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平成29年度第１回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成29年９月15日（金）15:10～16：49（99分）

２ 会 場：秘書課研修室（本館７階 ドア№772、774、776）

３ 出席者：

農林水産省 青 山 豊 久 大臣官房秘書課長

同 平 形 雄 策 大臣官房予算課長

同 吉 本 俊 彦 大臣官房地方課長

同 神 井 弘 之 大臣官房統計部管理課長

同 森 重 樹 消費・安全局総務課長

同 谷 村 栄 二 食料産業局総務課長

同 富 田 育 稔 生産局総務課長

同 長 井 俊 彦 経営局総務課長

同 前 島 明 成 農村振興局総務課長

同 松 尾 浩 則 政策統括官付総務・経営安定対策参事官

同 川 合 豊 彦 農林水産技術会議事務局研究調整課長

同 栗 原 秀 忠 水産庁漁政部漁政課長

同 塚 田 孝 二 大臣官房秘書課人事調査官

同 上 杉 和 貴 大臣官房秘書課人事企画官

同 清 水 正 雄 大臣官房秘書課調査官

全農林労働組合中央本部 岡 本 吉 洋 書記長

同 渡 邉 由 一 財政局長兼調査交渉部長（非現業担当）

同 村 上 嘉 則 調査交渉部長（独法担当）

（清水秘書課調査官）

ただいまから、平成29年度第１回労使間意見交換会を開催する。

開会に当たり、青山秘書課長から今回の労使間意見交換会の趣旨について説明する。

（青山秘書課長）

本日は、「平成30年度農林水産予算概算要求の概要」と「平成30年度組織・定員要求」

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。

（清水秘書課調査官）

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。

本日の配付資料は、第１部資料として「平成30年度農林水産予算概算要求の概要」、第

２部資料として「平成30年度組織・定員要求について」である。

これらの資料については、議事要旨とともに農林水産省ホームページと職員掲示板に掲

載するので、予め承知願いたい。
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それでは、まず、「平成30年度農林水産予算概算要求の概要」について、意見交換を始

める。

まず、第１部の出席者を紹介する。

当局側として、青山秘書課長、平形予算課長、吉本地方課長、神井統計部管理課長、森

消費・安全局総務課長、谷村食料産業局総務課長、富田生産局総務課長、長井経営局総務

課長、前島農村振興局総務課長、松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官、川合農林

水産技術会議事務局研究調整課長、栗原水産庁漁政課長、塚田秘書課人事調査官、それに

秘書課調査官の清水である。

職員団体側として、岡本書記長、渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当）、村上調

査交渉部長（独法担当）である。

それでは、「平成30年度農林水産予算概算要求の概要」について、平形予算課長から説

明させていただく。

（平形予算課長）

平成30年度農林水産予算概算要求について説明する。

白本の１ページ、「平成30年度農林水産概算要求の骨子」を御覧いただきたい。

農林水産予算総額については、シーリングに基づく要求上限の２兆6,525億円を要求し

ている。うち公共事業費が8,222億円、非公共事業費が１兆8,303億円である。

対前年度比は、総額では115.0％、公共事業費が120.3％、非公共事業費が112.7％であ

る。

２ページは、公共事業費の一覧である。

農業農村整備事業については、対前年度比123.0％となる、3,793億円を要求している。

また、治山事業について717億円、森林整備事業について1,444億円、水産基盤整備事業に

ついて840億円、農山漁村地域整備交付金について1,189億円を要求している。

続いて、予算概算要求のポイントを説明する。３ページを御覧いただきたい。

平成30年度概算要求については、農林水産業の成長産業化と美しく活力ある農山漁村を

実現するため、「農林水産業・地域の活力創造プラン」等に基づく農政改革を着実に実行

する予算として、８つの柱に沿って要求している。

最初の柱は「担い手への農地集積・集約化等による構造改革の推進」である。

農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化や、機構と連携した基盤整備を加

速化するため、それぞれ増額要求している。

また、農業委員会の活動による農地利用の最適化の推進や、多様な担い手の育成・確保

に必要な予算額をそれぞれ要求している。

２番目の柱は「水田フル活用と経営所得安定対策の着実な実施」である。

平成30年産からの米政策改革を着実に実行するため、「水田活用の直接支払交付金」に

ついて増額要求するとともに、経営所得安定対策についても、所要額を要求している。
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また、収入保険制度について、保険料や積立金の国庫負担など、制度の実施に必要な経

費を新たに要求している。

３番目の柱は「強い農林水産業のための基盤づくり」である。

農林水産基盤整備については、それぞれ増額要求するほか、資料の右側に移り、農林水

産関係施設整備についても、着実に進めていけるよう、必要な予算額を要求している。

また、畜産・酪農経営安定対策について、所要額を要求するとともに、品目毎の生産振

興対策、農林水産分野におけるイノベーションの推進に必要な予算額をそれぞれ要求して

いる。

５ページに進み、４番目の柱は「農林水産業の輸出力強化と農林水産業・食品の高付加

価値化」である。

農林水産業の輸出力強化のため、ＪＦＯＯＤＯによるプロモーション活動への支援等の

ほか、ＧＡＰ拡大の推進や、６次産業化や食育の推進、食品ロスの削減等に引き続き取り

組むため、必要な予算額を要求している。

５番目の柱は「食の安全・消費者の信頼確保」である。

重要病害虫対策や家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止等に必要な予算額をそれぞ

れ要求している。

６番目の柱は「農山漁村の活性化」である。

日本型直接支払に引き続き取り組むとともに、中山間地農業の活性化支援、「農泊」の

推進の加速化や、資料の右側に移り、鳥獣被害防止対策、ジビエ利活用の強化に必要な予

算額を要求している。

７番目の柱は「林業の成長産業化と森林資源の適切な管理」である。

今般、森林の管理経営を意欲と能力のある経営体に集積・集約化する新たなスキームを

措置することとしているが、こうした地域を重点的に支援するため、「林業成長産業化総

合対策」を新たに要求するほか、昨今の山地災害の激甚化や流木被害の拡大にしっかり対

応するため、「治山事業」について増額要求している。

８番目の柱は「漁業の成長産業化と資源管理の高度化」である。

資源管理の高度化と国際的な資源管理を推進するために必要な予算額を要求するほか、

「漁業の成長産業化」に向けた施策、外国漁船操業対策や捕鯨対策等についても、引き続

きしっかりと取り組むため、必要な予算額を要求している。

また、今般の日ＥＵ・ＥＰＡの大枠合意を踏まえ、本年秋を目途に改訂することとされ

た「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に必要な経費については、今後の予算編成過程におい

て検討することとしている。

以上が、平成30年度予算概算要求に係る説明である。

（岡本書記長）
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９月６日に財務省が公表した2018年度一般会計予算概算要求では、各省庁の概算要求が

総額で100兆9千億円となり、４年連続で100兆円を超えている。

今ほど説明があったが、今回の農林水産省の要求は、米の直接支払交付金や行政による

米の生産数量目標の配分の廃止など、大きな変革期を迎える中で、構造改革の推進、日欧

ＥＰＡに係る国内対策などの重要課題に対応するとともに、持続可能な農林水産行政を着

実に推進するために必要な予算要求・要望と受け止めている。

また、最終年度となる組織再編の環境整備や第４期中長期目標期間における各法人の事

務・事業と組合員の雇用・労働条件の確保に必要な予算となる。

今後の予算編成の過程において査定省との厳しい折衝が予測されるが、必要な要求・要

望額が満額確保されるよう最大限の努力を要請する。

私からは以上を申し上げ、今回の概算要求の内容について、それぞれ担当より何点か伺

う。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「平成30年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針」において、義務的経費は引き

