
- 1 -

平成24年度第３回労使間意見交換会
議事要旨

（開催要領）
１ 開催日時：平成25年(2013年)２月25日（月）15:59～17:20
２ 場 所：国際部第３会議室（本館地下１階 ドア№016）
３ 出 席 者：
農林水産省 枝元 真徹 大臣官房秘書課長

同 新井 毅 大臣官房文書課長
同 佐藤 速水 大臣官房予算課長
同 山口 道彦 大臣官房厚生課長
同 塩川 白良 大臣官房地方課長
同 横山 紳 消費・安全局総務課長
同 大角 亨 食料産業局総務課長
同 大杉 武博 生産局総務課長
同 浅川 京子 経営局総務課長
同 川合 靖洋 農村振興局総務課長
同 髙野 浩文 農林水産技術会議事務局総務課長
同 猪上 誠介 林野庁林政課課長補佐(総括)
同 黒川 正美 林野庁治山課長
同 橋本 次郎 水産庁漁政課長
同 小松 米夫 大臣官房秘書課人事調査官
同 宮浦 浩司 大臣官房秘書課調査官

全農林労働組合中央本部 柴山 好憲 書記長
同 岡本 吉洋 財政局長
同 間 英輔 組織教宣部長
同 渡邉 由一 調査交渉部長

（宮浦秘書課調査官）
平成24年度第３回労使間意見交換会を開催する。
開会に当たり、枝元秘書課長から今回の労使間意見交換会の趣旨について説明いただく。

（枝元秘書課長）
本日は、本年１月29日に政府案として閣議決定された「平成25年度予算概算決定」と「平

成25年度組織･定員等」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、ご協力をお願いする。

（宮浦秘書課調査官）
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。
配布資料について、第１部で使用する資料として、

資料１「平成25年度予算概算決定の概要」、
資料２「平成24年度補正予算において給与改正特例法に準じた独立行政法人運営費交付金
の減額」、

資料３「平成24年度補正予算における独立行政法人等の施設整備一覧」である。
第２部で使用する資料として、

資料４「平成25年度組織・定員について」、
資料５「平成25年度定員総括表」、
資料６「平成25年度事業所等の新設・廃止の概算決定について」、
資料７「輸出証明に係る地方組織における新規定員の概要」、
資料８「平成25年度新規採用数」、
資料９「平成25年度再任用短時間勤務職員関連一覧表」である。
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これらの資料の労使間意見交換会終了後の取扱いについては、資料１・資料４は、公表
資料であるので、議事要旨とともに農林水産省ＨＰ・職員掲示板に掲載する。資料２・資
料３と資料５から資料９までは、「機密性２」と格付されており、「職員限り」であるので、
労使間意見交換会運営規則第２条第３項の規定に基づき非公表とし、職員掲示板にのみ掲
載するので、予めご了承いただきたい。
それでは、第１部の出席者を紹介する。
当局側として、枝元秘書課長、佐藤予算課長、塩川地方課長、横山消費・安全局総務課

長、大角食料産業局総務課長、大杉生産局総務課長、浅川経営局総務課長、川合農村振興
局総務課長、髙野農林水産技術会議事務局総務課長、黒川林野庁治山課長、橋本水産庁漁
政課長、小松秘書課人事調査官、秘書課調査官の宮浦である。
職員団体側として、柴山書記長、岡本財政局長、渡邉調査交渉担当部長、間組織教宣部

長である。
最初に、資料１「平成25年度予算概算決定の概要」について、佐藤予算課長に説明いた

だく。

（佐藤予算課長）
平成25年度農林水産予算については、「攻めの農林水産業」の展開に向けた第一歩とす

るため、輸出拡大対策・競争力強化対策、農業基盤の整備、経営所得安定対策等に重点的
に予算を措置したところである。
１ページの総括表について、平成25年度農林水産関係予算の総額は、２兆2,976億円、

対前年度105.7％である。予算総額が増額となるのは平成12年度予算以来13年ぶりであり、
伸び率は、昭和54年度予算の113.3％以来、34年ぶりの高さとなっている。
このうち、公共事業については、総額6,506億円、対前年度132.9％である。公共予算総

額が増額となるのは、平成12年度予算以来13年振りであり、伸び率は、昭和48年度予算の
134.0％以来、40年ぶりの高さとなっている。
次に、平成25年度予算の重点事項について、ポイントを絞って説明する。
３ページの強い農業づくり交付金については、現場からの要望も踏まえ、前年度予算額

の21億円を大きく上回り、平成21年度予算水準である244億円を計上した。
４ページの経営所得安定対策等については、戸別所得補償制度から名称変更を行い、所

要額の精査を行うとともに、新たな仕組みである「日本型直接支払」と「担い手総合支援」
の制度設計に向けた調査として16億円を措置した。このほか、中山間地域等直接支払交付
金は285億円、農地・水保全管理支払交付金は282億円とし、前年度から増額した。
５ページの人と農地の問題の解決に向けた「人・農地プラン」の作成・実行を推進する

ため、11億円を計上するとともに、新規就農・経営継承総合支援事業は、前年度から大幅
に増額し、239億円を措置した。また、担い手への農地集積を推進するため、農地の規模
拡大に取り組む農業者や農地集積に協力する者に対する支援として、所要額165億円を措
置した。
６ページの国産農林水産物の消費・輸出対策として、農林漁業成長産業化ファンドの本

格始動のため、350億円を財投資金で措置したほか、地産地消等の取組に必要な機械・施
設の整備等の６次産業化支援対策として37億円を措置した。また、日本の農林水産物の輸
出、食文化の海外展開を進めるための対策として、51億円を措置した。
６ページから７ページにかけて、畜産・酪農経営安定対策や野菜・果樹・茶の支援対策、

甘味資源作物・国内産糖交付金等の品目別の対策を措置したほか、飼料穀物備蓄対策や鳥
獣被害防止総合対策交付金を合わせ、生産振興対策として、所要額2,652億円を措置した。
７ページの再生可能エネルギー発電事業による収入を地域の農林漁業の発展に活用する

取組や、バイオマスの利活用を図るための対策として、30億円を措置した。
８ページの都市と農山漁村の共生・対流を進める取組への支援として20億円を措置する

とともに、都市における市民農園等の整備など「農」のある暮らしづくり支援として６億
円を措置した。また、消費者に農林水産業や食への理解を深めていただくため、食料の生
産から消費にわたる各段階における食育を国民運動として展開する取組への支援として８
億円を措置した。
８ページから９ページにかけて、林業対策及び水産業対策として、林業・山村や水産業

・漁村の多面的機能を発揮するための対策について、林業は30億円、水産業は35億円それ
ぞれ措置した。
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資料２・資料３については、ご確認いただきたい。

（宮浦秘書課調査官）
それでは、以上の説明を踏まえて意見交換を行いたい。

（柴山書記長）
2013年度予算概算は、新政権の発足から、先の補正予算への対応と併せて約１ヶ月間の

短期間での対応となるなど、年末・年始も含め大変な作業であったと思われるが、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伺ったが、「攻めの農林水産業の展開」

と位置づけられた来年度予算においては、農業農村整備事業の復元、これまでの制度を基
本とした経営所得安定対策、農産物の輸出拡大対策等を柱に、13年ぶりの増額となってい
る。また、予算の執行は、先の補正予算と合わせた「15ヶ月予算」として、切れ目のない
農林水産政策が推進されるものと理解している。
特に公共事業は「国土強靱化」のもとに補正予算と合わせ大幅な増額となったが、それ

らを着実に実施するための組織・体制作りと事務費等の必要な予算の確保は必要不可欠で
ある。
こうした中、農林水産省は、予算案閣議決定の１月29日に林農林水産大臣を本部長とす

