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平成28年度第１回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成28年９月15日（木）15:57～17:29（92分）

２ 会 場：水産庁中央会議室（本館８階 ドア№835）

３ 出席者：

農林水産省 青 山 豊 久 大臣官房秘書課長

同 光 吉 一 大臣官房予算課長

同 坂 本 修 大臣官房地方課長

同 深 水 秀 介 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 平 形 雄 策 食料産業局総務課長

同 安 東 隆 生産局総務課長

同 村 井 正 親 経営局総務課長

同 石 垣 英 司 農村振興局総務課長

同 大 坪 正 人 政策統括官付総務・経営安定対策参事官

同 菅 家 秀 人 農林水産技術会議事務局研究調整課長

同 水 野 政 義 林野庁林政部林政課長

同 松 原 明 紀 水産庁漁政部漁政課長

同 半 田 五 太 大臣官房秘書課人事調査官

同 山 田 裕 典 大臣官房秘書課人事企画官兼調査官

全農林労働組合中央本部 岡 本 吉 洋 書記長

同 渡 辺 由 一 財政局長兼調査交渉部長（非現業担当）

同 武 藤 公 明 組織教宣部長

同 村 上 嘉 則 調査交渉部長（独法担当）

同 笠 原 洋 一 東京ブロック対策部長

（山田秘書課人事企画官兼調査官）

ただいまから、平成28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いただく。

（青山秘書課長）

本日は、「平成29年度農林水産予算概算要求の概要」、「平成29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。

（山田秘書課人事企画官兼調査官）

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29年度農林水産予算概算要求の概要」、第
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２部資料として「平成29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。

それでは、まず、「平成29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、光吉予算課長、坂本地方課長、深水統計部管理課長、森

消費・安全局総務課長、平形食料産業局総務課長、村井経営局総務課長、石垣農村振興局

総務課長、大坪政策統括官付総務・経営安定対策参事官、菅家農林水産技術会議事務局研

究調整課長、松原水産庁漁政課長、半田秘書課人事調査官、それに秘書課人事企画官兼調

査官の山田である。

職員団体側として、岡本書記長、渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当）、武藤組

織教宣部長、村上調査交渉部長（独法担当）、笠原東京ブロック対策部長である。

それでは、「平成29年度農林水産予算概算要求の概要」について、光吉予算課長から説

明いただく。

（光吉予算課長）

平成29年度予算概算要求について説明する。

白本の「平成29年度農林水産予算概算要求の骨子」（１ページ）を御覧いただきたい。

農林水産予算総額については、対前年度比114.1％となる２兆6,350億円としている。こ

のうち、公共事業費は、8,075億円、非公共事業費は、１兆8,275億円としている。

公共事業費の内訳は、農業農村整備事業については、3,555億円としている。この他、

治山717億円、森林整備1,443億円、水産基盤整備840億円、海岸48億円、農山漁村地域整

備交付金を1,280億円要求している。

次に、「平成29年度農林水産関係予算概算要求のポイント」（３ページ）を御覧いただ

きたい。

平成29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、８つの柱に沿って、必要な予算を要求している。

１つ目の柱の「担い手への農地集積・集約化による構造改革の推進」については、担い

手への農地集積・集約化を加速化するため、「農地中間管理機構による担い手への農地集

積・集約化の加速化」に208億円を要求している。

また、農業委員会の活動による農地利用の最適化や多様な担い手の育成・確保のために

必要な予算を要求している。

２番目の柱の「水田フル活用と経営所得安定対策の着実な実施」については、飼料用米

等の戦略作物の本作化を進めるための「水田活用の直接支払交付金」に3,322億円を要求

している。
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また、水田地帯における収益性の高い野菜生産への転換を支援する「野菜生産転換促進

事業」に15億円を新規要求するとともに、次世代施設園芸の取組拡大や経営所得安定対策

の着実な実施のために必要な予算を要求している。

３番目の柱の「強い農林水産業のための基盤づくり」については、農林水産関係の公共

事業等をそれぞれ増額要求するとともに、「強い農業づくり交付金」、「森林・林業再生

基盤づくり交付金」、「浜の活力再生交付金」についても、施設整備等を着実に進めてい

けるよう、増額要求している。

また、畜産・酪農の競争力強化や品目別生産振興対策、農林水産分野におけるイノベー

ションの推進についても、それぞれ必要な予算を要求している。

４番目の柱の「農林水産業の輸出力強化と農林水産物・食品の高付加価値化」について

は、輸出力強化を着実に推進していくため、必要な予算を要求するとともに、食育の推進、

国産農林水産物の消費拡大、食品ロスの削減、６次産業化を推進するための予算を要求し

ている。

５番目の柱の「食の安全・消費者の信頼確保」については、農作物の病害虫や家畜疾病

の発生予防・まん延防止に必要な予算を要求している。

６番目の柱の「人口減少社会における農山漁村の活性化」については、日本型直接支払

に係る取組を推進していけるよう増額要求するとともに、インバウンド需要を農山漁村に

呼び込むための「農泊」の推進などを支援する「農山漁村振興交付金」に150億円を要求

している。

７番目の柱の「林業の成長産業化・森林吸収源対策の推進」については、木材加工流通

施設の整備や間伐・路網整備などを支援する「次世代林業基盤づくり交付金」に、150億

円要求するとともに、「施業集約化の加速化」や「森林・林業人材育成対策」などについ

ても、必要な予算を要求している。

最後の８番目の柱の「水産日本の復活」については、浜の活力再生プランの着実な実行

を推進するための共同利用施設の整備等を支援する「浜の担い手・地域活性化対策」に73

億円要求するとともに、「資源管理・資源調査の強化」や「漁業経営安定と漁業構造改革

の推進」等について、増額要求している。

以上が平成29年度予算概算要求におけるポイントである。

（岡本書記長）

９月６日に財務省が公表した2017年度一般会計予算概算要求では、各省庁の概算要求総

額は101兆4千億円で３年連続で100兆円を超えている。また、財務省は、７日に財政制度

審議会を開催し予算編成作業に着手している。消費増税延期による一億総活躍関連の財源

確保や「経済・財政再生計画」の枠組みの下、歳出抑制圧力が強まることが予想される。
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今ほど説明があったが、今回の農林水産省の要求は、厳しい国家財政事情にあるものの、

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し、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・要望と考えている。

また、３年目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

望額の満額確保に向けて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。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

「平成29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。次年度予算額が大幅に増額、対前年度比では114.