続き前年度予算額と同額とされている。次年度予算額が対前年度比115％と大幅に増額と

なっている一方で、超過勤務が増加しており、人件費予算の不足が懸念される。超過勤務

手当や旅費、庁費などを含む業務遂行に必要な予算要求となっているのか。

また、北海道農政事務所の超過勤務手当単価の改善を要求しているのか。

さらに、フルタイムを含む再任用に必要な人件費予算を要求しているのか。

（平形予算課長）

超過勤務手当予算や旅費等については、業務全般の超過勤務の状況等を踏まえ、必要な

予算を要求したところである。

また、北海道農政事務所の超過勤務手当については、増額要求を行ったところである。

フルタイムを含む再任用に必要な人件費予算についても、必要な額を要求したところで

ある。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

非常勤職員の給与について、非常勤職員給与決定ガイドラインの改正内容に沿った、処

遇改善を図るために必要な予算は要求しているのか。

（平形予算課長）

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るが、今回の同指針の改正等も踏まえ、非常勤職員の処遇改

善が図られるよう予算要求を行ったところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

平成30年度予算概算要求では、引き続き成長戦略にかかわる「新しい日本のための優先

課題推進枠」が設定されているが、農林水産省における具体的な要望額の内訳はどのよう

になっているのか。

（平形予算課長）
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本年７月20日に閣議了解された「平成30年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針

について」において、「新しい日本のための優先課題推進枠」は、「人づくり革命」の実

現に向けた人材投資や地域経済等の生産性向上に資する施策をはじめ、「骨太の方針」や

「未来投資戦略」等を踏まえた諸課題に該当するものについて措置するとされている。

当省においては、「農業人材力強化総合支援事業」など、総額4,465億円を要望したと

ころである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「平成30年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針」では、各府省における行政事

業レビューの結果を要求・要望に反映するとしているが、農林水産省においてはどのよう

な事業が対象となったのか。

また、対象事業に係る今後の展開・推進に影響は生じないのか。

（平形予算課長）

平成29年度については、当省において、358の事業を対象として行政事業レビューを実

施した。

この中で、本年６月に開催した公開プロセスにおいては、「環境保全型農業直接支払交

付金」など４事業について「事業内容の一部改善」、「国産農林水産物・食品への理解増

進事業」など３事業について「事業全体の抜本的な改善」という評価結果をそれぞれいた

だいたところである。

当省としては、評価結果を真摯に受け止め、各事業の見直しを行っているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

日ＥＵ・ＥＰＡの大枠合意を踏まえ、本年秋を目途に改定することとされた「総合的な

ＴＰＰ関連政策大綱」の実現に向けた必要な経費については、予算編成過程で検討として

いるなど、本年度予算においても一定の予算補正が想定されるが、その規模や特徴など現

在の見通しについてどのように考えているのか。

（平形予算課長）

現時点において、補正予算について何か具体的な方針が示されている状況にはないが、

今後、政府の補正予算に係る方針が示されることとなれば、それに沿って、当省としても

検討してまいりたい。

なお、今後改訂される「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」の実現に向けた必要な経費につ

いては、概算要求時点では具体的な所要額を見込むことが困難であることから、「事項要

求」として予算編成過程で検討することとしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化をさらに推進するとして事業費を

大幅に増額要求しているが、関連対策の人・農地問題解決加速化支援事業は大幅に減額し

ている。農水省が５月に公表した「農地中間管理機構の活動状況等に関するアンケート調

査結果」において、機構が効果的に機能するためには、関係機関の連携の強化や本格的な

人・農地プランの作成・定期的な見直しに向けた話し合いが必要としているが、この調査

結果が反映されているのか。
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また、地方農政局、北海道農政事務所、県域・地域拠点や国営事業所等など地方出先機

関の役割に変更はあるのか。

（長井経営局総務課長）

農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化の事業については、５月に公表し

た機構の実績やアンケート調査の結果等を踏まえ、官邸本部において確認された対応方針

に基づき、

・ 農業委員会改革と連動した地域の推進体制の強化

・ 土地改良法改正を踏まえた基盤整備との連携強化

等を通じて機構の取組を更に加速化していくために必要な予算を要求したところである。

また、人・農地問題解決加速化支援事業については、地域連絡推進委員の役割を、農業

委員会の農地利用最適化推進委員に30年度までに段階的に移行していくこととしているた

め、30年度は人・農地プランの見直しに向けた話し合いの推進等は最適化推進委員が担い、

機構とも連携して担い手への農地集積・集約化を促進することとしている。

なお、これにより地方出先機関の役割が変更されるものではない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農地中間管理機構関連農地整備事業及び農地耕作条件改善事業についてであるが、担い

手への農地集積・集約化の推進や高収益作物への転換を図るとして新規要求、拡充要求を

しているが、地方農政局、国営事業所等の業務に影響はあるのか。

また、国営農地再編整備事業、公共事業については、農業者の申請・同意・費用負担は

どうなるのか。

（前島農村振興局総務課長）

農地中間管理機構関連農地整備事業及び農地耕作条件改善事業については、担い手への

農地集積の推進や高収益作物への転換を図るため、地方農政局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る。

国営農地再編整備事業の申請については、他の事業と同様に土地改良法に基づいた手続

きが必要となる。また、費用については、国が３分の２、残りを都道府県、市町村、農業

者が負担することになる。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農業人材力強化総合支援事業について、旧新規就農・経営継承総合支援事業であるこの

事業は、年々増額要求となり、次年度に向けては対前年約57億円増の259億円となってい

るが、研修生数や就農継続状況などこの間の実績はどのようになっているのか。

（長井経営局総務課長）

平成28年度の農業次世代人材投資資金の交付対象者数は、就農に向けた研修を受けてい

る者に対する資金、いわゆる準備型が2,461人、経営開始直後の青年就農者に対する資金、

経営開始型が12,318人となっており、平成28年10月時点で本資金の交付終了後に就農を継

続している者は、準備型で94％、開始型で97%となっている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）
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農業支援外国人適正受入サポート事業について、国家戦略特区制度で創設される「農業

支援外国人受入事業」において、関係地方公共団体と地方農政局をはじめとする国の行政

機関が適正受入管理協議会を共同設置し、外国人材の受入サポート体制の構築等を支援す

るため、１億８千万円を新規要求しているが、窓口の設置等の相談対応に地方農政局、北

海道農政事務所、県域・地域拠点はどのように関わるのか。

（長井経営局総務課長）

「農業支援外国人受入事業」においては、関係地方公共団体が事務局となり、国の機関

と共同で適正受入管理協議会を設置し、外国人農業支援人材を直接雇用する特定機関いわ

ゆる受入企業を直接管理する仕組みとすることとしており、当該協議会には、事業所管の

立場から地方農政局も構成員として参画することとしている。

地方農政局においては、関係機関と連携・分担して、特定機関を希望する受入企業の基

準適合性の確認、特定機関に対する巡回指導、監査、派遣先農業経営体に対する現地調査

等を実施することとなると考えている。

なお、北海道農政事務所に関しては、管内で国家戦略特区に指定されている区域はなく、

本事業に係る特区提案もなされていないと聞いている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農林水産業における女性の活躍推進を図るため、対前年145億円増、35％増となる554億

円を要求し、女性が変える未来の農業推進事業や６次産業化支援対策など、様々な事業を

展開するとしているが、地方農政局、北海道農政事務所、県域・地域拠点の役割はどのよ

うになるのか。

（長井経営局総務課長）

地方農政局、北海道農政事務所、県域・地域拠点については、事業そのものの実施には

直接関与しないものの、引き続き、農業女子プロジェクトの推進等各地域の女性農業者の

活躍支援について、ご協力をお願いしたいと考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

米政策の見直しに伴い、2018年産米から国による生産数量目標の配分を廃止し、産地主

体で需給調整を行う仕組みとなると同時に、米の直接支払交付金、前年、714億円要求が

廃止となることにより、生産現場の混乱が懸念される。持続可能な農業を実現するために

は、農業者が安心して生産に取り組める所得の維持・確保が必要と考えるが、具体的な予

算要求となっているのか。

（松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

米農家の所得確保については、これまでも水田活用の直接支払交付金ついて、単価体系

を維持するとともに、必要な予算額を確保してきたところである。

30年度予算概算要求においても、単価体系を引き続き維持した上で、現場の取組が十分

に行われる水準の予算額が確保されるよう要求してまいりたい。

このほか、ゲタ対策、ナラシ対策に関しても、必要な額を概算要求に組み込んでおり、

必要な予算は引き続きしっかりと要求してまいりたい。
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

経営所得安定対策、水田活用の直接支払交付金事務の実施に当たり、必要な非常勤職員

の雇用経費や超過勤務手当は確保されているのか。

（松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

経営所得安定対策等交付金事務の実施に必要な非常勤の雇用経費や超過勤務手当は、庁

費として必要な額を概算要求に組み込んでおり、必要な予算は引き続きしっかりと要求し

てまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農業災害補償法の改正に伴いスタートする収入保険制度をスムーズに実施するため、新