る「攻めの農林水産業推進本部」を省内に設置し論議を本格化するとしており、第１回会
合の冒頭では、林大臣から「地方農政局や研究機関など地方機関の力もフル活用して現場
の宝を発見していくことが大事」と現場重視で検討を進める方針が示されたところである
が、現場に最も近い、地方農政局や地域センター等と本省が共通の認識の下で、農林水産
行政が着実に実施されることが重要であると考える。
私どもも皆さんと認識の共有を図りながら、農林水産業の各種取り組みを進めることを

申し上げ、今回の概算決定の内容について、それぞれ担当より何点か伺い、意見交換させ
ていただきたい。よろしくお願いする。

（渡邉調査交渉部長）
今、説明のあった内容について何点か質問させていただきたい。景気対策として補正予

算の早期執行が求められる中、本年度予算は多額の補正予算と合わせ15ヶ月予算として執
行するとしているが、予算執行についてどのように対応していくのか。

（佐藤予算課長）
予算の執行については、特に今回の15ヶ月予算が本年４月から６月のＧＤＰに非常に大

きな影響を与えるので、早期の執行が重要と考えている。そのため、事業の使い勝手を良
くするための要件の見直し、業者との契約に必要な手続の簡素化等を行い、事業執行が着
実に進むよう努めているところである。
また、今回の補正予算においては、営農活動の実態を踏まえ、現場が継続的に安心して

事業に取り組めるよう、生産振興対策を中心に、基金方式の事業を措置した。このほか、
地方の負担を軽減するため、国庫補助の残に係る経費を補助する「地域の元気臨時交付金」
が総務省において措置されたところであり、財政的にも地方の要望を受け入れながら早期
の執行を促進することとしている。なお、繰越についても、21年度の財務省の事務連絡に
基づく簡易な書類での申請や財務局での個別ヒアリングの撤廃など手続の簡素化を再度徹
底することとしている。

（渡邉調査交渉部長）
次に農業農村整備事業、国営土地改良事業所関係について、農業農村整備事業関係予算

は、2012年度補正予算と合わせ前年度対比200％と大幅な増額になっているが、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。
また、国営事業を推進するための事務費等（超過勤務手当、旅費、庁費等）は十分に確
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保されているのか。特に増額の部分である補正予算は事業費のみとされているが、必要な
超過勤務手当は確保されているのか。

（川合農村振興局総務課長）
農業農村整備事業予算については、平成24年度補正予算案及び平成25年度当初予算案に

おいて、「攻めの農林水産業」の展開に向けた第一歩とすべく、老朽化した農業水利施設
の長寿命化・耐震化対策や集中豪雨対策、水田の大区画化・汎用化や畑地かんがいの推進
を図ることとしており、平成24年度補正予算案では1,640億円、平成25年度当初予算案で
は、対前年度比123％の2,627億円を計上している。
農業農村整備事業予算のうち国営土地改良事業に係る予算は、地元要望等を踏まえて事

業の着実な推進を図るとの観点から、平成24年度補正予算案において479億円、平成25年
度当初予算案において対前年度比104％の1,584億円を計上しているところであり、補正と
当初とを合わせて対前年度比135%となっている。
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することとしており、円滑な事業推進のための事務費は確保
されていると考えている。

（渡邉調査交渉部長）
次に諫早湾干拓開門対策経費についてである。諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門への対

応に係る経費について、今後、執行にあたっての具体的な対応、スケジュール等はどうな
っているのか。

（川合農村振興局総務課長）
諫早湾干拓の潮受堤防排水門の開門については、平成22年12月の福岡高裁判決の確定に

伴い、国は本年12月までに開門すべき義務を負っている。
開門に伴う長崎県の地元の懸念に応えるため、農水省として、①開門方法は、調整池の

水位を現状維持とする「ケース3-2」の制限開門によること、②開門により調整池が塩水
化することに伴い必要となる営農用水は、海水淡水化により確保することを提案している
ところであり、平成25年度予算概算決定において、所要の経費を計上したところである。
しかしながら、①長崎県側は開門に反対、②佐賀県側は開門時期を前倒しし、最終的に

全開門とすべき、との意見であり、双方には未だ大きな隔たりがある。
このような中、本年２月２日・３日には、林大臣、江藤副大臣が長崎県と佐賀県を訪問

し、現地視察を行うとともに、関係者と意見交換を行ったところである。今後、更に対話
を深め、関係者の理解が得られるよう誠心誠意取り組んで参る所存である。

（渡邉調査交渉部長）
東日本大震災復興特別会計への繰り入れ分（津波対策33億円が計上）の内訳はどうなっ

ているのか。また、繰り入れ分にかかる農林水産省の事業展開の予算執行はどうなるのか。

（黒川林野庁治山課長）
東日本大震災復興特別会計への繰入分については、巨大津波による被害を受けて新たに

認識された技術上の課題に対応するための公共事業であり、大規模地震の対策地域におい
て素早い避難の確保を後押しする観点から実施される事業が対象となっている。
このうち、林野庁分については、津波被害を軽減するための防災林造成事業として１億

４千４百万円を計上している。
予算執行方法としては、復興施策の財源に充てるため、一般会計に計上された予算を農

林水産省所管の東日本大震災復興特別会計へ繰り入れた上で、林野庁から各県の対象事業
に補助することとなる。
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（橋本水産庁漁政課長）
東日本大震災復興特別会計への繰入分のうち水産関係分については、海岸堤防・防波堤

の粘り強い構造の確保・耐震対策及び水門の自動化・遠隔操作化を計上しているところで
ある。
水産関係事業としては、水産基盤整備事業で24億１千万円、漁港海岸整備事業で１億２

千万円、農山漁村地域整備交付金として、海岸保全施設整備事業で６億１千７百万円の合
計31億４千７百万円を計上している。
予算執行方法としては、一般会計予算として各所管ごとに予算計上したものを農林水産

省所管の東日本大震災復興特別会計へ繰り入れた上で農林水産省において執行することと
なる。

（渡邉調査交渉部長）
経営所得安定対策については、2012年産の農業者戸別所得補償制度と基本的に同じ枠組

みで実施するとしているが、地方農政局・北海道農政事務所・地域センター等における事
務の進め方も変わらないとの理解で良いか。

（浅川経営局総務課長）
平成25年産の経営所得安定対策は、平成24年産の農業者戸別所得補償制度と基本的に同

じ枠組みで実施することとしており、事務の進め方についても変更はない。

（渡邉調査交渉部長）
直接支払推進事業等費が減額となっているが、非常勤職員の長期雇用など業務運営に必

要な予算は確保されているのか。

（浅川経営局総務課長）
直接支払推進事業費は減額となっているが、平成23年度の執行状況や平成24年度の執行

見込みを考慮して予算措置したものであり、非常勤職員の長期雇用などに必要な予算額は
確保している。

（渡邉調査交渉部長）
多面的機能・担い手調査について、今回新たに予算がついた訳だが、「日本型直接支払

い」、「担い手総合支援」の制度設計に向けた調査のために16億円の予算が確保されたが、
調査実施にあたり、地方農政局・北海道農政事務所・地域センターの関わりはどうなるの
か。

（宮浦秘書課調査官）
多面的機能・担い手調査への地方組織の関わり方については、これから内容を詰める状

況であり、現時点では明確に回答できる段階にない。今後、検討の進捗状況に合わせて情
報提供することとしたい。

（渡邉調査交渉部長）
次に担い手・農地総合対策について、適正な「人・農地プラン」の作成・実行に向け、

地域内の合意形成を効率的・効果的に進められるよう、地域農業支援組織の連携・分担に
よる推進体制の強化への支援として地域農業支援組織連携強化活動支援の予算を確保して
いるが、地方農政局・北海道農政事務所・地域センターの関わりはどうなるのか。
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（浅川経営局総務課長）
「人・農地プラン」の推進に当たっては、現在も地方農政局・北海道農政事務所・地域