1％となっている一方で、現在でも超過勤務が増加しているなかで予算不足が懸念される。

超過勤務手当や旅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。

（光吉予算課長）

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。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

2017年度予算概算要求では、４兆円の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。

（光吉予算課長）

「平成29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、骨太の方針や日本再興戦略等を踏まえた諸課題につい

て措置するとされており、当省においては、農地中間管理機構による担い手への農地集積

・集約化の加速化（208億円）など総額4,455億円を要望したところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

「平成29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。

（光吉予算課長）
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平成28年度においては、公開プロセスの対象となっている事業を含め、372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、廃止と結論付けられた産地リスク軽減

技術総合対策事業については廃止することとし、森林・山村多面的機能発揮対策など改善

を求められた事業についてはより効果的に事業目的を達成できるよう所要の見直しを行っ

た上で、事業を展開・推進していけるよう必要な要求を行ったところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

農地中間管理機構による農地集積・集約化経費を大幅に増額要求しているが、農政改革

３年目となる現在の状況はどのようになっているのか。

また、予算増額に伴い地方農政局、北海道農政事務所、県域拠点の業務に影響はあるの

か。

（村井経営局総務課長）

平成27年度の担い手への農地集積面積は機構以外によるものを含めると、前年度より８

万ha増加し、政策目標の年間14万haの約６割の達成となった。

また、機構を軌道に乗せるための方策を推進してきた結果、機構の実績は、初年度の平

成26年度の３倍程度に拡大しており、借入面積で7.6万ha、転貸面積で7.7万haとなったと

ころである。

平成28年度も、引き続き14万haの集積を目標として、今回実現した遊休農地の課税強化

と機構に貸し付けたときの課税軽減の周知徹底を含め農地所有者へのＰＲを強化し、地域

の農業者による話合いを推進するとともに、農地整備事業等との連携を強化するなど機構

を軌道に乗せるための方策を着実に実践することで、その目標の達成に全力をあげること

としている。

また、平成29年度の農地中間管理機構事業関係予算概算要求については、平成28年度と

同様に、各県に造成している基金を活用してもなお不足する県が増えること、政策目標の

達成に向けた機構事業による担い手への集積面積の拡大に対応する必要があることから増

額要求しているものである。地方農政局等においては、今回の予算の増額要求によって業

務に影響が及ぶものではないと考えるが、引き続き、政策目標の達成に向けて、機構を活

用した担い手への農地集積を更に加速化していくために、円滑な業務遂行に努めていく考

えである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

経営所得安定対策や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

の雇用経費は要求されているのか。

（大坪政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

水田活用の直接支払交付金等の事務については、平成29年度概算要求段階において、非

常勤職員の雇用経費等の必要な経費を算定した上で、庁費として要求しているところ。

この中では、予算枠いわゆるシーリングが対前年比 90％という縛りがあるが、円滑な

交付金事務運営の実現に向け、必要な予算を確保していけるよう努力してまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

水田の畑地化・汎用化に向け、国営事業所の関わりはどうなるのか。また、必要な定員
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は確保されているのか。

（石垣農村振興局総務課長）

水田の畑地化・汎用化を推進する本事業は、来年度から実施を予定しており、国営土地

改良事業所等が本事業の目的達成に向けて事業を適切に執行する役目を担うこととなる。

事業の進捗に応じて定員配分を行っているので、必要な定員は確保されている。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

収入保険制度の制度設計において、農業経営者の収入の正確な把握など、どのように対

応しようと考えているのか。また、地方農政局・北海道農政事務所・県域拠点の役割はど

のようになるのか。

（村井経営局総務課長）

収入保険制度については、現在、制度の導入に向けた検討を行っているところであるが、

農業者の農産物の販売収入については、本人が実施主体に提出する確定申告書等、青色申

告書等であるが、税務関係書類により確認することを検討しているところである。

また、収入保険制度が導入された際の地方農政局等の役割等については、今後、制度設

計に併せて検討を行ってまいりたい。

（渡辺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。

（石垣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29年度概算要求では、農業農村整備事業本

体の3,555億円のほか、関連事業として農山漁村地域整備交付金農業農村整備分882億円及

び関係非公共事業、農地耕作条件改善事業147億円を合計し、対前年度比120％となる4,58

4億円を要求したところである。

今後とも、地域の要望に応えられるよう、担い手への農地集積・集約化を図る農地の大

区画化・汎用化等による農業の競争力強化や、農業水利施設の長寿命化・耐震化等による

国土強靱化等の施策を地域の実情に応じ重点的かつ計画的に進めてまいる所存であり、引

き続き、必要な予算の確保に努めてまいりたい。

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121％の1,974億円を要求しているところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

地方農政局及び国営土地改良事業所等については、欠員の増加など、業務に必要な要員

が配置されていないことから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要求をしているのか。
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（石垣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。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

国営土地改良事業所等では、各事業所等から熊本県や福島県等の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。

（石垣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。

（渡辺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。

（石垣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。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

国産農林水産物・食品の輸出促進のため、地域コンサルタントである地方参事官の役割

はどのようになるのか。

（平形食料産業局総務課長）

昨年10月の組織再編において、国産農林水産物・食品の輸出促進が地方農政局等の所掌

事務に位置づけられたところである。

地方参事官には、輸出の優良事例の収集・共有、実際に輸出に取り組んでいる事業者等

や取り組もうとしている事業者等に対する、輸出力強化戦略、各種補助事業や諸外国の規

制等の情報の提供等の業務を担ってもらっているところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

産地に対する輸出先国の検疫条件や残留農薬基準に合った技術的サポート体制の整備、

輸出検疫協議の迅速化を図るための技術的データの蓄積、病害虫発生状況の全国調査、家

畜疾病対策等を実施するため、国産農林水産物の輸出促進に資する動植物検疫等の環境整

備費を増額しているが、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）

本件の主旨は、諸外国に対して輸出解禁や検疫条件の緩和を技術的に要請し、交渉によ
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り問題を解決していくことにより、輸出の拡大を図っていくというものである。

