料

システムの構築等が進められる中で、現場と農政をむすぶ機能を担う地方参事官室業務の

重要性は高まっている。９月の労使間意見交換会では、「地方参事官室の定員については、

令和４年度においても、今年度と同様の規模を踏襲したい」との見解が示されていたが、

どのような結果となったのか。

また、結果を踏まえた、今後の地方参事官室業務の拡充と重点化の方策や人材育成及び

人員配置をどのように考えているのか。

（片貝地方課長）

農政改革の着実な推進に向けて、地方参事官室が担う「農政と現場を結ぶ」機能が今後

とも十分に発揮されることが重要である。このため、来年度も地方参事官室においては同

規模の定員を踏襲する。

また、令和３年度からは、本省地方課、本局・本所、拠点をＴＶ会議システム等で結ん

だ「地方参事官室職員等研修」を開始しており、引き続きＴＶ会議システムやＷｅｂ会議

を積極的に活用し、本省・本局から県域・地域拠点への施策説明や本局内の情報共有等を

促すことで地方参事官室職員の人材育成を図ってまいりたい。
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（関調査交渉部長（非現業担当））

2022年度の人事異動に当たっては、国営土地改良事業所等も含め、組合員の理解と納得

の下に進めること。

（河南秘書課長）

人事異動に当たっては、人材育成を含めた適材適所の配置となるよう、昨年11月に提出

された職務希望等調書を基に、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、適切に対応してまいりたい。

国営土地改良事業所等

（関調査交渉部長（非現業担当））

国営土地改良事業所等における新規増員は、15人の要求に対し８人にとどまっている。

補正予算を含め予算の増額が続く中、欠員が一向に解消がされず人員不足が最大の課題と

なっているが、今後、どのような業務体制や対策を考えているのか。国営土地改良事業所

等の事業遂行に支障を生じさせず、組合員の労働条件を確保するための具体策を示すこと。

（坪田農村振興局総務課管理官）

令和４年度については、農地・農業用施設に係る豪雨等による自然災害に対する防災・

減災及び国土強靭化などに対応するため、８人の新規増員が認められたところである。

定員事情は厳しい状況ではあるが、引き続き、定員確保に加え、新規採用者や中途採用

者の確保、フルタイム再任用職員の拡大など、業務の円滑な遂行に支障が生じないよう、

必要な人員の確保に努めてまいりたい。

また、業務が特定の者に偏ることがないよう計画的な業務運営に努めるとともに、入札

・契約手続の効率化や、現場技術業務である工事の発注・監督事務の外注化を行うなど、

事業の執行に支障を生じさせないよう努めてまいりたい。

これらの措置を通じて、引き続き各事業所の業務運営に支障が生じないよう、必要な業

務体制を整備していく考えである。

（関調査交渉部長（非現業担当））

来年度に設置される１支所について、設置時期や人員配置はどのように考えているのか。

また、廃止される３事業所及び４支所の廃止時期は、2022年３月31日との理解でよいか。

なお、先に要請した閉鎖事業所等の課題改善を図るとともに、人事異動に当たっては、

組合員の希望を十分尊重すること。

（坪田農村振興局総務課管理官）

令和４年度に新設する１支所は本年４月１日に設置し、人員体制については、これまで
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と同様、支所３ポストを基本としている。一方、御指摘の３事業所及び４支所については、