規に531億円を要求している。実施主体は、全国農業共済組合連合会等となるが、先の通

常国会において修正された同法律は、「農業者の加入促進」や「事業の円滑な実施」にあ

たり、国や行政庁のフォローアップが盛り込まれている。本省や地方農政局等による具体

的なフォローアップをどのように考えているのか。

（長井経営局総務課長）

｢農業災害補償法の一部改正法｣においては、収入保険制度に関し、「国は、農業者の

農業保険への加入が促進されるよう、農業者の適切な選択に資する情報の提供等に努め

るもの」とされている。これについては、本省は、全国連合会が行う、本制度と類似制

度の掛金・補塡金を比較するシミュレーションシステムの整備に対する支援等を行うこと

としている。地方農政局等においては、引き続き、現場と農政を結ぶ通常業務の一環とし

て、本制度の周知や問い合わせへの対応を行うことにより、農業共済団体が行う加入促進

の取組を側面的に支援していくものと考えている。

また、同法において、「行政庁は、全国連合会に対し、農業経営収入保険事業の効率

的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるもの」

とされていることについては、本省から全国連合会に対し、収入保険制度の実務に関する

研修をはじめ、事業運営に関する指導・助言等を行うことを想定しており、地方農政局等

における対応は想定していない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農業農村整備事業関係予算は、どのような内容となっているのか。また、国営土地改良

事業所等の予算はどのようになっているのか。

（前島農村振興局総務課長）

農業農村整備事業の関係予算について、平成30年度概算要求では、農業農村整備事業本

体の3,793億円のほか、関連事業として農山漁村地域整備交付金のうち農業農村整備分と

して820億円、及び関係非公共事業、農地耕作条件改善事業407億円を合計し、対前年度比

125％となる5,020億円を要求したところである。

また、国営土地改良事業に係る予算については、事業の着実な推進を図る観点から対前

年度比111％の1,209億円を要求しているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）
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地方農政局及び国営土地改良事業所等については、欠員の増加や予算増加に伴う前倒し

発注などにより業務量が増加しているのに対し、必要な要員が配置されていないため慢性

的な超過勤務が発生している。農業農村整備事業費が昨年に引き続き大幅に増額要求され

ているが、不払い残業を生じさせないために必要な超過勤務予算の増額を要求しているの

か。

さらに、実効ある超過勤務縮減が課題となっている中で、工事の発注・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を要求しているのか。

（前島農村振興局総務課長）

超過勤務手当については、時間数を増要求しているが、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。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必要な事務費

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てまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

国営土地改良事業所等では、各事業所等から被災地支援業務に出張対応しているが、次

年度以降の見通しはどうか。また、必要な旅費等を要求しているのか。

（前島農村振興局総務課長）

被災地の復旧・復興の状況や被災地の要望等を踏まえて判断することになるが、被災地

への支援は引き続き必要となると考えられる。

また、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てまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

事業所等の新設に伴う宿舎等、必要な予算は確保されているのか。

（前島農村振興局総務課長）

事業所等の新設に伴う営繕宿舎費等の事務費については、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。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

畜産生産能力・体制強化推進事業、自給飼料の生産拡大について、家畜の能力向上と飼

養環境の整備、さらには自給飼料の生産拡大を図るため、それぞれ増額要求しており、特

に、畜産能力・体制強化推進事業は、対前年1.7億円増、42％増となっている。事業主体

は、農業者集団や民間団体となっているが、所管法人である家畜改良センターの役割はど

うなるのか。

（富田生産局総務課長）

畜産生産能力・体制強化推進事業は、平成29年度予算の多様な畜産・酪農推進事業の事

業内容に肉用牛肥育経営の一貫化や地域内一貫生産を推進する取組を拡充して要求してい

るものである。家畜改良センターについては、今回拡充する内容に伴う業務の増加は想定
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していない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農業生産関連事業の事業再編・事業参入の支援について、支援のための財政投融資枠と

して従来のＡ－ＦＩＶＥによる出融資に加え、(株)日本政策金融公庫による融資枠、5400

億円の内数が大幅に増額されているが、本省各部局における業務に影響はあるのか。

（谷村食料産業局総務課長）

30年度においても、29年度と同様に、農業競争力強化支援法に基づき事業再編計画・事

業参入計画の認定を受けた農業生産関連事業者等に対し、Ａ－ＦＩＶＥを通じた出資等や

（株）日本政策金融公庫を通じた長期低利融資による支援を行うこととしている。

食料産業局においては、この支援法に係る事業再編計画に係る制度の周知や計画認定の

業務を行うこととしており、今後、業務の内容が制度の周知から計画認定へと徐々にシフ

トしていくことが見込まれるが、事業再編計画等においては、公庫の融資やＡ－ＦＩＶＥ

の出資の活用も想定している。

今回、増額要求となっている日本公庫による融資枠やＡ－ＦＩＶＥの出資枠は当省の施

策全体に係るものであり、これらの枠の大きさは当局が行う支援法の業務量に比例するも

のではないが、業務量の動向については引き続き注視してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農業競争力強化支援法に基づく施策の実施状況や効果把握のための調査を民間委託で実

施するとして、２億円の新規要求をしているが、調査設計や指導などはどこの部署の担当

となるのか。また、地方農政局、北海道農政事務所、県域・地域拠点の役割はどうなるの

か。

（富田生産局総務課長）

本事業による生産資材の供給及び農産物流通の状況の調査は、主管課である生産局技術

普及課において執行することとしているが、調査の設計や委託先に対する指導については、

調査項目に応じ、省内の関係課の協力を得ることとなる。

本事業については、地方農政局等に事務を分担することは考えていないが、調査対象と

なる農家、農業生産関連事業者から都道府県等を通じ問合せがあった場合には、本事業の

趣旨等を説明し、調査に協力するようお願いいただきたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

目標を明確にした戦略的な技術開発と社会実装の推進について、農林漁業者のニーズに

即した研究・技術開発の推進とその成果を速やかに社会実装していくため、対前年36億円

増、39％増の128億円を要求し、その実施主体を民間団体や農研機構としている。特に、

技術会議や農研機構における役割はどうなるのか。また、先般、本省内に開設された「農

研機構東京連絡室」との関係性について伺う。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

平成30年度予算概算要求においては、目標を明確にした戦略的技術開発及び研究成果の

社会実装の加速化において、36億円の増額を要求している。このうち、「戦略的プロジェ



- 11 -

クト研究推進事業」は民間団体等への委託事業として実施するほか、「知の集積と活用の

場によるイノベーション創出推進事業」は農研機構、高度先端型技術実装促進事業等は民

間団体等がそれぞれ事業実施主体となっている。

「農研機構東京連絡室」については、農林水産省内の関係部局との連絡調整及び首都圏

の企業・大学との研究開発の連携、成果移転促進業務を円滑に行うために設置したもので

あり、今後の予算執行においての連絡調整の場として有用なものとなるよう関係を密にし

てまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農林水産業の輸出力強化について、国産農林水産物・食品の輸出促進による輸出額１兆

円の目標達成のため、地方農政局、北海道農政事務所、県域・地域拠点における役割はど

のようになるのか。

（谷村食料産業局総務課長）

平成31年の農林水産物・食品の輸出額１兆円目標の達成のためには、地方農政局、北海

道農政事務所、県域・地域拠点において、放射性物質に関する輸出証明書の発行業務を行

っていただくとともに、ＪＥＴＲＯ、日本貿易振興機構の地方事務所や自治体などの機関

とも連携しながら、輸出に関する情報提供も含め輸出に取り組む事業者をサポートしてい

ただくことが重要。

具体的には、地方農政局及び北海道農政事務所に設置している輸出相談窓口において、

事業者等から寄せられる相談に対し、その場で答えられるものはお答えいただきつつ、必

要に応じて、本省関係部局に速やかにお繋ぎいただくなどの対応を行っていただきたい。

また、現在輸出拡大に向け、本省からも各都道府県担当が出張し、事業者を訪問してい

るところであるが、地方農政局及び北海道農政事務所においても、日頃より管内の事業者

の情報を収集し、新たな案件形成につながるよう、事業者の訪問、課題の把握、商談会や

支援事業の紹介、バイヤーの紹介等を積極的に行っていただきたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