植物防疫所においては、主として調査研究部において、相手国との検疫協議のための技

術的データの収集と分析を行うこととなる。

動物検疫所においては、国産畜産物等の輸出促進のため、家畜の伝染性疾病発生により

畜産物の輸出が止まらないよう、輸入検疫の強化、旅行客への広報強化等について引き続

き対応することとなる。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

第３次食育推進基本計画の目標達成に向けて、地域の魅力再発見食育推進事業費を新規

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。

（平形食料産業局総務課長）

平成29年度予算に新規要求している「地域の魅力再発見食育推進事業」 は、地域の関

係者が連携して取り組む食育活動を支援する事業であり、都道府県を通じて、地域の民間

団体の取り組みを支援することとしている。

地方農政局、北海道農政事務所には、まずは、都道府県に事業を活用していただけるよ

う、事業内容の周知をお願したい。

また、事業実施に関する事務手続きについては、地方農政局及び北海道農政事務所にお

願いする予定である。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

水際での防疫措置の徹底として、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）

検疫探知犬による探知業務については、海外旅行者等による畜産物の不正持込を未然に

防止するため成田空港等にこれまで22頭導入し、平成28年度は新たに４頭、成田空港に２

頭、関西空港に２頭を導入することとしており、水際対策の強化を図っている。今後も観

光立国の推進等に伴う訪日外国人旅行者数の増加が見込まれていることから、的確な検疫

対応に必要な探知犬数を計画的に確保するため、平成29年度予算では、犬とハンドラーの

ペアによる探知犬ハンドリング業務を民間に委託し、中部空港及び福岡空港にそれぞれ２

頭の探知犬とペアとなるハンドラーを確保するための予算要求を行っているところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

輸出入検査体制の強化、ミカンコミバエやジャガイモシロシストセンチュウなど植物病

害虫の国内侵入防止対策強化、ウメ輪紋ウイルス対応、格安航空ＬＣＣの新規就航・増便、

検疫探知犬の導入などにより検疫業務量が増加しているが、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。

（森消費・安全局総務課長）

業務に必要な旅費や超過勤務手当については、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。

業務の遂行に当たっては、官用車だけでなく、公共交通機関やレンタカーの活用も行い、
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無理なく業務が遂行できるように必要な予算要求を行っているところである。また、官用

車の更新に当たっては、これまでもエアバッグやＡＢＳ等の安全装置を搭載した車両を購

入しているところであり、引き続き安全対策の強化に努めてまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

諸外国の検疫条件について分析・情報整理を行い、農産物の輸出を志向する産地等に対

し、情報提供を行うとしているが、どのような手法で提供するのか。

（森消費・安全局総務課長）

産地等に対しては、まずはホームページ等への掲載により広範に公表する他、必要に応

じ産地に出向いて説明会を開催する等の積極的な情報提供も行うこととしている。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

集荷地・栽培地における輸出検査の体制強化を図るとともに、お土産として持ち帰る国

産農産物の輸出検査を効率的に実施するため、空港出国ロビー内に検査場所を整備すると

しているが、整備する空港や時期など具体的な内容はどのようになっているのか。また、

集荷地検査などに必要な旅費は確保されているのか。さらに、集荷地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）

農産物の輸出促進を図るため、新たに中部国際空港に輸出検疫カウンターを整備するた

めの予算を要求しているところであるが、詳細については本要求が認められた後に調整す

ることとなる。また、集荷地検査は平成26年が全国で8,743件、平成27年が12,457件と前

年の1.4倍の件数となっているが、必要な旅費については、植物防疫所全体の事務費の中

で確保している。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

生産地での病害虫の調査等を行い、検疫協議に必要な技術データを整備するとしている

が、調査に必要な旅費等の予算は確保されているのか。

（森消費・安全局総務課長）

基本的には文献の検索が中心となり、必要に応じ研究機関への出張等が生じる場合があ

る。いずれにせよ業務に必要な旅費等については、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に必要な予算要求を行っているところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

輸出入・港湾関連情報システムに、輸出者へ合格通知書を電子的に発行する機能を整備

するとしているが、植物防疫所の役割はどのようになるのか。

（森消費・安全局総務課長）

これまで、輸出者が税関に対し、紙ベースで行っていた輸出植物検疫合格の報告を、電

子的に実施することを可能とするための機能整備で、これにより輸出通関における輸出者

の負担軽減と手続きの迅速化を図ることが可能となる。
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輸出検査を実施し、合格証を発給するという植物防疫所の役割には変更は無いが、こう

した取組みにより業務が効率的かつ円滑に進むことになると考えられる。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

新たに設置されるＬＣＣターミナル等において、輸入検疫を的確に実施するとしている

が、実施する空港や時期など具体的な内容はどのようになっているのか。

また、ジャガイモシロシストセンチュウなどの新たに発生が確認された重要な病害虫の

早期根絶やまん延防止を図るため、病害虫の発生調査や検定等を迅速かつ的確に実施する

としているが、調査に必要な旅費等の予算は確保されているのか。

（森消費・安全局総務課長）

関西国際空港においてＬＣＣ国際線専用の第３ターミナルが新たに設置され、平成29年

１月に供用開始予定である。同ターミナルにおける検疫業務の実施体制に必要な器具・機

材の整備及び施設の維持管理等に必要な経費については平成28年度に予算措置されており、

平成29年度は施設維持管理費等について平年度化を要求している。

業務に必要な旅費や超過勤務手当については、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に必要な予算要求を行っているところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