センターに市町村等への周知や都道府県等と連携した取組を担って頂いているところであ
る。
来年度予算として概算決定された「人・農地問題解決推進事業」のうち「地域農業支援

組織連携強化活動支援」については、適切な「人・農地プラン」の作成・実行に向け、地
域内の合意形成を効率的・効果的に進められるよう支援するものであり、地方農政局・北
海道農政事務所・地域センターには、引き続き施策推進のための取組を担って頂くことを
考えている。なお、補助金の交付事務は、地方農政局と北海道農政事務所で実施すること
を予定している。
また、市町村段階の地域農業支援組織は、地域再生協議会のメンバーと重なることが多

いと想定しているが、これらの機関・団体がそれぞれのノウハウを活かして相互に連携し、
人・農地プランの作成・実行に取り組んで頂くことを想定している。

（渡邉調査交渉部長）
次に国産農林水産物の消費・輸出対策について、これはひとつの大きなポイントとなっ

ているが、新規事業である日本の食を広げるプロジェクトについて、国産農林水産物の消
費拡大、輸出の促進等に取り組む予算が新規に確保されたところであるが、地方農政局・
北海道農政事務所・地域センターの関わりはどうなるのか。

（宮浦秘書課調査官）
日本の食を広げるプロジェクトへの地方組織の関わり方については、これから内容を詰

める状況であり、現時点では明確に回答できる段階にない。今後、検討の進捗状況に合わ
せて情報提供することとしたい。

（渡邉調査交渉部長）
６次産業化支援対策についてである。先に行われた第１回労使間意見交換会の中では、

６次産業化の推進に係る職員旅費については、必要な旅費を確保するため前年度比約３％
増を要求しているということであったが確保できたのか。

（大角食料産業局総務課長）
６次産業化の推進に係る平成25年度の職員旅費については、３％の増額要求に加え、単

価改定により対前年比約3.9％増の7,770万円で概算決定したところである。
なお、本年度については、いくつかの農政局等から予算が不足しているとの報告があっ

たことから、本省において予算執行上の調整を行い、可能な限り追加配分してきたところ
である。来年度においても、効率的な予算執行を求めながら、必要な部署に必要な予算が
行き届くよう努めることとしたい。

（渡邉調査交渉部長）
６次産業化ネットワーク活動交付金が新規で確保されているが、地方農政局・北海道農

政事務所・地域センターの関わりはどうなるのか。

（大角食料産業局総務課長）
農林漁業者の６次産業化の取組は、これまで、①国が直接、６次産業化・地産地消法に

基づく総合化事業計画等の認定業務や、補助事業等の執行業務を実施するとともに、②地
方農政局や地域センターでは、都道府県・事業者等からの相談対応、法認定業務、補助金
等の交付、進行管理等の業務について対応をしてきたところである。
６次産業化ネットワーク活動交付金の実施により、今後、都道府県域内の６次産業化の

取組は、都道府県段階で事業者のサポート活動を行うことを基本とし、事業の採択、交付
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金の交付、進行管理等は都道府県に委ねることとしているので、地方農政局等における補
助金等に関する業務は漸次減少していくものと考えている。
今後、地方農政局や地域センターなどでは、直接採択事業に関する業務のほか、法認定

業務とそのフォローアップを行うこととしており、都道府県と連携しながら６次産業化の
推進に取り組んで参りたい。

（渡邉調査交渉部長）
次に動植物検疫体制の強化について、ＬＣＣ便の就航が増加傾向にある中で、水際の検

疫体制の強化に不可欠な広報活動を充実するための必要な予算は確保されているのか。

（横山消費・安全局総務課長）
動植物検疫に関しては、一般の方々への広報活動が重要と認識している。このため、予

算の制約はあるものの、これまでも植物防疫所及び動物検疫所において、ホームページ、
チラシの作成・配布、ポスター掲示等を実施しているところであり、これらの活動に必要
な予算を含め、必要な予算は確保していると認識している。

（渡邉調査交渉部長）
検疫探知犬を増頭する予算が確保されたところであるが、配置等をどのように考えてい

るのか。

（横山消費・安全局総務課長）
検疫探知犬については、現在、成田、関空、羽田にそれぞれ２頭ずつ配置されており、

また、本年３月には中部、福岡に配置する予定である。平成25年度においては、新千歳空
港における旅客手荷物の検査のために２頭を、川崎東郵便局における外国郵便物の検査の
ために２頭を、それぞれ配置する予定である。

（渡邉調査交渉部長）
検疫体制について、実際現場では人員減のなかで応援体制で対応しているところである

が、必要な旅費等は十分に確保されたのか。特に私どもも職域対策会議を昨年の秋に開催
したところだが、動物検疫所については、2012年度の旅費が前年度に比べ２割程度削減さ
れたのに対し、先の意見交換会では、検疫業務に支障が生じないよう増額要求をしている
とされていたが、どのような結果となったのか併せて伺う。

（横山消費・安全局総務課長）
厳しい財政事情の中、平成25年度においても、植物防疫所で１億８百万円、動物検疫所

で７千４百万円と、それぞれ検疫業務に必要な予算は確保されたものと認識している。
これを今年度と比較すると、植物防疫所においては、今年度と同額、動物検疫所におい

ては、約８百万円の増額が認められたところである。

（渡邉調査交渉部長）
次に漁業調整事務所関係について、漁業取締体制の強化を図るために、取締船２隻の増

船要求が確保されたが、具体的な運行体制はどうなるのか。

（橋本水産庁漁政課長）
漁業取締船の２隻増隻については、本庁所属の漁業取締船として、配置することとして

いる。
我が国排他的経済水域等における外国漁船等による違法操業は後を絶たず、特に近年、
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沖縄・小笠原周辺海域の台湾・中国漁船や、日本海における韓国・中国漁船の取締りなど、
新たな取締要望が出てきていることから、漁業取締船を２隻増隻し、我が国全体の漁業取
締りの対応力を強化することとしている。

（渡邉調査交渉部長）
次に超過勤務手当等について、省全体で、人員減や管轄区域の広域化、新規業務への対

応などにより超過勤務が増加している状況のなかで、業務遂行に必要な超過勤務手当など
はどの程度確保できているのか。また、この間の課題でもある北海道農政事務所の超勤単
価は改善されたのか。

（枝元秘書課長）
超過勤務手当予算については、震災からの復興業務や新規業務への対応など業務の状況

を踏まえ、給与減額支給措置に伴う減額を除き、前年度と同水準の予算額を確保したとこ
ろである。
また、北海道農政事務所の超勤単価は同水準であるが、超過勤務手当予算は前年度と同

水準の予算額を確保したところである。

（渡邉調査交渉部長）
次に独立行政法人関係について、各独立行政法人の運営費交付金及び施設整備費補助金

の査定結果はどうなったのか。

（佐藤予算課長）
平成25年度の農林水産省所管独立行政法人向けの運営費交付金の概算決定額は966億円

である。これは、24年度予算額1,058億円で比べると92億円減であり、概算要求に対する
比率は1.8％減となっている。
また、独立行政法人施設整備費補助金の概算決定額は15億円である。これは、24年度予