輸出促進に資する動植物検疫等の環境整備として大幅に増額要求しているが、具体的な

環境整備とは何なのか。また、植物防疫所及び動物検疫所の業務にはどのような影響があ

るのか。

（森消費・安全局総務課長）

植物防疫所では、近年諸外国から急増している種苗類の病原菌を対象とした輸出時の室

内検定要求について、一連の作業実施の効率化を図るため、必要な検定法の構築を行い、

室内検定の実施を早期に可能とするための経費等を増額要求している。

動物検疫所では、輸出相手国・地域の輸入規制緩和や撤廃に向けた輸出環境整備を進め

ることとし、我が国へ家畜伝染病が侵入し、国内発生及びそれに伴う輸出停止を防ぐべく、

適正な輸出入検査を実施するため、検疫探知犬増頭による水際検査強化、増加する繁殖用

雌牛の輸入に際しての確実な検査実施及び輸出システムの見直しによる申請手続の簡素化

のための経費を要求している。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）
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輸出強化、さらにはＪＡＳ法の改正などに伴い、規格・認証、知的財産の戦略的活用の

推進として、対前年15億円増（359％増）の19億円の予算要求となっているが、所管法人

であるＦＡＭＩＣの役割はどうなるのか。

（谷村食料産業局総務課長）

本年６月のＪＡＳ法及びＦＡＭＩＣ法の改正により、我が国の強みをアピールできる多

様なＪＡＳ規格・認証の制定・活用と国際化を推進していくこととしており、これに関連

して、規格・認証、知的財産の戦略的活用の推進の予算要求のうち、「新たな種類のＪＡ

Ｓ規格調査委託事業」として9､000万円（前年度4,500万円）を要求している。

本年度事業において、ＦＡＭＩＣは、民間団体が行う規格素案の作成について、民間団

体の要請に応じてサポートを行っているものと承知しており、来年度も同様のサポートを

行うことを期待している。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

国際水準ＧＡＰに取り組む農業者の拡大に向け、生産現場への周知や指導体制を構築す

るとして９億円を新規要求している。特に、平成30年度中に国際水準ＧＡＰの指導員数を

1000名以上育成確保するとしているが、地方農政局、北海道農政事務所、県域・地域拠点

における役割はどうなるのか。

（富田生産局総務課長）

平成30年度予算概算要求においては、ＧＡＰの指導員・審査員の育成、農業者等の認証

取得等を支援することとし、特に、指導員の育成確保については、「ＧＡＰ取組・認証拡

大推進交付金」を都道府県に交付し、都道府県が主体的にその育成確保を推進していただ

くこととしている。

地方農政局、北海道農政事務所、県域・地域拠点におかれては、引き続き、国際水準Ｇ

ＡＰの取組・認証拡大に向け、施策情報の提供、パンフレット等を用いた周知活動、現場

における取組情報の収集等に取り組んでいただきたい。

また、このような取組が円滑に進められるよう、研修会の開催等、国際水準ＧＡＰに関

する知識習得の機会を用意したいと考えており、是非ご活用いただきたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

食育の推進と国産農林水産物の消費拡大第３次食育推進基本計画の目標達成に向けて、

食育活動の全国展開事業や地産地消をはじめとした食育の推進など大幅な増額要求をして

いるが、地方農政局、北海道農政事務所の役割はどのようになるのか。

（森消費・安全局総務課長）

食育活動の全国展開事業については、実践的な食育推進方策の検討を行うための拡充を

行っているが、当該検討は本省で行うため、地方農政局、北海道農政事務所の役割に変更

はない。

（谷村食料産業局総務課長）

地産地消をはじめとした食育の推進については、平成29年度地域の魅力再発見食育推進

事業と同じ内容の事業を、食料産業・６次産業化交付金のメニューのひとつに位置づけて
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要求するものであり、６次産業化交付金全体として増額要求している。

また、地方農政局及び北海道農政事務所は、今年度の事業においても、事業の周知及び

実施手続き等を担っていただいており、30年度についてもその役割は、概ね変更はない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農薬等の生産資材の安全と品質の確保、安定供給を図り、農薬の再評価制度の導入に向

けた取組を進めるため、対前年７千万円増の４億１千万円の予算要求を行っている。その

取組にあたり、農薬登録情報システムを設計するとしているが、地方農政局、北海道農政

事務所、所管法人であるＦＡＭＩＣの役割はどうなるのか。

（森消費・安全局総務課長）

農薬の再評価制度の導入に向けた取組を進めるため、農薬登録システムの設計に必要な

経費として、平成30年度に2,300万円を要求しているところである。この執行の際には、

本省が民間企業等に役務として発注することを想定しており、地方組織等の負担が増加す

ることはない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

輸出入検査体制の強化、植物病害虫の国内侵入・まん延防止対策強化、新たに設置され

るＬＣＣターミナル等による新規就航・増便や外国クルーズ船寄港による訪日外国人旅行

者の急増などにより検疫業務量が大幅に増加するなか、応援体制や職員の超過勤務によっ

て業務に対応しているところであるが、必要な旅費、超過勤務手当や官用車などの機動力

の確保はしているのか。

また、女性職員が働きやすい職場環境の整備に必要な予算は確保されているのか。

（森消費・安全局総務課長）

業務に必要な旅費、超過勤務手当、官用車などの機動力の確保及び職場環境の整備に必

要な予算については、植物防疫所全体の予算の中で必要額を確保し、業務に支障が生じな

いよう適切な予算執行を行ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農産物の輸出促進を図るため、集荷地・栽培地、卸売市場等における輸出検査の体制強

化を図るとしているが、集荷地・栽培地検査などに必要な旅費は確保されているのか。ま

た、集荷地等検査は昨年に比べどのくらいの増加となっているのか。

（森消費・安全局総務課長）

集荷地・栽培地検査などに必要な旅費については、植物防疫所全体の予算の中で必要額

を確保している。

なお、集荷地検査は平成27年が全国で12,457件、平成28年が16,257件と前年の1.3倍と

なっており、また、栽培地検査は平成27年が全国で23,626件、平成28年が22,788件と前年

から微減となっている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

人や物を介した口蹄疫等の伝染性疾病の我が国への侵入を防止するため、入国者への質
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問や携帯品の消毒の実施、検疫探知犬の増頭、繁殖雌牛の輸入需要急増、ＬＣＣターミナ

ル等による新規就航・増便や外国クルーズ船の寄港などによる訪日外国人旅行者が急増し、

検疫業務量が大幅に増加するなか、応援体制や職員の超過勤務によって業務に対応してい

るところであるが、必要な旅費、超過勤務手当予算は確保しているのか。また、女性職員

の働きやすい職場環境整備に必要な予算は確保されているのか。

（森消費・安全局総務課長）

動物検疫所では、適切な検疫業務遂行のための旅費を確保するとともに、入国者への口

頭質問や携帯品の消毒の実施、検疫探知犬の増頭、繁殖用雌牛の輸入需要急増、ＬＣＣタ

ーミナル等による新規就航・増便や外国クルーズ船の寄港などによる訪日外国人旅行者の

急増などによる検疫業務量の増加に対応できるよう必要な超過勤務手当の予算要求を行っ

ているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

来年度においても検疫探知犬の増頭を要求しているが、頭数、配置先空港、ハンドラー

の民間委託など具体的な内容はどのようになっているのか。

（森消費・安全局総務課長）

平成30年度予算では、羽田空港において検疫探知犬及びこれとペアとなるハンドラーに

よる検疫探知犬ハンドリング業務を新たに２頭分、民間に委託するための予算要求を行っ

ているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

輸入食品の産地偽装等が後を絶たない中、食品表示監視業務において産地偽装等の取り

締まりを強化していくことが必要としているが、地方農政局、北海道農政事務所、県域・

地域拠点における監視業務の実施体制をどのように強化するのか。

また、加工食品の原料原産地制度の円滑な導入、適正な表示の推進を図るとしているが、

原産地判別のための科学的分析や各都道府県内事業者に対する対応方法の周知にあたり、

地方農政局、北海道農政事務所、県域・地域拠点、所管法人であるＦＡＭＩＣの役割をど

のように考えているのか。

（森消費・安全局総務課長）

産地偽装取締りを強化するため、より高い精度の科学的分析による原産地判別を食品表

示監視業務に活用することとしており、これにより、地方農政局等における監視・取締り

業務を効果的かつ効率的に行うことができると考えている。

また、加工食品の原料原産地表示制度の円滑な導入のためには、先ずは、理解不足によ

る誤表示が発生しないよう食品関連事業者の周知が重要であるため、各地方農政局、北海

道農政事務所、東京都・大阪府・福岡県拠点のほか、ＦＡＭＩＣに新制度の相談窓口を設

置するとともに、地方農政局等の広域監視官が工場等に巡回調査を行う際等にパンフレッ

トを配布すること等により、新制度の周知を図っていくこととしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