輸出入検査体制の強化、家畜伝染病予防法に基づく質問票・回収体制強化、格安航空Ｌ

ＣＣの新規就航・増便、検疫探知犬の導入などにより検疫業務量が増加するなか、応援体

制や職員の超過勤務によって業務を遂行しているところであるが、必要な旅費、超過勤務

手当の確保はしているのか。

（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、従来の旅費を確保するとともに、平成29

年度、新たに指定される宮古島の平良港、宮古空港への出張検査に必要となる旅費及び指

定外港における調査実施に必要となる旅費を予算要求している。

また、輸出入検査体制の強化、格安航空ＬＣＣの新規就航・増便、検疫探知犬の導入な

どにより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。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

畜産物の輸出検疫協議を円滑に進めるため、生乳に加え乳・乳製品を動物検疫の対象と

し、検査・検疫体制を強化するとしているが、検査・検疫体制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）

平成29年度に乳・乳製品が指定検疫物となることにあわせ、輸入検査において乳製品等

が輸出国で加熱等の加工をされたことが確認できるよう精密検査機器を導入するための予

算要求を行っているところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）
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電子証明書の発行に係るシステムについて、輸出相手国政府機関とのシステム改修に係

る調査・調整を行い、輸出手続きの簡素化・迅速化に取り組むとしているが、輸出相手国

とはどこか。また、このことによりどのような簡素化・効率化が図られるのか。

（森消費・安全局総務課長）

電子証明書発行システムに係る調査の対象国は、香港及びオーストラリアを想定してい

る。システムの強化・改修が実現すれば、輸出者等が紙の輸出検査証明書を輸入者へ自ら

が送付する必要が無くなり、送付に係るコスト、時間の節約を図ることができるものと考

えている。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

畜産生産現場における抗菌剤の慎重な使用の取り組みを推進するため、抗菌剤の使用実

態を調査するとともに、獣医師、生産者等に対する研修等を実施するとしているが、動物

医薬品検査所の役割はどのようになるのか。

（森消費・安全局総務課長）

動物医薬品検査所においては、畜水産分野における薬剤耐性対策を推進するため、家畜、

養殖水産動物及び愛玩動物における動向調査で見つかった耐性菌の分析、獣医師や生産者、

養殖事業者等を対象とした研修会等への講師派遣等についての対応を想定している。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

水産物の輸出に必要な証明書発行手続の迅速化等を図るため、輸出証明書の申請手続の

電子化を図るとして、輸出証明書発行電子化事業費を新規要求しているが、地方農政局・

北海道農政事務所・県域拠点及び漁業調整事務所の役割はどのようになるのか。

（松原水産庁漁政課長）

水産物の輸出に必要な証明書発行手続きの迅速化等を図るため、輸出証明書の申請手続

きのＮＡＣＣＳ、輸出入・港湾関連情報処理システムであるが、これによる電子的な申請

受付を本年度中に開始する予定である。輸出証明書発行電子化事業は来年度以降もＮＡＣ

ＣＳによる申請受付を継続的に運用するためのものである。

ＮＡＣＣＳによる申請受付開始後も、輸出証明書の発行手続きについてはこれまでどお

りの事務手続きとなり、役割の変更はない。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

外国漁船の違法操業への取締強化の要請等に対応するため、最新鋭の漁業取締船を用船

するなど漁業取締体制の維持強化を図るとしているが、具体的な内容はどのようになって

いるのか。

（松原水産庁漁政課長）

平成29年度予算要求において、取締体制の強化を図るため、代船建造された最新鋭の漁

業取締船２隻を用船し、うち１隻については千トン級への大型化を行うために必要な予算

等を要求している。

そのほか、取締能力の維持・向上に必要な船舶設備や、航行の安全確保に必要な航海機
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器等の換装に必要な予算を要求している。

（村上調査交渉部長）

所管法人の運営費交付金及び施設整備費補助金の要求はどうなっているのか。

特に、施設整備費補助金については、整備法に係る衆参農水委員会において、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、各法人で必要な

予算要求を行っているのか。

（光吉予算課長）

平成29年度予算概算要求における農林水産省所管の独立行政法人運営費交付金について

は、平成28年度予算に比べ６億円増の1,038億円を要求したところである。

また、施設整備費補助金については、現存する研究施設が設置後相当の年数が経過し、

更新時期を迎えているものも多いことから、今後とも、研究の推進に支障がないよう、平

成28年度予算額に比べ4,000万円増の17億円を要求したところである。

（村上調査交渉部長）

希望者全員の再雇用･再任用に必要な予算要求が行われているのか。

（菅家農林水産技術会議事務局研究調整課長）

所管法人の運営費交付金については、第４期中長期目標等の達成に向けて法人の業務運

営に支障がないようにとの方針の下、法人当局から必要な経費について聞き取りを行い、

当該経費も含め所要額を要求しているところである。

（村上調査交渉部長）

独法等監視システムの運用に必要な経費とは何か。また、所管する全法人で要求してい

るのか。

（菅家農林水産技術会議事務局研究調整課長）

政府機関等へのサイバー攻撃の脅威が増す中、平成27年６月に閣議決定された「サイバ

ーセキュリティ戦略」等に基づき、内閣官房情報セキュリティセンターが一元的に管理す

る政府横断的な情報収集・分析システムが導入され、中央省庁については、昨年から当該

システムによる運用が開始されているところ。当該システムについては、前述した閣議決

定等により、来年度から独立行政法人等へも拡大することとされたため、必要な経費を全

法人で要求を行っている。

（村上調査交渉部長）

短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に必要な経費は、要求しているのか。

（菅家農林水産技術会議事務局研究調整課長）

当該経費については、全法人で要求を行っている。

（村上調査交渉部長）
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水産研究･教育機構における天鷹丸の代船建造に係る予算要求に関して、2017年度が３

か年要求の最終年にあたるが、練習船及び調査船機能を兼ね備えた計画どおりの建造が可

能な要求額となっているのか。

（松原水産庁漁政課長）

水産研究・教育機構の練習船「天鷹丸」の代船建造費、国庫債務負担行為平成27年度か

ら平成29年度の３カ年総額58億円になるが、この平成29年度に必要な額19億円を船舶建造

費補助金として概算要求している。

今後とも、法人運営に支障がないよう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）

各法人において、運営費交付金の一般管理費及び業務経費が効率化係数により年々減額

され、契約職員等の雇用経費の確保も厳しくなる中、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が、一般管理費及び業務経費など必要な予算をどう