算額21億円対比で６億円減であり、概算要求に対しては1.2%減となっている。

（渡邉調査交渉部長）
配布された資料２のうち、2011年度人事院勧告にかかる減額調整はどのような経緯で控

除されることとなったのか。

（佐藤予算課長）
24年度補正予算において、給与改正特例法に準じて、人事院勧告に係る改定分及び臨時

特例分について独立行政法人運営費交付金より50億円減額したところである。

（渡邉調査交渉部長）
耐震改修等の具体的な内容はどうなっているのか。
また、2013年度概算決定では、施設整備費補助金が殆どの法人で減額となっているが、

その理由は何か。補正予算でカバーしているのか。特に(独)農林水産消費安全技術センタ
ー、(独)家畜改良センター、(独)水産大学校について伺いたい。

（横山消費・安全局総務課長）
（独）農林水産消費安全技術センターの施設整備費補助金は、平成24年度に、門司事務

所と福岡センターとの統合のための事務棟の増築のため、平成23年度の約４倍へ大幅に増
額となったところである。
平成25年度概算予算では、平成24年度の増額が大きかったため、対前年度比で約1/2と
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大幅な減額となっているが、計画に基づき、既存の福岡センター庁舎を検査棟に改築する
などの必要な予算を確保したところである。

（大杉生産局総務課長）
（独）家畜改良センターの施設整備については、中期計画の達成に向け、厳しい財政状

況の中、必要額の確保に努めてきたところである。平成25年度については、予算額として
は前年度の1/2となっているものの、計画への影響等について十分検討した上で、奥羽牧
場の肥育検定牛舎の整備費について要求したところであり、概算決定において、要求額が
満額措置されたところである。

（橋本水産庁漁政課長）
水産大学校施設整備に係る24年度補正予算については、同校の教育施設のうち耐震検査

で指摘のあった学生の活動棟の耐震工事を行うこととし、必要な予算を計上した。
平成25年度の施設費については、水産大学校の施設整備の必要性や緊急性について検討

を行い、要求しなかったものである。

（渡邉調査交渉部長）
2013年度予算について、殆どの法人において運営費交付金が2012年度当初に比べ減額と

なっているが、特例減額措置法と人事院勧告にかかる減額以外にどのような理由で減額と
なっているのか。特に農研機構と水研センターは多額の減額となっているが、事務・事業
の運営に影響することがないのか。

（髙野農林水産技術会議事務局総務課長）
農研機構の運営費交付金については、対前年度比約47億円の減額となっている。このう

ち、約25億円は事業費の減額であり、うち約20億円は競争的資金に係るもの、残り約５億
円は他法人と同様に一般管理費及び業務経費に係る効率化減等によるものである。また、
人件費については、特例減額措置法と人勧に係る減額等である。
このような内容の減額であるため、農研機構において事務・事業の運営に影響を生ずる

ものではないと考えている。

（橋本水産庁漁政課長）
水研センターの運営費交付金については、対前年度比約13億円の減額となっている。こ

のうち、約８億円が特例減額措置法と人勧に係る減額であり、それ以外は、中期計画の算
定ルールに則った効率化減である。
なお、事務・事業の運営の根幹をなす人件費及び船舶運航経費等必要額については、確

保したと考えている。

（渡邉調査交渉部長）
ＦＡＭＩＣでは、門司と福岡センター統合を予定しているが、予算上の問題はないのか。

（横山消費・安全局総務課長）
ＦＡＭＩＣの門司事務所と福岡センターとの統合については、平成24年度と平成25年度

の２カ年に渡って行うこととしており、平成24年度は福岡センターに事務棟を増築してい
るところである。平成25年度においては、既存の福岡センター庁舎を検査棟に改築した上
で、年度内に移転を完了することとしており、概算決定において必要な予算を確保してい
るところである。
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（渡邉調査交渉部長）
水産総合研究センターでは、耐震診断の結果、耐震改修などが必要とされている施設（増

養殖研究所横須賀庁舎など）があるが、予算措置はされているのか。また、船齢が古い日
本海区水産研究所のみずほ丸について、代船建造予算は確保されているのか。

（橋本水産庁漁政課長）
水研センターが平成23年に実施した耐震診断の結果、横須賀庁舎その他４施設について

施設の一部が耐震基準を満たしていないことが判明しているが、その耐震工事については、
研究に直接影響のある施設を優先して、運営費交付金により実施すると聞いている。
また、みずほ丸は、船齢が32年と高齢化しているため、代船建造の必要性について承知

している。現在、規模や時期等について水研センターとともに検討をしているところであ
る。

（渡邉調査交渉部長）
組織再編に伴う庁舎移転にかかる必要な予算はどうなったのか。また、来年度移転する

地域センターはどこなのか。

（塩川地方課長）
昨年９月の第１回労使間意見交換会でお答えしたとおり、平成25年度には、組織再編に

伴うものとして、①旧鶴岡統計・情報センター庁舎が酒田地域センター庁舎へ、②旧土浦
統計・情報センター庁舎が土浦地域センター庁舎へ、③旧浜松統計・情報センターが浜松
地域センター庁舎へ、④旧福井農政事務所庁舎が福井地域センター庁舎へ、それぞれ移転
を予定している。
このほか、地方組織の再編に伴うものではないが、⑤東京地域センターが、平成25年７

月末完成予定の東雲合同庁舎（仮称）へ移転を予定している。

これらの庁舎の移転に必要な予算については、事務室改修費等も含め要求額を満額確保

したところである。

（宮浦秘書課調査官）
以上をもって、第１部を終了する。
第１部のみの当局出席者は、ご退席いただき、第２部の出席者にご着席いただく。
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（宮浦秘書課調査官）
それでは、第２部を始めたい。
第２部の当局側の出席者を紹介する。枝元秘書課長、新井文書課長、山口厚生課長、塩

川地方課長、横山消費・安全局総務課長、大角食料産業局総務課長、川合農村振興局総務
課長、猪上林野庁林政課課長補佐(総括)、橋本水産庁漁政課長、小松秘書課人事調査官、
秘書課調査官の宮浦である。
最初に、資料４「平成25年度組織・定員について」と資料５「平成25年度定員総括表」

について、新井文書課長に説明いただく。

（新井文書課長）
資料４「平成25年度の組織・定員について」について説明する。
まず組織の改正についてだが、林野を巡る最近の政策課題と、それを特例法を一般会計

化する時期を合わせて、林野庁組織を整理するという内容である。具体的には国有林野事
業の一般会計化に伴い、職員・厚生課を廃止するとともに、森林、山村に賦存する資源を
最大限活用するという観点から森林利用課を新設することとしている。また、森林・林業
分野の技術開発、人材育成に係る施策の推進対策を行う課として研究・指導課を研究・保
全課に改組して新設したいと考えている。２ページ目に林野庁組織の内容を掲げており、
今申し上げたような事が実施されているところであるが、下段の地方組織においては、現
行の７森林管理局、98森林管理暑、14支署の基本的体制は維持する基本方針のもと、民有
林との連携のための体制強化をするということで、25年４月からスタートさせていきたい。
定員措置については、主要事項に掲げているとおり、東日本大震災・福島原発事故から

の復興の推進体制強化、農業経営・生産支援対策の実施体制の強化等々、諸課題に対応し
てⅡに掲げてある増員数を確保した。全体としては、参考の欄にあるように、減員810人
に対して増員206人、トータルとしては、25年度末定員22,733人となっている。
つづいて、資料５「平成25年度定員総括表」について説明する。
全体の数字は今申し上げたとおりで、定員合理化数808、その他外務省のアタッシェの

ために減る定員２を足して、810人の減員に対して206人の増員ということで、トータル60
4人の純減となる。その内訳としては下の欄のとおりであり、本省庁等においては25年度
末定員で前年より＋85人、植物防疫所においては▲３人、動物検疫所においては＋３人、
地方農政局等においては▲404人、森林管理局これは一般会計化ということで、３条定員
からもらってきたということで、形式的には純増という形になるが、＋4,308人、１条定
員の計では＋3,989人となる。一方では、現業の国有林が▲4,593人ということで、トータ
ルは一番上にあるが22,733人、対前年比▲604人という結果になっているところである。