本年３月31日まで事業を実施し、同日に廃止することとしている。

なお、閉鎖事業所の諸課題については、引き続きしっかり対応するとともに、人事異動

については、適材適所となるよう職務希望等調書を基に、職員の意向を丁寧に把握し、適

切に対応してまいりたい。

（関調査交渉部長（非現業担当））

閉鎖予定の事業所等の人員配置については、過年度からの継続案件を含め完了に向け多

様な業務を確実に行う必要があるなど、予算規模だけでなく事業の進捗状況や閉鎖事業を

含む事業完了業務を見込んだ配置を行うことが必要であるが、人員不足が解消できない中

でどのような対策を講じるのか。

（坪田農村振興局総務課管理官）

閉鎖事業所については、閉鎖までのスケジュールを考慮し、所内会議等において、業務

の進捗状況を把握するとともに、業務内容を確認し共通認識を得ることとしている。また、

新たな課題が発生した場合にはその都度、方針を確認し、手戻りや過重作業とならないよ

う地方農政局本局担当課等と連携し、円滑な業務運営を進めているところである。

（関調査交渉部長（非現業担当））

来年度の国営土地改良事業所等の定員配分をどのように考えているのか。

また、新規採用者の配分はどのようになっているのか。特に、土木系技術職員の平均年

齢が年々高くなっていることから、技術継承のためにも新規採用者を採用し人材を育成す

ることが重要と考える。

さらに、この間、技術を習得した若手あるいは中堅職員の退職を指摘してきたが、今後

の人材確保をどのように考えているのか。

（坪田農村振興局総務課管理官）

国営土地改良事業所については、新たな行政ニーズに対応するために必要な定員の確保

に努めるとともに、引き続き新規採用者及びフルタイム再任用職員の拡大を図るなど、円

滑な業務の遂行に支障が生じないよう人員配置に努めてまいりたい。

また、職員の極端に少ない年齢層の平準化を図るため、中途採用者の確保を図るととも

に、若手職員への業務の継承が行えるよう、引き続きＯＪＴを含め計画的な研修による人

材育成に努めてまいりたい。

（関調査交渉部長（非現業担当））

全国で頻発・激甚化する自然災害からの復旧対応のために、市町村等への技術支援派遣
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が行われているが、当該派遣業務に必要な定員は確保されているのか。

（坪田農村振興局総務課管理官）

全国で頻発・激甚化する自然災害に対して、被害状況を迅速に把握するとともに、災害

復旧を早急に進めるため、農林水産省では、被災市町村等に対して、ＭＡＦＦ-ＳＡＴを

派遣し、農地・農業用施設等の被害調査等の支援を行っている。

なお、令和４年度組織・定員要求において、近年の自然災害の頻発化・激甚化に対応す

るため、地方農政局及び事業所の体制を強化し、農地・農業用施設における災害復旧の迅

速化等に必要な定員12人を確保したところである。

植物防疫所・動物検疫所

（関調査交渉部長（非現業担当））

植物防疫所における新規増員は、19人の要求に対し14人にとどまっている。輸出入検疫

体制の強化や輸出促進等に伴う検疫業務が増加する中、定員枠があっても実員が配置され

ず人員不足が最大の課題となっているが、外国来郵便物の検疫強化や植物防疫法の改正に

伴う業務量の大幅な増加に対しても的確に対応し得る必要な人員や体制が確保されている

のか。

また、削減の割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。

（中村消費・安全局総務課人事企画官）

植物防疫所においては、訪日外国人旅行客増に対応した体制強化のための定員として、

横浜植物防疫所成田支所に５人、神戸植物防疫所関西空港支所に５人、横浜植物防疫所塩

釜支所に１人の新規増員が認められた。また、輸出検査の対応力強化のための定員として

横浜植物防疫所輸出検疫担当及び門司植物防疫所輸出検疫担当に各１人の新規増員、国際

郵便物の検査強化のための定員として横浜植物防疫所東京支所に１人の新規増員が認めら

れたところである。なお、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

った人員となるよう割当てを行ったところである。

人員の配置については、各所の業務執行体制、業務量等を十分精査した上で、適切に対

応するとともに、極めて厳しい採用事情の中、既卒者の採用や選考採用など最大限の努力

を図りつつ、引き続き各所の業務量を勘案しながら人員を調整し、応援体制を維持できる

よう努めてまいりたい。

また、現在、植物防疫制度の見直しに向けた検討を行っているところであるが、必要に

応じ定員要求や人員配置に努めてまいりたい。
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（関調査交渉部長（非現業担当））