確保するのか。

（菅家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てまいりたい。

（村上調査交渉部長）

非特定独立行政法人においては、職員の賃金改定原資が次年度の予算で措置されること

になっているが、当該年度で措置されるべきではないか。

（菅家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。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

農政局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。

（坂本地方課長）

平成29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・購入に当たり、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。

（山田秘書課人事企画官兼調査官）

以上をもって第１部を終了する。

第１部のみの出席者にはご退席いただき、第２部の出席者にご着席いただく。

（山田秘書課人事企画官兼調査官）
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それでは第２部の「平成29年度組織・定員要求について」意見交換を開始する。

第２部の出席者を紹介する。

当局側として、青山秘書課長、坂本地方課長、深水統計部管理課長、森消費・安全局総

務課長、平形食料産業局総務課長、安東生産局総務課長、石垣農村振興局総務課長、菅家

農林水産技術会議事務局研究調整課長、水野林野庁林政課長、松原水産庁漁政課長、半田

秘書課人事調査官、それに秘書課人事企画官兼調査官の山田である。

職員団体側として、岡本書記長、渡辺財政局長兼調査交渉部長（非現業担当）、武藤組

織教宣部長、村上調査交渉部長（独法担当）、笠原東京ブロック対策部長である。

それでは、「平成29年度組織・定員要求について」、私、山田から説明させていただく。

（山田秘書課人事企画官兼調査官）

平成29年度組織・定員要求については、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」の着実な実行

や、攻めの農林水産業の実現に向けた施策の展開など、農林水産行政をめぐる諸課題に的

確に対応するため、農林水産物・食品の輸出促進、農業の競争力強化、林業の成長産業化、

水産日本の復活の大きく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、農林水産物・食品輸出額１兆円目標の早期達成に向けて、仮称である

が、輸出促進審議官の設置を要求している。

定員については、期限付き30人を含む400人を要求しており、その内訳は、農林水産物

・食品の輸出促進が126人、農業の競争力強化が111人、林業の成長産業化が94人、水産日

本の復活が65人、その他４人となっている。

なお、地方出先機関においては284人を要求しており、この中には、輸出証明書発行事

務の体制強化や平成28年熊本地震の災害復旧への対応の期限付きの要求15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要請書や夏季要求書において大幅な新規増員を

要求していることからすれば、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、先の人勧期回答交渉において、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、既に提出しているところであるが、重要課題について意見交換し

たいと考えている。

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。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

農林水産物・食品輸出額の１兆円目標の早期達成に向けて、「輸出促進審議官（仮
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称）」を設置し、輸出戦略の実行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。

（平形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１兆円目標を達成するため、本年５月に決定され

た「農林水産業の輸出力強化戦略」に基づき、関係府省の政策を総動員し、政府全体で展

開していくこととしている。

この農林水産業の輸出力強化戦略の着実な実施に向け、各局庁に跨がる省内の輸出力強

化関連業務を指揮する司令塔機能を強化するとともに、関係府省との調整を統括する者と

して仮称だが「輸出促進審議官」の設置を要求したところである。

併せて、本省食料産業局輸出促進課に、関係省庁で構成される「輸出戦略実行チーム」、

「輸出規制等対応チーム」とのネットワークの構築等を行う「輸出戦略調査官」、さらに

国別・地域別の輸出戦略の実行及びフォローアップの実施を担当する課長補佐、係長等の

体制を要求している。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

訪日旅行客の増加や輸出の増大に対応するため、輸出証明書の発行事務や動植物検疫の

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。

（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・集荷地での輸出検査の確

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、訪日旅行客増加や輸出の増大、新千歳空港での国際線の24時間

運用による増便、境港、米子空港での国際クルーズ船等の増便等に適切に対応する必要が

あるため、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。

（平形食料産業局総務課長）

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、多くの輸出先国・地域において、日本産食

品に対する放射性物質に関する輸入規制が設けられ、放射性物質に係る輸出証明書、これ

は産地証明、放射性物質検査証明になるが、これらの発行が義務付けられたところである。

こうした輸入規制に対しては、様々な機会を捉えて、科学的根拠に基づき撤廃・緩和す

るよう求めてきた結果、規制を設けている国・地域の数は、事故後の54から現時点では35

まで減少し、さらに、このうち27で何らかの規制緩和が行われてきたが、規制の完全撤廃

には至っていない。

このような中で、日本の農林水産物・食品の輸出は、今後とも着実に増加することが見

込まれることから、これらの証明書の発給を、更に円滑・迅速に行うことができるよう、

地方農政局の輸出証明専門職の９人増員を要求することとしたものである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

農業の生産現場の強化や畜産・酪農の収益力強化に係る推進体制や戦略的な研究推進体

制構築のための体制を強化するとしてるが、具体的にどのような組織体制を考えているの

か。
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（安東生産局総務課長）

農業生産現場の強化に向けて、ＴＰＰ関連政策大綱に即して着実に施策を展開すること

が重要であり、具体的には、一つ目として生産者の所得向上につなげる観点から、肥料、

農薬、飼料等の生産資材の価格の見える化を進めるとともに、メーカーや製造工場の再編

・合理化によるコスト削減を推進し、二つ目として畜産の収益力・生産基盤の強化に向け

ては、肉用牛、養豚農家の体質強化、人材力強化を図ることが重要であり、畜産クラスタ

ー事業を的確に実施することとしており、これらに必要な人員を要求しているところであ

る。

また、このほかにも、攻めの農林水産業の展開に向けて、スマート農業の推進や、農作

業安全対策の徹底、加工業務用野菜の育成をはじめとする園芸振興、薬用作物の産地化と

いった当面する重要課題の推進に必要な人員を要求しているところである。

（菅家農林水産技術会議事務局研究調整課長）

戦略的な研究推進体制構築については、先端技術を有する企業、大学、研究機関をネッ

トワーク化し、研究資源を集中させるとともに、農林漁業者が直接研究に参画することで、

相乗的かつ迅速に技術開発や社会実装を進めるための人員を要求しているところである。

（渡辺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、事業推進体制や農地・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。