（宮浦秘書課調査官）
次に、資料６「平成25年度事業所等の新設・廃止の概算決定について」について、川合

農村振興局総務課長に説明いただく。

（川合農村振興局総務課長）
平成25年度事業所等の新設・廃止について説明する。
新設する事業所については３か所ある。すべて新規地区に対応するものであり、和賀中

央、手取川流域及び東播用水二期とも、いずれも８月１日の設置を予定している。
新設する支所は、村山北部、利根川上流、釜無川、中勢及び吉井川の５か所であり、と

もに予算成立日の設置を予定している。
他方、廃止については、事業の終了に伴い、事業所３か所、支所６か所が廃止され、結

果として８月１日現在での国営事業所、土地改良技術事務所、土地改良調査管理事務所を
含めて71の事業所・事務所体制となる予定である。

（宮浦秘書課調査官）
資料７については、お手元のとおりのため、ご確認いただきたい。以上の説明を踏まえ

て意見交換を行いたい。

平成24年度第３回労使間意見交換会
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（柴山書記長）
2013年度の組織・定員要求にあたっては、今年度と同数の定員削減を求められている中

で、新規増員要求については満額確保することが必要なことから、様々な機会を通してそ
の実現を求めてきたところである。
しかし、示された定員合理化数は今年度の定員削減数を大きく上回る一方、新規定員は

増員要求を大きく下回っており、極めて厳しい結果であると言わざるを得ない。
これまで過去の実績に基づく過度な定員削減が求められてきたが、次年度以降も新規増

員が厳しく抑制されれば、農林水産行政の円滑な実施に重大な影響を及ぼすという風に受
け止めている。次年度以降の組織・定員要求においては、林農林水産大臣が会見で述べて
いたように、農林水産省への偏重はもとより、これ以上の定員削減が行われないよう全力
を尽くして頂きたい。
また、国有林野事業の一般会計化に伴い林野庁組織が再編されることとなるが、再編に

あたっては職員に丁寧に説明を行い現場において混乱が生じないよう対応してもらいた
い。
私からは以上を申し上げ、今回の組織・定員等について、それぞれ担当より何点か伺い

たい。

（渡邉調査交渉部長）
2013年組織・定員について伺う。資料４では、新規増員206人について、当初の増員要

求（670人）からすれば大幅な削減となっているが、説明のあった東日本大震災・福島原
発事故からの復興、農業経営・生産支援対策、農山漁村の所得拡大対策など主要の政策課
題への対応に支障は生じないのか。

（新井文書課長）
平成25年度の定員は、定員状況が厳しい中、新たな業務が生じるもの及び業務が増大し

喫緊に対応しなければならないものを重点を置いて、東日本大震災・福島原発事故からの
復興、農業経営・生産支援対策、農山漁村の所得拡大対策等現下の農林水産省の政策課題
に的確に対応するために必要な定員を措置したところである。

（渡邉調査交渉部長）
資料４－２の定員措置の主要事項について伺う。主要事項毎に本省・地方組織への配置

数を示すこと。また、主要事項の合計は179となるが、残りの27について同様に示すこと。

（新井文書課長）
東日本大震災・福島原発事故からの復興分69については、本省庁14、地方農政局本局等

33、地域センター15、森林管理局７である。
農業経営・生産支援対策分57については、本省庁７、地方農政局本局等20、地域センタ

ー30である。
農山漁村の所得拡大対策分については、本省庁16である。
家畜防疫・植物検疫、食の安全管理分14については、本省庁５、植物防疫所３、動物検

疫所５、動物医薬品検査所１である。
防災・減災対策等農業農村整備事業の推進分14については、本省庁２、地方農政局本局

12である。
漁業資源管理・取締分は、本省庁９である。
その他として、雇用と年金の接続関係で本省庁１、都道府県からの要請により金融庁・

農水省とが共同で行う「３者要請検査」の増加で本省庁４、地方農政局本局22であり、合
計27となっている。

平成24年度第３回労使間意見交換会
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（渡邉調査交渉部長）
組織改正の内容について伺う。国有林野事業の一般会計化に伴い、廃止される職員・厚

生課の業務はどこが担当することになるのか。

（猪上林野庁林政課課長補佐）
国有林野事業については、公益重視の管理経営をより一層推進し、森林・林業再生への

貢献を図るとともに、特別会計改革にも資する観点から、組織・事業の全てを一般会計に
移行することとし、これに伴う組織改正を行うこととしている。
今回の組織再編で廃止することとしている職員・厚生課については、①給与・手当・旅

費等については同様の業務を実施している林政課へ、②宿舎管理、共済、森林管理局の非
常勤職員及び定員外職員の管理等については管理課へ、移行することとしている。

（渡邉調査交渉部長）
一般会計化に伴い、本庁組織及び地方組織において配置人員に大きな変更はあるのか。

（猪上林野庁林政課課長補佐）
今回の組織再編では、①森林の多面的機能の発揮、国産木材の利用促進などの今後重点

的に強化すべき政策課題と、②国有林野事業の一般会計化に対応した新しい林野庁組織を
整備することとしているが、本庁組織の13課体制、地方組織の７森林管理局・98森林管理
署・14支署の現行の体制は基本的に維持しており、定員の大きな変動はない。
また、人事については、業務上の必要性に基づき、人事評価結果等を踏まえ、適材適所

を旨として実施していくことになると考えており、配置人員の考え方に大きな変更はない。

（渡邉調査交渉部長）
資料５の定員総括表について伺う。定員純減▲604について、政府全体の定員純減に占

める農林水産省の割合はどのような状況か。

（新井文書課長）
平成25年度の政府全体の定員は平成24年度と比較して2,374人の純減となっている。こ

のうち、農林水産省の純減数は604人であり、政府全体に占める割合は、24年度の約４割
から約３割に減少しており、これは23年度の約６割と比べると半減している。

（渡邉調査交渉部長）
定員合理化等について、810人を削減するとしているが、本省庁等、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、地方農政局等（北海道農政事務所、地域セ
ンター、国営土地改良事業所等）の内訳はどうなっているのか。また、本省庁等の等はど
こで何人削減となっているのか。

（新井文書課長）
合理化等810人の内訳は、本省庁等160、植物防疫所６、動物検疫所２、事業所を除く地

方農政局426、北海道農政事務所17、事業所93及び森林管理局106である。
本省庁等の「等」については、動物医薬品検査所１、森林技術総合研修所１、漁業調整

事務所７である。

（渡邉調査交渉部長）
厳しい定員削減が進められているが、2013年度の退職者から無年金期間が生じることと

なり、雇用と年金の接続は待ったなしの状況となっている。2013年度も810人の定員削減
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- 14 -

が行われるが、雇用と年金の接続に支障はないのか。

（枝元秘書課長）
雇用と年金の接続については、平成26年度から退職者の再任用に対応できるよう、政府

内の調整が今進められているところである。
当省においても、定員削減など厳しい環境の中ではあるが、平成25年度に短時間再任用

の定数確保に努めるなど、計画的に準備を進めているところである。

（渡邉調査交渉部長）
新規増員について伺う。非現業部門の新規定員206人について、本省庁等、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、地方農政局等（北海道農政事務所、地
域センター、国営土地改良事業所等）の内訳はどうなっているのか。

（新井文書課長）
増員206の内訳は、本省庁等59、植物防疫所３、動物検疫所５、事業所を除く地方農政

局127、北海道農政事務所５、森林管理局７である。
本省庁等59の内訳は、大臣官房９、消費・安全局５、動物医薬品検査所1、食料産業局

９、生産局12、経営局１、農村振興局５、技術会議３、林野庁３、水産庁11である。

（渡邉調査交渉部長）
2013年度新規採用者120人の内訳はどうなっているのか。また、配置先とその考え方は

どうなっているのか。

（枝元秘書課長）
平成25年度新規採用者の配置については、大震災からの復興や原発事故の対応に支障が

ないよう、厳しい中ではあるが新規採用の配置を工夫したところである。

（渡邉調査交渉部長）
環境再生事務所など環境省へ派遣されている人数は、2013年度も変わりはないのか。

（枝元秘書課長）
環境再生事務所への人事上の協力については、既に69名と多数の職員を派遣していると

ころであるが、総理大臣より「閣僚全員が復興大臣であるという気持ちを持って職務に邁
進してもらいたい。」とのご指示をいただいていることを踏まえ、最大限協力していく考
えである。なお、職員の派遣に当たっては、職員の意向をしっかりと伺いながら対応して
まいりたい。