動物検疫所における新規増員は、30人の要求に対し23人にとどまっている。海外でのＡ

ＳＦの発生など輸出入検疫体制の強化や輸出促進等に伴う検疫業務の増加、また昨年秋か

ら続く高病原性鳥インフルエンザへの対応等、定員枠があっても実員が配置されず人員不

足が最大の課題となっているが、外国来郵便物に対する検疫強化に伴う業務量の大幅な増

加などに的確に対応し得る必要な人員や体制が確保されているのか。

また、削減の割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。

（中村消費・安全局総務課人事企画官）

動物検疫所においては、訪日外国人旅行客増に対応した体制強化のための定員として、

成田支所に12人、羽田空港支所に３人、中部空港支所に１人、関西空港支所に５人の新規

増員が認められた。また、国際郵便物の検査強化のための定員として横浜本所に１人、輸

出促進のための輸出畜産物検査体制構築のための定員として門司支所に１人の新規増員が

認められたところである。なお、定員合理化については、業務量等の把握を行い、業務量

に見合った人員となるよう割当てを行ったところである。

人員の配置については、各所の業務執行体制、業務量等を十分精査した上で適切に対応

するとともに、極めて厳しい採用事情の中にあって、既卒者を採用するなど、的確な業務

が実施できるよう最大限の努力を行っているところである。

（関調査交渉部長（非現業担当））

植物防疫所及び動物検疫所について、動植物探知犬の増頭に伴い、民間委託によるハン

ドラー業務等以外にも、探知犬が探知した手荷物の確認・検疫など相当量の業務増大が現

場からは報告されているが、それらに対応し得る十分な人員配置となっているのか。

（中村消費・安全局総務課人事企画官）

人員配置については、業務量等を勘案の上適切に対応してまいりたい。なお、探知犬の

増頭に伴い、必要な補助員の配置を行っているところである。

（関調査交渉部長（非現業担当））

植物防疫所及び動物検疫所の2022年度の人事異動に当たっては、組合員の希望を十分尊

重すること。

（中村消費・安全局総務課人事企画官）

人事異動については、本人の意向も参考にしつつ、業務への適性、職務経験等を踏まえ、

適材適所の考え方に従って実施しているところであり、引き続き適切に対応してまいりた
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い。