（石垣農村振興局総務課長）

土地改良事業による競争力強化については、土地改良事業の実施に当たり、予算や事業

量などを指標とする従来の事業管理に加え、生産コストの低減や高収益作物への転換によ

る収益性の向上といった事業成果をターゲットとする戦略的な事業管理を行う必要がある

ため、農林水産本省、地方農政局及び国営事業所に一貫した事業推進体制を整備するもの

である。

また、農地・農業用施設に係る災害対策体制については、東日本大震災に引き続き、昨

年の関東・東北豪雨、平成28年熊本地震といった大規模な豪雨・地震災害の経験から、広

域的な災害対策において、業務継続計画いわゆるＢＣＰの策定や技術者派遣などの支援、

災害時協定の締結などの事前の取組が不可欠であることから発生の蓋然性が高まる広域的

な災害に対応するためには、こうした取組を国や地方公共団体、土地改良区等が一体とな

って進める体制を整備するものである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

森林鳥獣害対策のための体制の強化について、具体的にどのような組織体制を考えてい

るのか。

（水野林野庁林政課長）

近年、深刻化するシカの森林被害対策に対応するため、国有林・民有林にわたる国、地

方公共団体等との広域的な連携の下、シカの計画的な捕獲・防除等について、国による実

践、指導・普及を推進する組織体制の強化を考えている。
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（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

水産物の輸出促進を図るため、加工施設のＨＡＣＣＰ導入、海外の輸入規制対策、漁港

の衛生管理対策に係る推進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。

（松原水産庁漁政課長）

水産物の輸出額を倍増させる目標の実現を図るため、事業者が輸出しやすい環境の整備

に向けて、輸出証明書発行の迅速化、輸入国における規制の緩和や撤廃の働きかけの強化、

輸出先国が求める衛生管理基準を満たすためのＨＡＣＣＰ対応加工施設や高度衛生管理型

漁港の整備の推進、事業者への的確な情報提供等の輸出拡大対策を実施するため体制の強

化に向け、必要な定員要求を行っている。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

2017年度の新規増員要求400人、そのうち地方出先機関で284人を要求しており、この中

には、時限要求30人が含まれているとしているが、このうち、輸出証明書の発行事務を時

限要求としているのはなぜか。時限とは具体的に何年なのか。また、新規増員要求の内訳

を部局・機関別毎に示すこと。

（平形食料産業局総務課長）

我が国産の農林水産物・食品に対する輸入規制については、先ほども説明したとおり、

撤廃・緩和が進むよう働きかけを行っているところである。

このため、輸出証明の発行事務については、今後しばらく増加するとしても、恒久的な

業務と位置付けているわけではなく、時限要求としている。

また、その区切りとしては、復興基本方針に定める復興期間、平成23～32年度であるが、

この最終年度を一つの区切りと考え、平成32年度までとしているが、それまでに輸入規制

が完全撤廃されない場合は、引き続き、要求を続ける必要が生じるということも想定して

いる。

（山田秘書課人事企画官兼調査官）

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５人、消費・安全局

10人うち期限付き１人、食料産業局12人、生産局14人、農村振興局10人うち期限付き１人、

技術会議事務局３人、林野庁16人、水産庁46人うち期限付き９人、地方出先機関は、植物

防疫所50人、動物検疫所37人、動物医薬品検査所１人、地方農政局57人うち期限付き15人、

農地事業所42人、森林管理局及び森林管理署78人うち期限付き４人、漁業調整事務所19人

である。

（渡辺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884人を除いた2,291人で、2016年度においては458人であったが、2017年度の定員削減

はどうなるのか。

（山田秘書課人事企画官兼調査官）
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平成29年度の定員合理化数は458人である。

（渡辺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により、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。

（山田秘書課人事企画官兼調査官）

平成29年度組織・定員については、攻めの農林水産業の実現に向けた施策の展開など、

農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応す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。

また、平成29年度の新規採用は約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、いずれにしても、再任用希望職員への条件提示には、

雇用と年金の接続が確実に行われるよう対応してまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

内閣人事局が９月６日公表した「平成29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。

（山田秘書課人事企画官兼調査官）

新規増員要求数については、平成28年８月２日に決定された「平成29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」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、前年度同数の370人を通

常要求するとともに、これに加え期限付き30人を要求したところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

本年４月に再任用に関する意向調査が実施されたが、フルタイム希望状況はどうなって

いるのか。また、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、本年度から年金支給開始年齢が１歳引き上げられたが、継続したフルタイムが可能と

なっているのか。

（青山秘書課長）

再任用の意向確認結果は、フルタイム勤務職員希望、短時間勤務職員希望及び希望しな

い職員がいた。定員事情が厳しい状況に変わりはないものの、本年度から年金支給年齢が

１歳引き上げられたことを踏まえ、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。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）
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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。

（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28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

タイム再任用を実施し、船舶職員においても２人、海事職（一）職員１人、海事職（二）

職員１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。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

新規採用について、部局・機関別の採用数はどのようになっているのか。

（青山秘書課長）

平成29年度新規採用予定数は、本省は170人、検査指導機関で60人、地方農政局で86人、

森林管理局で100人、海事職で10人、選考採用等で若干名、合計約435人としており、農林

水産省全体で新規採用者を適切に配置する。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

動物医薬品検査所については、動物用医薬品承認審査体制や動物用医薬品国内調整体制

などの強化が求められているが、組織・定員要求はどのようになっているのか。また、増

加する業務量に必要な定員要求となっているのか。

（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、国際業務の増加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。