（渡邉調査交渉部長）
総務省の機構・定員の審査結果では、政府全体の定員純減数から除染・復興等の時限増

員477人は控除されているが、農林水産省における除染・復興等の対象となる時限増員及
び時限年次はどうなっているのか。

（新井文書課長）
25年度新規増員206のうち、時限的な増員は66である。その内訳は、主なものとして、

輸出証明関係32（８年）、海岸防災林関係７（８年）等である。なお、時限的な年次につ
いては、３年間が３、４年間が４、５年間が14、８年間が42、10年間が３である。

平成24年度第３回労使間意見交換会
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（渡邉調査交渉部長）
定員・定数に伴う具体的な課題について、本省庁の定員は新規増員が確保されているも

のの100人の減員となっているが、業務遂行に支障はないのか。具体的な対応をどのよう
に考えているのか。

（新井文書課長）
本省庁の定員は、定員状況が厳しい中、新たな業務が生じるもの及び業務が増大し喫緊

に対応しなければならないものを重点に、東日本大震災・福島原発事故からの復興、農業
経営・生産支援対策、農山漁村の所得拡大対策等現下の農林水産省の政策課題に的確に対
応するために必要な定員を措置している。
業務遂行に当たっては、業務効率化などへの取組も併せて考慮しており、支障が生じな

いよう措置したところである。

（渡邉調査交渉部長）
地方農政局・地域センターにおいては、昨年度（399人）を上回る404人の定員純減とな

るが、各地方農政局、北海道農政事務所、地域センターへの定員合理化の割り当ての考え
方はどうなっているのか。

（塩川地方課長）
定員合理化に当たっては、業務区分毎に、本省から地方農政局等の出先機関までの現在

の業務の実施状況や実施体制を踏まえて、合理化ポストの選定を行っている。

（渡邉調査交渉部長）
昨年度の組織・定員に関する労使間意見交換会では、大幅な定員削減となる地方農政局

・地域センターにおける業務の合理化・削減の方向が業務区分毎に示されたが、本日提示
されないのはなぜか。４月の人事異動を目の前にしている中、定員合理化への対応方針が
示されない状況では、新年度の業務運営が検討できず大きな問題である。早急に提示する
よう求める。

（塩川地方課長）
今年度は、新年度の組織・定員の政府案の決定が１か月後ろ倒しとなったことに加え、

地域センターに新規定員が認められたことから、業務の見直しの方向の検討が例年に比べ
て遅くなっているところであり、整理でき次第、早急に提示する予定である。

（渡邉調査交渉部長）
地方農政局、北海道農政事務所、地域センターにおける新規定員132人の配置先及び配

置の考え方はどうなっているのか。また、昨年度を上回る定員合理化の中でどのように実
施体制を確立するのか。

（塩川地方課長）
東日本大震災・福島原発事故からの復興、農業経営・生産支援対策など主要な政策課題

を着実に推進する観点から、地方農政局、北海道農政事務所、地域センターのそれぞれに、
必要な新規定員を配置したところである。
また、厳しい定員合理化の下で円滑に業務を実施できるよう、業務の見直しを行う予定

である。
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（渡邉調査交渉部長）
2011年12月に開催した第５回労使間意見交換会において、「組織再編時における業務部

門毎の人員配置が適切でない場合、人員配置の見直しを行うのか」との私たちの質問に対
し、「工程管理の結果、組織体制の根本に関わるような課題に対しては、平成25年度の組
織・定員要求の中で検討をしてまいりたい」との見解が示されたところであるが、次年度
の人員配置にあたりどのような検討をしているのか。

（塩川地方課長）
組織再編時の人員配置に関して、職員一人一人が円滑な業務の推進に向けて努力いただ

いている結果、現時点では「組織体制の根本に関わるような課題」が生じているとは考え
ていないが、より政策課題を着実に進めるため、原子力災害に伴う諸外国の輸入規制に係
る輸出証明書の発給や、経営所得安定対策の適切な推進に向けた定期的な立入調査・指導
等のために必要な人員を新規に確保したところである。

（渡邉調査交渉部長）
2013年度の人事異動にあたっては、昨年のような特段の取り組みを行っているとは聞い

ていないが、ブロック間異動者の復帰対応を含め十分に検討されているとの理解でよいか。

（枝元秘書課長）
平成25年度においては、定員合理化等に伴う大規模な人員配置の見直しを想定する状況

にはないと考えているが、広域で異動した者の取扱いについては、本人の希望も考慮しつ
つ、適切に対処する考えである。

（渡邉調査交渉部長）
昨年は、４月以降、差し引き人数が多いとされる県においては、差し引き人数の解消が

至上命題とされ、五月雨的な人事異動が行われたことにより、超過勤務が増大するなど業
務運営に支障が生じていることをこの間の労使間意見交換会で指摘してきた。次年度につ
いては、差し引き人数の解消が至上命題とされ、４月の人事異動を含め昨年と同様なこと
が繰り返されないよう対応すること。
なお、人事配置の検討にあたっては、職場の業務の状況を十分に把握した上で行うとと

もに、これに基づく人事異動にあたっては、組合員の理解と納得のもとに進めること。

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

務の状況を把握するとともに、本人の希望も考慮しつつ、本人の適性、人事評価結果等を
踏まえ、適材適所の原則で行ってまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）
中央本部は、昨年３月に当局から示された「地域センターにおける業務区分毎の人員配

置」の課題等を12月１日現在で検証を行ったが、殆どの地域センターでぎりぎりの業務対
応を行っており、加えて、業務内容も専門性が高いことからスタッフ制が機能していない
と報告されている。このような状況の中で更なる定員合理化が行われれば、スタッフ制で
は対応できないことが懸念されるが、どのような対策を講じるのか。

（塩川地方課長）
定員合理化後の体制においても円滑に業務を実施できるように、業務の必要な見直しを

行うとともに、引き続き、職員については、専門研修に参加させ、その職員からの伝達研
修を通じて専門的な知見の向上を、管理職については、会議や研修を通じてマネジメント

平成24年度第３回労使間意見交換会



- 17 -

能力の向上を進めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）
既存業務について、これまで以上に徹底した合理化を図らなければ、業務遂行に支障が

生じることが懸念されるとともに、組合員の健康も危惧されるが、既存業務の効率化につ
いてどのような対策を考えているのか。

（塩川地方課長）
例えば、監視業務や調査業務においては、制度導入から一定の期間が経過し、制度の定

着が図られたものについて、対象の削減・重点化や項目の絞り込みを行うことで、業務量
の削減を進めることを検討している。

（渡邉調査交渉部長）
輸出証明書の発行業務が４月１日より県から国に移管されることとなるが、当局は「平

成25年度から実施する発行業務の定員配置については、24年度の都道府県別の発行件数等
に応じて、既存定員を踏まえつつ、新規定員を配分し、発行体制を整備する」との見解を
示しているが、円滑な発行体制に向けた具体的な人員配置はどのようになっているのか。
また、発行業務の移管に伴う発行件数はどうなるか。現在に比べてどの程度増加するの