漁業調整事務所

（関調査交渉部長（非現業担当））

漁業調整事務所については、悪質・巧妙化する外国漁船に対する漁業取締体制を強化す

るとしながら１名の純増にとどまっているが、的確な漁業取締業務の実施に必要な人員や

体制が確保されているのか。

（蓼沼水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

地域的な水産資源管理の取組として、漁業調整事務所に専門官２人の増員が認められた

が、漁業調整事務所に係る定員合理化として、定員事情、業務量を勘案したうえで、１人

の削減を行うこととしており、その結果１名の純増にとどまったものである。的確な漁業

取締業務の実施に向けて必要な人員を配置してまいりたい。

（関調査交渉部長（非現業担当））

漁業取締り時の安全を確保するため、用船における漁業監督指導官の３人乗船体制を目

指し要求していたが、実現可能な人員配置となっているのか。

また、週休日に加え、十分に年次休暇を取得できる状況となるのか。

さらに、乗組員が不測の事態に安心して下船することができるよう、十分な船舶予備員

が確保できたのか。

（蓼沼水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

漁業取締体制の強化を図るとともに漁業取締時の安全を確保するため、漁業監督指導

官の３人乗船を目指して要求したところ、今年度においては増員は認められなかったと

ころであるが、引き続き複数名の乗船体制の整備に努めてまいりたい。

また、年次休暇等については、計画的に取得するよう促しているところである。

船舶予備員については、白鷲丸、鳳翔丸の増隻見合い分として海事職（一）及び海事職

（二）で１名づつ計２名を要求したところ、海事職（二）１名が認められたところである。

今後とも、乗組員の不測の事態に対応できるように船舶予備員の確保に努めてまいりたい。

（関調査交渉部長（非現業担当））

2022年度の人事異動に当たっては、組合員の希望を十分尊重すること。

（蓼沼水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

人事異動に当たっては、本人の意思を尊重しつつ、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。



- 28 -

級別定数改定要求

（関調査交渉部長（非現業担当））

級別定数の査定結果はどうなったのか。

特に、地方農政局の組織再編により管区機関に位置付けられることとなった県域拠点や

北海道農政事務所及び地域拠点、農地事業所の処遇改善が実現できる定数が確保できたの

か。

なお、この間も行政職（二）の運用基準の緩和、海事職（一）及び（二）、医療職（三）

の昇格基準の緩和を求めてきたところである。これらの処遇改善が図られる級別定数改定

が実現するよう、引き続き最大限の対応を要請する。

（河南秘書課長）

全体としては、必要な級別定数が認められたところである。

なお、地方農政局、北海道農政事務所についても、一定の級別定数が認められたところ

であるが、県域・地域拠点や農地事業所等を含め、級別定数の確保に向けて引き続き努力

してまいりたい。

昇格基準の緩和については、行政職（二）、医療職（三）及び海事職にかかる運用基準

の緩和など、弾力的な運用について、引き続き人事院に要望してまいりたい。

（関調査交渉部長（非現業担当））

段階的な定年年齢の引上げが2023年４月からスタートするが、役職定年に伴う役降りに

対し必要となる級別定数は確保できているのか。

（河南秘書課長）

定年年齢の引上げに伴い必要となる級別定数については、令和５年度に向けてその確保

に努めてまいりたい。

人事異動

（関調査交渉部長（非現業担当））

現在、４月期の人事異動に向けて作業が進められていると思うが、人事異動に当たって

は、必要に応じて面談を行うなど丁寧な対応を行うとともに、組合員の理解と納得のもと

に行うこと。

また、転居を伴う人事異動に当たっては、引越業者の確保などに向けた赴任期間の弾力

的運用はもとより、農林水産省として、内示の早期化や人事異動、引越の分散化に取組む

よう重ねて要請する。
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（河南秘書課長）

人事異動に当たっては、人材育成を含めた適材適所の配置となるよう、昨年11月に提出

された職務希望等調書を基に、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、適切に対応してまいりたい。

なお、４月期の人事異動は定年退職者に続く人事が多いことから、業務停滞を生じさせ

ないためにも人事異動が集中することは御理解ありたい。また、転居を伴う異動の場合に

は、赴任期間を有効に活用することや、赴任期間内での引越が困難な場合には延長の申出

ができることについて改めて周知してまいりたい。

（渡邉書記長）

コロナ禍が続く中、今後も厳しい定員事情のもと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が、本日の労使間意見交換会後も我々労働組合との十分な論議の

上、対応するよう求めておく。

また、2022年度の業務運営にあたっては、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の確立が重要となるので、各職域の課題を改善する観点か

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。

（河南秘書課長）

本日は、「令和４年度農林水産予算概算決定」と「令和４年度組織・定員」について意見

交換し、それぞれに貴重な意見をいただいたところである。

今後とも、農林水産業の成長産業化やそれを支える生産基盤の強化等に向けて、本省と

地方機関等が一体となり協力して取り組んでいくことが重要と考えている。

このため、御要請を踏まえ、業務運営上の諸課題を議題とした労使間意見交換会を３月

中旬に行うことを検討したい。

なお、地方農政局等の維持・活性化への対応については、新たな行政ニーズに積極的に

対応する観点から、皆さんとも意見交換をしながら、適切に対応してまいりたい。

（宮長秘書課人事企画官）

以上をもって、令和３年度第２回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