環境保全型農業直接支払交付金の交付対象について、本年度より国際水準ＧＡＰに取り
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組むことを要件とするなど大幅な変更となっており、これまでの各自治体認証や農業者等

の取組に支障や混乱が生じることが懸念されるが、どのように考えているのか。また、地

方農政局、北海道農政事務所、県域・地域拠点の業務にどのように影響するのか。

（富田生産局総務課長）

「ＧＡＰの実践」の要件化については、認証取得を課すものではなく、あくまでも、指

導員の指導の下でのＧＡＰの実践とその確認とする方向としているが、詳細な運用につい

ては、各都道府県から提出していただいたご意見も踏まえ、財務省と調整していく考えで

ある。

いずれにせよ、地球温暖化防止や生物多様性保全に係る営農活動を行い、環境保全型農

業を実践されている意欲のある方が今後取り組めなくなるということがないような仕組み

とすることを考えている。

また、地方農政局、北海道農政事務所、県域・地域拠点においては、引き続き、制度の

見直し内容についての情報提供、周知活動、現場における御意見の収集等に御協力をお願

いしたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

中山間地農業ルネッサンス事業について、中山間地農業に対する多くの支援事業の優先

枠設定により、前年対比100億円増の500億円を要求しているが、中山間地の農業者等がよ

り支援を受けやすくなる仕組みとなっているのか。

また、多くの支援事業の優先枠設定の中、事業実施主体は都道府県等、農業者団体等と

しているが、本省・地方農政局等の各庁・各局等の連携・窓口体制をどのように考えてい

るのか。

（前島農村振興局総務課長）

地域の所得向上に向けた計画を進化させる取組を支援するとともに、支援事業の優先枠

の拡大にあわせ面積要件などの優遇措置を講ずることとしている。また、本省においては

地域振興課が、地方農政局においては農村計画課が、窓口となって、関係部局等と連携・

調整してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「農泊」を推進し、農山漁村の所得向上を実現し、農山漁村の活性化を図るとして前年

対比50%増の75億円を要求しているが、地方農政局、北海道農政事務所、県域・地域拠点

の役割はどのようになるのか。

（前島農村振興局総務課長）

農泊の推進については、農山漁村の所得向上を実現し、農山漁村の活性化を図るため、

農泊の推進に意欲を有する地域に対して農山漁村振興交付金により支援することとしてお

り、交付金の審査等は、本省及び地方農政局で行うこととしている。

なお、農泊地域を500地域創出する上では、各都府県、市町村の首長等への働きかけも

重要であることから、各地方農政局毎に農泊推進チームを組織して働きかけ等を行ってお

り、県域・地域拠点の地方参事官も参画し、連携して推進を行っている。また、北海道農

政事務所では具体的な事務を想定していない。
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

ジビエ倍増モデル整備事業などジビエ利用を拡大・推進するとして、大幅な増額要求し

ているが、地方農政局、北海道農政事務所の役割はどのようになるのか。

（前島農村振興局総務課長）

野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため鳥獣被害防止総合対策交付金により支援

することとしており、地方農政局で交付金の審査等を行うことになる。北海道農政事務所、

県域・地域拠点における事務は想定していない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

漁業取締まりの強化として、207億円の大幅な増額要求を行い、用船の確保など漁業取

締体制の維持強化を図るとしているが、増船数や配船港などの具体的な内容はどのように

なっているのか。

（栗原水産庁漁政課長）

平成30年度予算要求において、官船については、白嶺丸の代船建造を開始し、用船につ

いては、500トンクラス１隻を増隻する他、1000トンクラスの大型船及び500トンクラスの

中型船を代船する予算を計上している。

なお、増隻する用船については、本庁に配属し、全国で行動させることを想定している。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

地方農政局等における官用車の長距離運転が常態化していることから、安全対策を強化

するため現場実態を踏まえたライトバン型車両の機能性向上や乗用車型車両の購入などに

必要な予算要求を行っているのか。

（吉本地方課長）

平成30年度予算概算要求において、各農政局等の要望を踏まえ、ライトバン型車両等の

更新にあたり、エアバッグ、ＡＢＳ等を標準装備した車両を必要台数要求しているところ

である。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

開門によらない基金による和解に速やかに対応できるよう予算措置要求しているが、諫

早湾干拓開門事務所の廃止が予定される中で、どの部署で担うのか。

（前島農村振興局総務課長）

開門によらない基金による和解に速やかに対応するため、基金管理団体の設立・運営や

基金活用に向けた調査・活用方策の検討等を行うため、九州農政局農村振興部農地整備課

の体制を強化することとしている。

（村上調査交渉部長（独法担当））

国立研究開発法人及び中期目標管理法人における職員の賃金改定の原資については、次

年度の予算で措置されることになっているが、行政執行法人と同様に当該年度で措置され
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るよう要求しているのか。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

現行の予算要求ルールにおいては、賃金改定分について次年度に予算措置されていると

ころである。

（村上調査交渉部長（独法担当））

所管法人の施設整備費補助金について、各法人からの要求を満額計上しているのか。特

に、法人の中には耐震化に未対応の施設の使用を余儀なくされているが、職員の安全確保

のために確実に対応できる予算要求をしているのか。

また、東日本大震災以降に施設整備費補助金が大幅な減額となったままであり、各法人

の事務・事業の遂行に影響を及ぼしている。施設整備費補助金については、整備法に係る

衆参農水委において、全会一致で採択された附帯決議にある「各法人の老朽化の著しい施

設、研究機材については、災害対策及び国際競争力の観点からも、早急に対策を講ずるこ

と」を踏まえるとともに、法人のミッション達成と研究成果の最大化のための十分な予算

を要求しているのか。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

独立行政法人への運営費交付金及び施設整備費補助金については、第４期中長期目標・

計画等の達成に向け各法人の業務に支障がないよう、事務・事業の推進をはじめ、老朽化

施設等の修繕及び防災対策の一環として研究施設の耐震化など必要な予算の確保に努めて

まいりたい。

（村上調査交渉部長（独法担当））

2018年４月から改正労働契約法第18条による無期転換ルールが施行される。法人の組織

運営上、契約職員は必要不可欠であり、有期雇用労働者の雇用安定は社会的な要請でもあ

ることから、契約職員等の雇用に係る必要な予算を別枠で要求するよう求めてきたが、ど

のような要求となっているのか。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

契約職員等の雇用については、各法人において判断することとなる。

農林水産省としては法人の業務運営に支障が生じないよう必要な予算の確保に努めたい。

（村上調査交渉部長（独法担当））

法人内の除染対策の進捗状況について、予定どおり終了したとの理解で良いか。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

法人内の除染対策については、平成29年９月上旬で完了したところである。

（清水秘書課調査官）

以上をもって、第１部を終了する。

当局側として第１部のみの対応となる平形予算課長、神井統計部管理課長、谷村食料産

業局総務課長、松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官は退席し、第２部の出席者で
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ある上杉秘書課人事企画官が着席する。