か。

（大角食料産業局総務課長）
輸出証明書発行業務については、平成25年４月１日から、地方農政局等本局及び主要港

湾を管轄している地域センターにおいて対応するため、新規定員36名（本局21名、地域セ
ンター15名）を加え、必要な人員（56名）を確保して受付を開始する予定である。
具体的には、北海道農政事務所を含む地方農政局等本局及び千葉、東京、横浜、静岡、

大阪、神戸、福岡の各地域センターで対応することとしており、その他の県の地域センタ
ーにおいては、受付業務のみを行う予定である。
また、円滑な移行のため証明書発行業務に関する研修を３月中に行うほか、４月以降も

必要に応じ実施することとしている。
発行枚数については、現在、全国平均で月に6,000枚程度と承知している。今回新規定

員を確保して体制を整えた結果、１人一日当たり５枚程度の処理件数になると見込まれる
が、これまでの農政局等での実績（約５枚）と比べても大きな差異はないと考えている。

（渡邉調査交渉部長）
国営土地改良事業所等においては、24年度補正額と25年度概算決定額を合わせ大幅に事

業費が増額される一方で、101人の定員削減等となっている。農地・農業用施設の復旧や
防災・減災対策など速やかな予算執行が求められている中、人員不足が最大の課題となっ
ている国営土地改良事業所等の事業の遂行に支障を生じさせないため、どのような対策を
講ずるのか。

（川合農村振興局総務課長）
国営土地改良事業については、厳しい定員事情の中ではあるが、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・監督事務の外注化を拡大する等、事務の簡素・
合理化に努め、事業の遂行に支障を生じさせないよう努めて参りたい。

（渡邊調査交渉部長）
2013年度の国営事業所等の定員配分をどう考えているのか。また、新規採用者の配分は

どうなっているのか。
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（川合農村振興局総務課長）
国営事業所等の定員配分等については、従来から、農政局別の事業費及び欠員状況等を

基に、農政局別に定員を配分し、各農政局において、その配分された定員の範囲内で、事
業所毎の計画に基づき、必要な要員を配置することとしている。

（渡邉調査交渉部長）
2013年度に設置される３事業所（和賀中央農業水利事業所、手取川流域農業水利事業所、

東播用水二期農業水利事業所）、５支所（村山北部支所、利根川上流支所、釜無川支所、
中勢支所、吉井川支所）それぞれの設置期間、人員規模、人員配置をどう考えているのか。
また、2013年度に廃止される３事業所（神流川沿岸農業水利事業所、宮川用水第二期農

業水利事業所、筑後川下流白石平野農業水利事業所）、６支所（弘前支所、御前山支所、
鬼怒川南部支所、外山支所、阿賀野川用水支所、弓浜半島支所）の廃止時期は2014年３月
31日との理解でよいか。なお、廃止事業所・支所職員の人事異動にあたっては、本人の希
望を十分尊重すること。

（川合農村振興局総務課長）
平成25年度に新設する、①和賀中央、②手取川流域、③東播用水二期の事業所は、国営

かんがい排水事業の新規地区に対応するものであり、３カ所とも８月１日の設置を予定し
ている。
また、新設する支所、①村山北部支所、②利根川上流支所、③釜無川支所、④中勢支所、

⑤吉井川支所は、国営施設機能保全事業の新規地区又は国営地区の調査・計画等に対応す
るものであり、５カ所とも予算成立日の設置を予定しており、設置期間は、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る。
設置初年度の人員規模については、これまでと同様に事業所においては９ポスト、支所

においては３ポストを予定している。人員配置については、それぞれの地区の事業量等を
勘案して必要な要員を配置することとしている。
一方、廃止事業所等については、３事業所は本年４月１日に廃止、６支所は予算成立日

をもって廃止となる。
なお、人事異動にあたっては、本人の希望も考慮しつつ、本人の適性、人事評価結果等

を踏まえ、適材適所の原則に従って行って参りたい。

（渡邉調査交渉部長）
農地・水保全管理支払交付金の円滑な推進を図るため、要求していた農地・水保全管理

官はどのようになったのか。

（川合農村振興局総務課長）
農地・水保全管理官については、現在10ポスト（北海道及び東北：各２、その他：各１）

設置している。平成25年度組織要求においては、北海道から九州までの８ブロック各々で、
活動組織数や取組面積等が多い計８つの地域センターに設置するよう要求したところであ
るが、認められなかったところである。
農地・水保全管理官が配置されていない地域においては、本施策の事業実施主体となる

地域協議会や都道府県と連携しつつ、農政局が対応することとし、本対策の取組を支援し
ていく考えである。

（渡邉調査交渉部長）
第１回労使間意見交換会において、「今後、福島県において、被災自治体の要望や避難

解除等地域の拡大に伴う現地調査の状況等を踏まえつつ、農地・農業施設の復旧・復興に
係る国営土地改良事業等の組織体制の整備について検討を進める必要がある」との見解が
示されたところであるが、2013年度における具体的な対応はあるのか。
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（川合農村振興局総務課長）
福島における農地・農業用施設の復旧復興を進めるための平成25年度の対応としては、

①本省農村振興局に、福島復旧復興対策調整官及び福島復旧復興班(１課長補佐、２係長）、
②東北農政局整備部に、福島復旧復興対策官、福島復旧復興第１係長、福島復旧復興第２
係長及び技術審査第３係長、合計で８名の増員が認められたところである。
今後とも、新設予定の役職を中心とした組織体制の下、福島における農地・農業用施設

の復旧復興業務を円滑に進めて参りたい。

（渡邉調査交渉部長）
被災地への支援派遣について、派遣時期が工事発注時期と重なる場合、派遣される職員

は既存業務を前倒しで行った上で対応している状況にあり、当該職員への負担が増大して
いると報告されている。４月以降の支援派遣の人員規模や対応の考え方を示すこと。

（川合農村振興局総務課長）
被災地への支援派遣については、被災３県からの要請を受け、国及び全国の都道府県か

ら農業土木職員が派遣され、農地・農業用施設の災害復旧に係る査定や復旧工事に係る設
計書作成等の支援に当たっており、被災県からは高い評価と感謝の声が寄せられていると
ころである。
平成25年度においては、復旧・復興に関する業務量の増大に伴って、被災３県からの技

術者支援の要請人数が今年度を上回る見込みであり、福島県内の被災市町の支援に当たっ
ている国の農業土木職員についても、今年度実績（216人月）を上回る派遣要請を受けて
いる。
現在、地方農政局等との間で調整を進めているところであるが、派遣に当たっては、福

島県と派遣時期・人員について詳細に調整を行うとともに、職員を派遣して頂く事業所等
の業務に多大な影響を及ぼさないよう、原則として1ヶ月毎の交代制とすることとしてい
る。
なお、ご指摘のような報告があったことについては、派遣される職員への負担が過度に

増大することのないよう派遣元の事業所等に配慮をお願いして参りたい。

（渡邉調査交渉部長）
植物防疫所においては、定員合理化６人に対し新規定員３人と現行定員が減少すること

となるが、定員合理化の割り当ての考え方及び官署、新規定員の配置の考え方及び官署は
どのようになるのか。また、このような定員状況を踏まえ、今後の検疫体制の充実・強化
についてどのように考えるのか。

（横山消費・安全局総務課長）
平成25年度においては、新規国際線の就航等に対する植物検疫体制の強化に伴う増とし

て、横浜植物防疫所札幌支所（新千歳空港対応）、横浜植物防疫所東京支所千葉出張所、
那覇植物防疫事務所那覇空港出張所に各１名の計３名の新規定員が認められたところであ
り、該当官署への配置を予定している。
また、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を配置す