（渡辺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。

これに対し、先の人勧期交渉において官房長から「附帯決議の趣旨を踏まえた体制を確

保したい」との回答が示されたところであるが、今回の組織・定員要求にどのように反映

されたのか。

また、農林水産業の輸出力強化に関わり、県域拠点、地方参事官室等の増員要求はして

いないのか。

（山田秘書課人事企画官兼調査官）

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てまいりたい。
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（坂本地方課長）

輸出力強化に関わる地方局関係の定員要求に関しては、今後の放射性物質に係る諸外国

の輸入規制の緩和や輸出拡大に伴い、大幅な増加が見込まれる輸出証明書発行業務につい

て、その審査を行う地方農政局等の増員要求を行っているところであり、県域拠点や地方

参事官室等の増員要求は行っていない。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

本年４月以降の業務運営を点検した結果では、人員の減少・管轄区域の広域化と業務の

見直し・効率化の平仄が合っていないため、一人当たりの業務負担は大幅に増加している。

このため、一人でも欠けたらカバーできず、限られた人員での業務運営に支障が生じると

の意見が多くの分会から出されている。

このように、県域拠点では、業務の見直しが進まず、退職者は不補充でフルタイム再任

用も配置されない中、人員の減少が続いているが、定員要求をしないでどのように必要な

体制を確立するのか。

（坂本地方課長）

これまでも、業務の実施状況・課題等を把握し、業務見直し・効率化に努めてきたとこ

ろである。また、再任用職員は、各地方農政局の定員状況等を踏まえ、本人の希望、業務

経験等を総合的に検討した上で配置することとしている。今後とも、職員の意見も踏まえ

つつ、必要な業務見直し・効率化を進め、業務が円滑に実施できる体制の確保に努めてま

いりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

また、県域拠点における管理職のマネジメントが発揮されていないとの意見も多く出さ

れている。円滑な業務運営のためには、現場管理職である地方参事官のマネジメントによ

る業務実態の状況に応じた弾力的な職員配置など現場管理職がマネジメントを発揮するこ

と。

（坂本地方課長）

弾力的な職員配置については、地方参事官の判断に基づき、業務の繁忙期を考慮し、ス

タッフ制を活用するなど、応援体制をとってまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

地方参事官室の業務運営の実態と課題の把握を行い、効率的な対応方法を早急に示し、

円滑な業務運営を行うこと。

（坂本地方課長）

地方参事官室の業務運営の実態と課題の把握については、５～６月に各地方農政局及び

一部の県域拠点を訪問して聴き取り調査を行い、現在、把握した課題への対策について、

マニュアルの見直しも含め検討を行っているところである。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）
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組織再編以降、地方農政局・北海道農政事務所、県域拠点の各段階において、総務担当

者の負担は大幅に増加しているが、適正配置に必要な人員を要求しているのか。

（坂本地方課長）

昨年10月の組織再編以降、人事関係業務については、人・給システム等を活用すること

により、本省等へ大幅な事務の集約を行い、効率的に実施している。

また、経理関係業務については、県域拠点での予算執行管理や支払関係書類の作成など

補助的な経理事務を可能な限り本局に集約するとともに、旅費審査事務については本省に

集約化する等、効率化を進めてきたところである。

今後も、大幅な人員増は見込めないことから、総務担当者の負担増とならぬよう一層の

業務見直し・効率化を進め、円滑に業務が運営できるよう努めてまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

横断的監視業務の現状について、業務運営の点検結果では、実施対象となる事業者が限

られており、実施することが困難或いはできない拠点等がある。また、１日に複数の事業

者を計画しても、営業時間など事業者の条件や調査内容が多岐にわたり、１事業者当たり

の調査時間が増え、実施件数に限りがあるため、非効率的な業務になっているとの意見が

出されている。

このような課題を改善するために実施体制を再検討すること。なお、再検討に当たって

は、業務量及び配置人員等、現場の実態を踏まえること。

（森消費・安全局総務課長）

各地方農政局等においては、米流通監視担当者と表示担当者で班編成しそれぞれの業務

を行う等、人員の状況や事業者数等に応じた工夫がされており、限られた人員で最大限の

監視効果を発揮するためには、今後とも横断的監視により機動的な体制を構築することが

必要である。

このため、６月には地方農政局等総括広域監視官等会議を開催し、横断的監視に対する

課題や対応策等について意見交換を実施し、本省と地方農政局等の意思疎通を図ってきた

ところであるが、今後さらに、実施状況や課題等を把握し、横断的監視業務が円滑に実施

できるよう、現場の意見を踏まえてマニュアル等について必要な見直しを行ってまいりた

い。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

統計部門においては、昨年10月の組織再編時に、本局へ県別とりまとめの「業務」と

「人員」が配置されたが 、未だ本局と県域拠点の業務の棲み分けが出来ていない部分が

あるとの意見が分会から出されていることから、実態を把握し改善すること。

（深水統計部管理課長）

平成27年10月の組織再編時に、原則、審査業務等を地方農政局へ業務移管することとし、

本省統計部が各調査毎に調査別業務分担整理票をもって、原則的な地方農政局と県域拠点

の業務分担を示したところである。これは、地方農政局の管内の実情等を踏まえ、地方農

政局と県域拠点との間で十分な意見交換が行われ、お互いの了解の下で、業務分担を決め

ることが重要であるとの考えによるものである。これを受け地方農政局は県域拠点との間



- 22 -

で十分な意見交換を経て業務分担が決められたものと思料している。

しかしながら、組織再編後1年が過ぎようとしている点等を踏まえ、本省統計部が、地

方農政局において、県域拠点との間の業務分担について、決められた業務分担に沿ったも

のになっているのか、見直す点がないか等を本局と県域拠点との間で確認し合い、改善が

必要な部分は改善を行うよう地方農政局へ指導することとしたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