（清水秘書課調査官）

それでは、第２部を始める。

「平成30年度組織・定員要求について」、上杉秘書課人事企画官から説明させていただ

く。

（上杉秘書課人事企画官）

平成30年度組織・定員要求については、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づ

き、農林水産業の成長産業化に向けて、農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応するた

め、農業の競争力強化、農山漁村の活性化、林業の成長産業化、水産業の成長産業化の大

きく４つの観点から所要の体制整備を図るための要求を行っている。

組織については、鳥獣被害対策の担い手確保、捕獲の一層の推進等に取り組むため、仮

称であるが鳥獣・農村環境課の設置を要求している。

定員については、期限付き８人を含む394人を要求しており、その内訳は、農業の競争

力強化が201人、農山漁村の活性化が26人、林業の成長産業化が98人、水産業の成長産業

化が69人となっている。

なお、地方出先機関においては260人を要求しており、この中には、東京オリンピック

・パラリンピック対策や平成29年九州北部豪雨の復旧への対応の期限付きの要求６人が含

まれている。

（岡本書記長）

今回の組織・定員要求については、農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応するため

の体制を整備する要求と受け止めている。

しかし、各職場の実態を踏まえ提出した2018年度予算概算、組織・定員要求に関する要

請書や夏季要求書において大幅な新規増員要求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。農林水産省が掲げる諸施策の展開に伴う事務・事業を効率的かつ

効果的に遂行するためには、今回の組織・定員要求を確実に確保することが必要である。

あわせて、先の夏季要求に対する回答交渉において、４月以降の業務運営及び組織再編

の点検結果を踏まえた改善を求め、各原局から当局見解が示されたところであるが、人員

不足が最大の課題となっている中で、本年度の円滑な業務運営体制を確立することが重要

である。

私からは以上を申し上げ、今回の組織・定員要求の内容について、担当より何点か伺う。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

生産資材コストの低減、収入保険制度の導入のための体制を強化するとしているが、具

体的にどのような組織体制を考えているのか。

（富田生産局総務課長）

農業資材の低価格での供給に必要な措置等を定めた農業競争力強化支援法が８月１日付

けで施行されたところであり、農林水産省としては、同法に基づき、事業再編計画の認定
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を受けた資材メーカー等に対し、税制・金融上の優遇措置を設ける等の支援を行うととも

に、生産資材の供給状況や関連施策の実施状況を調査・把握し、随時施策の見直しを行っ

ていくこととしている。

このため、同法の省全体の窓口を担うこととなった生産局技術普及課において、事業再

編計画の認定、生産資材に関する調査等の新たな業務を担う人員を要求しているところで

ある。

（長井経営局総務課長）

平成30年4月1日の法施行に合わせて、現在、農業共済に関する事務を所管している経営

局保険課に、新たに仮称であるが「農業経営収入保険室」を創設することとしている。

当室においては、収入保険制度に関する企画及び推進、保険料率の算定、収入保険制度

の実施主体となる全国連合会の指導監督等の業務を総合的に行うこととしており、収入保

険制度の円滑かつ適切な実施に努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

昨年に引き続き、農林水産物・食品輸出額の１兆円目標の達成に向けて、ＧＡＰ取得の

推進、動植物検疫等の体制を強化するとしているが、具体的にどのような組織体制を考え

ているのか。

（富田生産局総務課長）

農業の持続性を確保する取組である国際水準ＧＡＰの推進は、輸出拡大、農業者の経営

力強化等の観点から極めて重要であり、農産分野においては、各県のＧＡＰ指導体制の構

築や日本発ＧＡＰの国際承認に向けた推進体制の構築に必要な人員を要求しているところ

である。

畜産分野においても、本年３月31日に日本版畜産ＧＡＰの基準書が公表され、ＧＡＰの

認証取得等の推進が急務となっていることから、農産分野と同様、ＧＡＰ審査員・指導員

の確保及び畜産農家のＧＡＰの取得推進等に必要な人員を要求しているところである。

（森消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、訪日外国人旅行者への対応、栽培地・集荷地での輸出検疫の確

実な実施のため、増加する業務量を踏まえて、必要な組織・定員要求を行っているところ

である。

動物検疫所においては、畜産物の輸出量増加に合わせ多様化かつ増大する検疫業務に対

し適切に対応するとともに、申請者の負担軽減ができるよう、必要な組織・定員要求を行

っているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

土地改良事業による競争力強化を図るため、事業推進体制及び農地・農業用施設に係る

災害対策体制を強化するとしているが、具体的にどのような組織体制を考えているのか。

（前島農村振興局総務課長）

土地改良事業による競争力強化を図るため、土地改良事業による農地の大区画化・汎用

化、畑地かんがい等の整備を推進するとともに、地元営農推進組織と連携・調整し、生産
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コストの低減及び高収益性作物等の導入・普及に向けた取り組みを推進するための体制強

化を、地方農政局、建設事業所において行う。

また、農地・農業用施設に係る災害対策体制を強化するため、改正土地改良法に基づき、

国及び地方公共団体が自らの判断により行う農業用用排水施設の耐震化対策を効率的かつ

効果的に推進するための体制強化や国土強靱化基本計画に基づき、地方公共団体による国

土強靱化地域計画の策定を推進するための体制強化を、農林水産本省、地方農政局、調査

管理事務所において行う。

その他、農業用用排水施設の突発事故対策として、改正土地改良法に基づき事故後の迅

速な施設復旧を図るための体制強化及び国営造成施設の監視強化により事前の補修等の対

策を推進するための体制強化を、農林水産本省、地方農政局、調査管理事務所において行

う。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

鳥獣被害対策の担い手確保、捕獲の一層の推進等に取り組むため、鳥獣・農村環境課

（仮称）を設置するとともに、捕獲鳥獣の利活用、ジビエ活用等の推進のための体制を強

化するとしているが、具体的にどのような組織体制を考えているのか。

（前島農村振興局総務課長）

鳥獣の捕獲強化として被害対策技術等の開発・改善、技術の普及並びに、ジビエ等の利

用拡大としての処理加工施設の整備・運営、処理加工、流通の各段階、安全性・衛生管理

の確保等、現場から求められる方策・実践において的確に支援・指導を行うための体制強

化を農林水産本省、地方農政局において行う。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「農泊」をビジネスとして取り組む地域を加速的に創出するための体制を強化するとし

ているが、具体的にどのような組織体制を考えているのか。

（前島農村振興局総務課長）

「農泊」をビジネスとして早期に自立させるためには、

・「儲かる」体制の確立、

・ 地域の「宝」の磨き上げ、

・ 地域の取組を「知って」もらう機会の創出

が必要であり、農林水産省本省、地方農政局において、これらの取組を着実に実施するた

めの体制強化を行う。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

資源管理を図りながら、水産業の成長産業化を図っていくため、太平洋クロマグロ等の

資源管理、悪質・巧妙化する外国漁船の漁業取締り体制を強化するとしているが、具体的

にどのような組織体制を考えているのか。

（栗原水産庁漁政課長）

太平洋クロマグロ等の資源管理については、国際約束を遵守するために法令に則したＴ

ＡＣ管理移行に必要な定員要求を行っている。
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漁業取締体制の強化については、用船に乗船する漁業監督官を現行の２人から３人体制

となるよう順次増員に必要な定員を要求しており、官船は、取締船の安全運航の確保、実

効ある監視・取締体制の強化を図るため、必要な定員要求を行っている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

新規増員要求の内訳を部局・機関別毎に示すこと。また、時限要求は８人としているが、

その内訳と理由、時限年次、前年度要求数30人より減少した理由を示すこと。

（上杉秘書課人事企画官）

部局・機関別毎の新規増員要求数については、本省庁は、大臣官房 ４人、消費・安全

局10人、食料産業局19人、生産局19人、経営局２人、農村振興局18人、政策統括官２人、

技術会議事務局４人、林野庁11人、水産庁45人うち期限付き２人、地方出先機関は、植物

防疫所26人、動物検疫所37人うち期限付き２人、動物医薬品検査所１人、地方農政局50人、

農地事業所35人、森林管理局及び森林管理署87人うち期限付き４人、漁業調整事務所24人

である。

期限付きの要求については、平成32年度期限が東京オリンピック・パラリンピック対策

で２人、輸出証明書の発給事務の体制整備で２人、平成34年度期限が平成29年九州北部豪

雨の復旧で４人の計８人である。

なお、平成29年度要求においては、平成28年度熊本地震の災害復旧のための期限付き要

求を多数行ったものである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農林水産技術会議事務局の新規増員は４人となっているが、筑波産学連携支援センター