るよう割り当てを行っているものである。
組織・定員要求を巡る情勢は大変厳しい状況であるが、引き続き、必要に応じて新規定

員要求を行い、適切な検疫体制の確保のための整備に努めるとともに、業務の平準化を図
り、応援体制の構築などにより、円滑な業務運営に努めて参りたい。

（渡邉調査交渉部長）
動物検疫所においては、定員合理化２人に対し新規定員５人となるが、定員合理化の割

り当ての考え方及び官署、新規定員の配置の考え方及び官署はどのようになるのか。また、
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このような定員状況を踏まえ、今後の検疫体制の充実・強化についてどのように考えるの
か。

（横山消費・安全局総務課長）
平成25年度においては、業務量の増大に適切に対応するため、本所北海道出張所、門司

支所鹿児島空港出張所、成田支所検疫第２課、羽田空港支所東京出張所千葉分室及び沖縄
支所那覇空港出張所に各１名の計５名の増員が認められたところであり、該当官署への配
置を予定している。
また、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を配置す

るよう割り当てを行っているものである。
動物検疫所においても、引き続き、必要に応じて新規定員要求を行い、適切な検疫体制

の確保のための整備に努めるとともに、業務の平準化を図り、応援体制の構築などにより、
円滑な業務運営に努めて参りたい。

（渡邉調査交渉部長）
川崎東郵便局への国際郵便物の集約化に伴う検査にあたり、植物防疫所及び動物検疫所

における人員配置の考え方及び配置人員はどうなるのか。また、郵便物の検査量は季節変
動するため、繁忙期の体制をどのように考えているのか。

（横山消費・安全局総務課長）
外国から送られてくる郵便物については、現在、全国７カ所の日本郵便㈱の事業所（①

成田国際空港郵便局、②東京国際郵便局、③川崎港郵便局、④中部国際郵便局、⑤大阪国
際郵便局、⑥新福岡郵便局、⑦那覇中央郵便局）に到着するため、動植物の検査は、職員
が外勤等により各所で対応しているところである。
今般、川崎東郵便局が新設され、５月には川崎港郵便局の業務が、６月には、成田国際

空港郵便局の業務のほか、東京国際郵便局と大阪国際郵便局の業務の一部が移管されるこ
とに伴い、現行の川崎港郵便局での業務と比べて検査件数の増加が予想されるが、郵便物
検査という性格上、毎日の業務量に波があるのか、常時一定の業務量があるのか、業務量
の動向等を十分見極め、随時適切な人員配置や応援体制の構築に努めてまいりたい。
なお、応援体制の構築に当たっては、応援業務が特定の者に偏ることにより過度の負担

とならないよう、計画的な対応に努めて参りたい。

（渡邉調査交渉部長）
動物検疫所においては、米国産牛肉の輸入条件の緩和により輸入量の大幅な増加が予想

されることから、横浜では大型冷蔵庫（８万トンクラス）が３カ所新規増築、既存の冷蔵
庫の拡張等が決定されているため、検査件数の増加が想定されるとの意見が報告されてい
る。輸入条件の緩和に対する実施体制をどのように考えているのか。

（横山消費・安全局総務課長）
米国産牛肉の輸入条件緩和に対しては、衛生条件の協議の中でプロダクトリスト（書類

検査の際に個々の商品名を確認するリスト）の廃止がなされたことなどを踏まえて検査の
効率化を図るとともに、引き続き、業務量等の把握を行い、業務量に見合った人員配置や
応援体制の構築などにより、円滑な業務運営に努めて参りたい。

（渡邉調査交渉部長）
漁業調整事務所については、７人の定員削減に対し新規増員が認められなかったが、ど

こが削減されたのか。
また、漁業取り締まり時の安全を確保するため漁業監督指導官の２名乗船体制の確立を

求めてきたがどのような結果となったのか。
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（橋本水産庁漁政課長）
漁業調整事務所の定員削減は、九州漁業調整事務所で２、他の５漁業調整事務所で各１

の計７である。
また、２名乗船体制の確立は、取締体制の強化並びに漁業取締り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整備として必要であると認識している。
平成25年度においては、漁業取締船を２隻増隻することから、漁業取締船に乗船する漁

業監督官を１隻につき３名増員する要求を行い、２隻分計６名が認められたところである。

（渡邉調査交渉部長）
船舶における定員査定はどうなったのか。

（橋本水産庁漁政課長）
平成25年度の新規定員要求において、取締船の実行ある監視・取締体制を確立するため、

取締船３隻に各１名の首席一等航海士を配置するよう計３名の増員要求を行ったところで
あるが、結果として認められなかったところである。

（渡邉調査交渉部長）
級別定数の査定結果はどうなったのか。

（枝元秘書課長）
級別定数については、特に年齢構成上多数の職員が偏在する中位級、つまり行政職(一)

３級から６級を重点事項として、定数の拡大と職務評価の適正化に努力しているところで
ある。
平成25年度の定数改定においては、特に本省と地方機関の４級について、昇格候補者が

多いことを踏まえて粘り強く折衝した結果、本省で「30」、地方農政局及び北海道農政事
務所で「151」の切り上げが認められたところである。

（渡邉調査交渉部長）
再任用短時間勤務職員の査定結果はどうなったのか。

（枝元秘書課長）
再任用短時間勤務職員の定数については、平成25年度で140要求し、要求どおり確保し

たところである。これにより、再任用短時間勤務職員の定数は合計で310となっている。

（渡邉調査交渉部長）
国家公務員宿舎の関係について、これが最大の課題と考えているが、宿舎廃止計画の具

体化がすすむなかで県・地域によっては宿舎事情がより厳しくなる状況が想定される。宿
舎は生活の拠点であり、安心して業務を遂行するためには必要不可欠なことから、４月の
人事異動に必要な宿舎（借り上げ含む）の確保を図ること。

（山口厚生課長）
宿舎削減については、職員の仕事と生活に極めて大きな影響が生じる事案であると承知

している。国家財政事情、公務員に対する国民の視線など厳しい状況もあるが、今後の農
林水産行政を円滑に進めるためにも宿舎問題は非常に重要と考えている。
農林水産省の宿舎確保については、これまでも様々な働き掛けなどを重ねてきているが、

引き続き当局として確保すべく努力を継続してまいりたい。

平成24年度第３回労使間意見交換会



- 22 -

（柴山書記長）
2013年度は、大幅に予算が増額される一方で、今年度にも増して厳しい定員事情の中で

各種政策課題に的確に対応していかなければならない。そのためにも
① 限られた人員配置の中で業務を遂行するためには、各段階における管理職がマネジメ
ントを発揮し、職員と十分に意思疎通を図ることが必要なことから、今回の内容につい
て、職員に対し丁寧に説明を行うこと。

② 農林水産行政の遂行に支障が生じないよう、これ以上の定員削減が行われないように
するとともに、必要な定員を確保するため、来年度の概算要求期に向け万全な対応・対
策を講じること。

③ 2013年度に60歳を迎える職員から無年金期間が生じることとなることから、雇用と年
金の接続を図るためフルタイムで雇用できる定員の確保に向け、万全な対応・対策を講
じること。

④ ４月の人事異動にあたっては、組合員の理解と納得のもとに行うこと。
などを要請する。
また、私どもとしても各段階に「労働条件点検・苦情等相談窓口」を設置しており、寄

せられた苦情・相談については別途要請するので、適正に対応頂きたい。
最後になるが、今後、現場実態を踏まえ課題整理を行うこととしているので、改善が必

要な場合はしっかり対応するよう要請する。

（枝元秘書課長）
本日は、「平成25年度予算概算決定」「平成25年度組織・定員等」を議題として意見交換

を行った。いずれの意見も、現場で奮闘されている職員の切実な声と認識しているので、
真摯に受け止めることとしたい。今後とも、省内情報を共有し、明るく風通しの良い職場
となるよう、労使間の意見交換に努める考えである。

（宮浦秘書課調査官）
以上をもって、平成24年度第３回労使間意見交換会を終了する。

－以 上－
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