今後予定されている拠点集約にあたっては、統合準備委員会を機能化させ、具体的な統

合スケジュールを示し職員の意見を的確に反映させること。

（坂本地方課長）

今後の拠点集約にあたっては、これまでの移転に関する知見等を踏まえ課題・問題点の

解決に取り組むとともに、統合準備委員会等を活用し職員の意見を聞くなど、移転が円滑

に行われるよう努めてまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

熊本県においては、通常業務に併せ震災関連業務の対応を日々精力的に行っているとこ

ろであり、今後は、産地緊急支援事業等、補助事業の的確な実施が求められるところであ

る。このような状況のなかで、肉体的、精神的に疲弊している職員も数多く見受けられる

ことから、引き続き職員の健康管理に配慮すること。

（坂本地方課長）

熊本地震で被災された農林漁業者の方々が一日も早く経営再建出来るよう組織が一丸と

なって復旧・復興業務に取り組んでいるところであり、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。

職員の健康管理等については、従来から、心身の不調を感じた場合には、職場の健康相

談室や心理カウンセラーによる個別相談が行える体制を整備しているところであり、引き

続き九州農政局の職員も含め、職員の健康管理に努めてまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

新規採用者は局配置のみで、県域拠点への配置がないため、業務の継承・継続ができな

いことによりモチベーションが低下し、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る。早急に県域拠点への新採配置、若手職員を配置すること。

また、県域拠点への新採、若手職員の配置にあたっては、人材育成の観点からも本省・

局からの併任配置等、将来を見据えた計画的な配置を考えているのか。

（青山秘書課長）

地域における農林水産行政の円滑な推進と地方農政局業務の継承のため、中長期視点に

立った若手職員の計画的育成は重要と考えており、各業務を広く経験させることとしてい

る。

このため、平成28年度は、各地方農政局本局等所在地の県域拠点に２～３ヶ月程度、入

省２年目以降の行政系一般職員をそれぞれ１人併任配置し、併任期間終了後は、配置職員

や地方参事官等からヒアリング等を行い、担当業務等を検証する予定である。
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また、平成29年４月からは本局等所在地の県域拠点への配置を基本としつつ、今年度の

検証結果等を踏まえて、担当業務等を検討してまいりたい。

（渡辺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。

（石垣農村振興局総務課長）

平成29年度に新設する４事業所、１建設所、２支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、建設所では６ポ

スト、支所では３ポストを予定している。

なお、新設する事業所、建設所は、新規地区に対応するものについては、いずれも８

月１日の設置を予定しており、事業量の増等による地区については、４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、１事業所及び５

建設所については廃止等するほか、３支所は予算成立日をもって廃止となる。なお、廃止

事業所の課題等については、今後ともしっかり対応することとしたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

国営土地改良事業所等では、農地集積の加速化や農業水利施設の長寿命化・耐震対策な

ど農業農村整備事業の着実な遂行、震災からの復旧・復興へ懸命に取り組んでいるが、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。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。また、今年度の補正を含め大幅な

予算増額に対応できる人員配置となっているのか。

（石垣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、42人の定員要求を

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、今後とも職員とのコミュニケーションを図り、より良い

職場環境づくりに努めることはもとより、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、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てまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

事業所から聞こえてくるのは、まさに人員不足であり、我々もしっかり現場の意見を把

握し改善を求めていくので、引き続き対応願いたい。

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、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。訪日外国人旅行者の急増等に対応するためのＣＩＱの緊急増員が行わ

れるものの、拡大する農畜産物の輸出入検疫、植物病害虫の国内侵入防止対策、ジャガイ

モシロシストセンチュウ蔓延防止・早期根絶対応、ＬＣＣターミナルの新設・増便などの

業務量の増加により定員事情は厳しい状況にあるが、増加する業務量に必要な要求となっ
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ているのか。

また、動物検疫所については、訪日外国人旅行者の急増等に対応するためのＣＩＱの緊

急増員が行われるものの、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の業務量の増加により定員事情は厳しい状況にあるが、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、植物検疫協議の加速化のための体制強化、戦略的な輸出検疫推

進、国内防除の強化策、輸出者のニーズに沿った輸出検査の集荷地検査等の実施、携行手

荷物の輸出入検査体制の強化及び効率的な業務遂行のため、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、訪日旅行客増加や輸出の増大、新千歳空港での国際線の24時間

運用による増便、境港、米子空港での国際クルーズ船等の増便等に加え、平成29年度から

実施される乳製品の指定検疫物化等に適切に対応する必要があるため、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。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

出張所の無人化、ＣＩＱの緊急増員、2017年４月に向けた植物防疫所の出張所の廃止・

移転にかかる課題・問題点については、分会からの意見集約結果を踏まえ改善を求めるの

で、誠意を持って対応すること。

（森消費・安全局総務課長）

ご意見について適切に対処してまいりたい。

（渡辺財政局長兼調査交渉部長）

外国漁船の違法操業は、年々悪質・巧妙化しており、取締りのために用船が増船される

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。

（松原水産庁漁政課長）

更なる漁業取締体制の強化を図るため、漁業監督指導官の３名乗船体制となるよう、順

次増員要求することとしており、平成29年度組織・定員要求においては本庁、漁業調整事

務所とも増員要求を行っている。

（渡辺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。

（松原水産庁漁政課長）

船舶予備員は、病気などにより欠員が生じた場合の交代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、近年の厳しい定員合理化の中、船舶の安全

航行、業務に見合った定員の確保を最優先に対応しているところであり、船舶予備員の増

員は難しい状況にあることをご理解願いたい。
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なお、病気等により下船者が発生した場合には、速やかに船舶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、下船に際しては、本人の意志を尊重すると

ともに気兼ねなく下船できるよう、今後も引き続き努力してまいりたい。

（渡辺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ところ。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見込まれる。

私たち全農林の組合員は、農林水産省の職員として農林水産省のあらゆる職場で農林水

産行政を円滑に遂行するために日夜努力している。

しかし、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。

これまでも申し上げてきたが、農林水産政策の着実な実行に必要な予算を確保するとと

もに、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。

（青山秘書課長）

本日は、平成29年度予算要求、組織・定員要求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の政策を具

体化し、国民の目に見える形で成果を示すことが重要である。

このために本省、地方機関が一体となって取り組んで行く所存であり、引き続き御協力

願いたい。

（山田秘書課人事企画官兼調査官）
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以上をもって、平成28年度第１回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