の増員要求はどうなっているのか。特に、共済組合に関わる業務については、筑波地区の

独法全体を取り扱っていることから、業務量が増加していることを把握した上で検討が行

われたのか。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

筑波産学連携支援センターについては、平成27年10月に組織再編されたところであり、

現時点において見直し等の検討を行う状況にはない。

また、共済業務については、筑波地区における所属所数等に大きな変更はなく、特段、

業務量が増加する状況にはないと承知している。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農林水産省における2015年度からの５年間の定員削減数は、3,175人から自律的再配置

分881人を除いた2,291人であるが、2018年度の定員削減はどうなるのか。

また、部局・機関別の合理化数はどのようになっているのか。なお、具体的な削減の部

局への割当てについては、従来どおりの地方組織に偏重した削減手法を見直すべきと考え

るが、どのように考えているのか。

（上杉秘書課人事企画官）

平成30年度の定員合理化数は458人であるが、部局・機関別の定員合理化数は、12月の

予算や組織・定員の決定に向けて検討することとしている。配分に当たっては、業務の状
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況を考慮してメリハリをつけて行うなど、業務に支障が生じないよう対応してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

現在の定員合理化計画については、自律的再配置を活用することより、各年度において、

「１～２％の欠員を確保しつつ、毎年度350人～400人の新規採用と50人～100人のフルタ

イム再任用を確保し得る」との確認のもと進められているが、今回の要求によって確保で

きる欠員率、新規採用数及びフルタイム再任用数をどう見込んでいるのか。

（上杉秘書課人事企画官）

平成30年度組織・定員については、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、

農林水産業の成長産業化に向けて、農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応するために

所要の体制整備を図るための要求を行っているものであり、欠員率を見込んでいるもので

はない。

なお、平成30年度の新規採用は435人を見込んでいる。フルタイム再任用は各部所の定

員事情によるところが大きいが、再任用希望職員への条件提示の際には、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。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

内閣人事局が９月６日に公表した「平成30年度機構・定員等の要求状況について」では、

農林水産省以外の省庁が減員を上回る定員要求をしているのに対し、農林水産省だけが減

員が増員を上回る定員要求となっているのはなぜか。要求段階で減員となっている中で、

農林水産行政に必要な定員を確保することができるのか。

（上杉秘書課人事企画官）

新規増員要求数については、平成29年７月20日に決定された「平成30年度内閣の重要課

題を推進するための体制整備及び人件費予算の配分の方針（内閣総理大臣決定）」におい

て、「前年度要求数と同数以下となるよう、厳しく抑制する。」とされている。このため、

現下の農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応するための所要の体制整備として、386

人を通常要求するとともに、これに加え期限付き８人を要求したところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

職域によっては定員の関係からフルタイム再任用が実現できない状況となっているが、

フルタイムを希望した者全員が再任用できる要求となっているのか。さらに、短時間再任

用からフルタイム再任用への希望変更を含め、フルタイムが可能となっているのか。

（青山秘書課長）

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。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

特に、行政職（二）職員及び船舶職員、海事職（一）、海事職（二）についても、希望

者全員が再任用できる要求となっているのか。
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（青山秘書課長）

行政職（二）職員の業務については、昭和58年閣議決定により、民間委託等の合理化措

置を積極的に講ずることとされている。

このような中、平成29年度においては、検査指導機関で１人の行政職（二）職員のフル

タイム再任用を継続実施し、海事職（二）の船舶職員においても２人のフルタイム再任用

を実施したところである。

行政職（二）職員、海事職職員等の再任用についても、職員としての経験を踏まえつつ、

雇用と年金の接続が確実に図られるように、適切に実施してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

薬剤耐性対策の推進として、監視・動向調査の強化、抗菌剤の慎重な飼養に関する研修

の実施として、対前年16％増の３億２千万円の予算要求を行っている。実施主体は動物医

薬品検査所となるが、予算増に伴う事務・事業の対応に必要な人員は確保できているのか。

（森消費・安全局総務課長）

動物医薬品検査所においては、喫緊の課題となっている薬剤耐性対策に総合的かつ継続

的に取り組む観点から、監視・動向調査の強化に適確に対応するための体制整備を行う組

織・定員要求を行っているところである。

また、農業分野については、抗菌剤の薬剤耐性に関するリスク評価に向けて、抗菌剤を

使用したほ場における薬剤耐性菌の発現状況等の調査を、本省が民間団体等に委託した上

で実施することを想定している。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

私たちは、組織再編に伴う附帯決議を踏まえ、現場と農政を結ぶ機能の強化及び統計調

査や食品表示監視業務、経営所得安定対策の推進に必要な定員を確保するよう強く求めて

きた。

昨年の第１回労使間意見交換会において、「現場と農政を結ぶ業務の体制等については、

組織再編から１年も経っていないことから、引き続き業務の状況等を見つつ、必要な体制

の確保に努める」との見解が示されたところであるが、１年が経過した段階でどう業務の

状況を検証し、今回の組織・定員要求にどのように反映しているのか。

また、収入保険制度の実施、経営所得安定対策をはじめとする米政策の推進、農林水産

業の輸出力強化に関わり、県域・地域拠点、地方参事官室等の増員要求をしているのか。

（吉本地方課長）

現場と農政を結ぶ業務の中心となる地方参事官室の定員は、29年度においても維持して

きたところであるが、平成30年度においても、同様の規模を踏襲する考えである。

また、統計調査については、既に職員の減少に対応した業務見直し、専門調査員化を行

っており、その確実な実施に向けた取組を優先的に進めることとしている。

次に、食品表示監視業務については、人員体制も考慮し、監視ニーズを踏まえて調査対

象や調査店舗数を設定するとともに、実際の監視に当たっては、地域の状況や配置人員に

応じて横断的監視業務を活用するなど柔軟に対応してきている。

経営所得安定対策等業務については、先般、平成30年度以降の業務のあり方について方

針を整理し、これまで以上に、農政推進業務との連携や柔軟な業務執行が進めやすくした
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ところである。

輸出については、昨年、地方農政局、北海道農政事務所における輸出力強化に関わる増

員等を要求し、必要な定員を確保したところである。

最後に、収入保険制度については、農業共済団体が設立する全国連合会が主体となって、

農業者等に制度の普及や加入を進めるとともに、国においては、地方参事官室が、農業共

済団体と連携し、農政推進の一環として本制度の趣旨・制度等を丁寧に説明すること等と

されたところである。地方参事官室が担う当該業務は、従来と同様、地域の農業者等を対

象に、現場と農政をつなぐ業務の一環として行うものと考えている。

以上のことから、平成30年度の県域・地域拠点、地方参事官室等の増員要求は行ってい

ない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

今ほど、平成30年度の県域・地域拠点、地方参事官室等の増員要求は行っていないとの

見解が示されたところであるが、私たちが取り組んだ「４月以降の業務運営の点検結果」

では、「３月の労使間意見交換会で示された業務の効率化は殆ど図られず、人員の減少だ

けが先行し、一人当たりの業務負担が大幅に増加している」との意見が多くの分会から報

告されており、今ほどの見解と現場の実態に乖離があると言わざるを得ない。

このような実態の中で、定員要求を行わずどのように必要な体制を確立するのか。

また、本年度における業務運営にあたり、実効ある業務の抜本的な見直し・合理化をど

のように図るのか。

更に、県域拠点等全体での適正な業務マネジメントが図られていないとの意見も多く報

告されていることから、職員の意見を十分に把握・反映し職場全体として業務運営や役割

分担の見直しを図ること。

（吉本地方課長）

これまで「地方組織における業務の見直しについて」をもとに、業務見直し・効率化に

努めてきたところである。今後も人員に応じて業務が円滑に実施できるよう各部局の取組

を促したい。

また、上司と部下が十分なコミュニケーションを図りつつ、円滑に業務を進められるよ

う、風通しのよい職場づくりに努めるとともに、現場管理者が十分なマネジメント能力を

発揮できるよう、今後とも指導してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

円滑な業務運営体制の確立は、労働条件の維持・確保を図る上で重要な課題である。そ

のためには、「点検結果に対する当局見解」に示された各原局の見解内容を各地方農政局

等の管理職に徹底し、各職場で実施するよう求める。

（吉本地方課長）

「点検結果に対する当局見解」の地方組織部分について、地方農政局等の各部局管理職

に対し、しっかりと周知してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

最終年度を迎える拠点集約にあたっては、統合準備委員会を機能化させるとともに、職
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員の意見を的確に反映させることが重要である。

また、福島県拠点のあり方については、どのような検討状況となっているのか。検討状

況について丁寧に説明するとともに、現場の意見を尊重し対応すること。

（吉本地方課長）

平成30年４月の拠点集約について、現在、各県域拠点におけるフロアプランが整理され

たところと聞いている。今後とも、職員の意見を聞きながら、集約が円滑に行われるよう

努めてまいりたい。

また、福島県拠点いわき駐在所については、30年度まで拠点として存置するとともに、

震災復興を担当する特命の地方参事官を常駐させることとしており、その間の復興状況を

踏まえ、その後も必要に応じて地方参事官を駐在させるなど、引き続き震災復興に万全を

期してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

県域拠点においては、依然として、新規採用者の配置がないため、組織の活性化が図ら

れておらず、組織の将来展望も見いだせない状況であり、退職者数に見合った新規採用の

確保が必要と考えるがどうか。

また、８月の人勧期要求交渉では、秘書課長から「地方組織における若手職員の配置に

ついては、その維持・活性化を図るため、設置法の附帯決議に基づき、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、今後も中長期的な視点に立って、計画的な人材

育成等が図れるよう検討する」との見解が示されたが、2018年度における具体の配置計画

を示すこと。

（青山秘書課長）

新規採用は、地方組織においても、その維持・活性化を図るため、設置法の附帯決議の

趣旨を踏まえ、中長期的な視点に立って行っており、若手職員が業務の継承、地域におけ

る農林水産行政を習得できるよう、引き続き計画的な人材育成に取り組んでまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

次年度の事業所、建設所、支所の新設・閉鎖はどのようになっているのか。

（前島農村振興局総務課長）

平成30年度に新たに３事業所を設置することとしており、事業実施期間については、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

ついては、これまでと同様、事業所では９ポストを予定している。

なお、新設する事業所については、海岸保全事業所が４月１日、その他の事業所が８月

１日の設置を予定している。一方、廃止事業所等は、本年度３月31日まで事業を実施し、

４事業所について廃止する。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。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

国営土地改良事業所等では、業務量の増加により慢性的な超過勤務が常態化しており、

事業規模や予算規模などの現場実態に即した人員配置を求める意見が強く出されているが、
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新規増員要求数が昨年に比べ７人減少している。人員不足が最大の課題となっているが、

これらが解消される定員要求となっているのか。

（前島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、土地改良事業によ

る競争力強化を図るための事業推進体制及び農地・農業用施設に係る災害対策体制を強化

するため、昨年度と同程度の35名の増員要求を行っているところであり、今後、内閣人事

局等との折衝において、必要な定員が確保できるよう対応してまいりたい。

なお、業務運営に当たっては、入札・契約手続きの簡素化や、現場技術業務である工事

の発注・監督事務の外注化の拡大に努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

植物防疫所については、輸出入検査体制の強化やＬＣＣの新規就航・増便など、増加す

る検疫業務に対応するための人員が不足しており、応援による業務対応は限界に来ている

との意見が強く出されている。新規増員要求数が昨年に比べ24人減と大幅に減っているが、

これら増加する業務量に必要な要求となっているのか。

また、動物検疫所については、検疫対象物の拡大、ＬＣＣターミナルの新設・増便、動

植物検疫探知犬の増頭など、増加する業務量に必要な要求となっているのか。

（森消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、訪日外国人旅行客4000万人に向けた体制強化、輸出力強化戦略

に向けた検査体制整備、的確な業務遂行に向けた体制強化への見直しのため、必要な業務

量を踏まえて、組織・定員要求を行っているところである。

動物検疫所においては、九州、沖縄地方での国際クルーズ船等の増便、国際航空便の増

便による訪日旅行客増加、国際空港等における探知犬増頭等の水際検査強化及び輸出促進

による検査の増大等に適切に対応するため、増加する業務量を踏まえて、必要な組織・定

員要求を行っているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

女性の活躍とワークライフバランスの推進枠については、職場の実態に応じた必要数が

措置されるよう要望しているのか。

（森消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、平成29年度において新たに２名の枠を確保する等の対応を行っ

てきたところであり、今後とも植物防疫所の実態を踏まえた対応を行ってまいりたい。

動物検疫所においては、家畜防疫官に占める女性職員の割合を踏まえ、産前産後休暇、

育児時間取得の状況、各動物検疫所の業務実施体制の実態等に基づき、女性の活躍とワー

クライフバランスの推進枠による増員をこれまで図ってきており、平成29年度では２名の

枠を確保したところであり、今後も同様に現場の実態を反映した要求を行ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

漁業取締まりの強化として、207億円の大幅な増額要求を行い、用船の確保など漁業取

締体制の維持強化を図るとしているが、外国漁船の違法操業は、年々悪質・巧妙化してお
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り、取締りのために用船が大幅に増船される一方で、人員が増員されていないため、複数

乗船体制に至っていない状況にある。これまで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を求めてきたが、対応可能となる定員要求となっているのか。

（栗原水産庁漁政課長）

平成30年度組織・定員要求においても、更なる漁業取締体制の強化を図るため、前年度

に引き続き、漁業監督官の３人乗船体制を目指し、順次増員要求を行っている。本年は本

庁、漁業調整事務所併せて37人の漁業監督指導官及び漁業監督専門職の要求を行っている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

乗組員が不測の事態に安心して下船できる船舶予備員の増員要求を行っているのか。

（栗原水産庁漁政課長）

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

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

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

なお、病気や育児、冠婚葬祭等により下船者が発生した場合には、速やかに予備員を派

遣するなど、できる限りの対応を行っているところであり、今後とも、船の運航に支障が

生じることのないよう、引き続き努力してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

私たちは、行政職（一）の３級・４級・５級定数拡大、地方農政局専門職の４級・５級

定数の拡大、行政職（二）の本省５級定数、地方農政局の４級定数の拡大、専門行政職の

２級・３級・４級定数の拡大などを要求してきたところである。また、組織再編に伴い、

県域拠点も管区機関に位置づけられることになったが、級別定数の改定要求については、

どのような要求内容となっているのか。

なお、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。処遇改善が図られる級別定数改定となるよう、最

大限の対応を要請する。

（青山秘書課長）

級別定数改定については、職員の処遇改善の観点から、

・ 行政職（一）は、年齢構成上多数の職員が偏在する３～６級の中位級を重点に要求

した。地方農政局県域拠点においては、級別標準職務表上の管区機関としての位置付

けや職責の高まり等を踏まえ定数拡大を、

・ 行政職（二）、研究職、専門行政職及び海事職についても、定数拡大を要求したと

ころである。

なお、昇格基準の緩和等については、行政職（二）、医療職（三）及び海事職にかかる

運用基準の緩和等、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。

（岡本書記長）

予算概算要求及び組織・定員要求について、それぞれ説明いただいたが、冒頭、申し上

げたとおり、厳しい財政事情や財政健全化を背景に査定省との厳しい折衝が予想される。
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私たち全農林の組合員は、農林水産行政を円滑に遂行するため、農林水産省のあらゆる

職場で日夜努力しているが、良い仕事をするためには整備された良い労働環境が必要であ

り、そのために必要な予算・定員の確保を求めている。

特に、定員要求に関しては、これまでも申し上げてきたとおり、組織の活性化を図るた

めの新規採用と本人の希望に基づくフルタイム再任用の実現に必要な定員をしっかり確保

するよう、最大限の努力を要請する。

また、人員が減少する中で、本年度における業務運営改善も重要な課題であることから、

別途、要請書を中央本部・分会から関係当局に提出するので、現場の意見を真摯に受け止

め、実効ある業務効率化が図れるよう、当局の誠意ある対応を求める。

（青山秘書課長）

本日は、平成30年度予算概算、組織・定員要求等について意見交換させていただいた。

各職場における業務運営上の課題については、職員からの意見等を踏まえ真摯に対応して

いきたい。

今後は、農林水産業の成長産業化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、組織・定員の確保に努めるとともに、現場の取組をしっかり後押しすべく、本省・地

方機関が一体となって説明・浸透に取り組んで行くので、引き続き御協力願いたい。

（清水秘書課調査官）

以上をもって、平成29年度第１回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


