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平成24年度 第１回労使間意見交換会

議事要旨

（開催要領）

１．開催日時：平成24年９月25日（火）16:30～17:39

２．場 所：国際部第３会議室（本館地下 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 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 大内 秀彦 食料産業局総務課長

同 浅川 京子 経営局総務課長

同 鳩山 正仁 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 山口 英彰 林野庁林政部林政課長

同 橋本 次郎 水産庁漁政部漁政課長

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 渡邉 由一 調査交渉部長（非現業担当）

同 原子 秀夫 調査交渉部長（独法担当）

同 間 英輔 組織教宣部長

４．概要

（宮浦秘書課調査官）

只今から平成24年度第１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す

る。

（枝元秘書課長）

本日は、「平成25年度予算概算要求」及び「平成25年度組織・定員要求」を議題

とした労使間意見交換会を開催することとした。

「平成25年度予算概算要求」及び「平成25年度組織・定員要求」について、財務

省あるいは総務省に提出した要求の概要を説明し、その内容について意見交換した
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いと考えている。

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、御協力を御

願いする。

（宮浦秘書課調査官）

本日の労使間意見交換会は、議題が２つあることから、それぞれの議題ごとに実

施することとしたい。

本日の配布資料であるが、資料１として「平成25年度農林水産予算概算要求の概

要」、資料２として「平成25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

板に掲載することとする。

それでは、「平成25年度予算概算要求」について意見交換を始める。まず、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、大内食料産業局総務課長、浅川経営局総務課長、鳩山農村振興局総務課

長、髙野農林水産技術会議事務局総務課長、橋本水産庁漁政部漁政課長、それに秘

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、渡邉調査交渉部長（非現業担

当）、原子調査交渉部長（独法担当）、間組織教宣部長である。

それでは、佐藤予算課長より、資料１の「平成25年度農林水産予算概算要求の概

要」について御説明いただく。

（佐藤予算課長）

平成25年度の概算要求においては、先に閣議決定した「日本再生戦略」において

３大プロジェクトとして掲げられた「農林漁業」、「グリーン」を着実に実行する

ために、「地域活性力倍増プロジェクト」を特別重点要求として要求したところで

ある。また、昨年決定した「食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」の

２年目として、７つの戦略の実行に必要な予算を要求したところである。また、農

山漁村地域で行う活動に、直接、支援に手が届くような施策を充実したところであ

る。さらに、東日本大震災からの本格的な復興、原発事故からの復旧・復興を進め

るために、復興庁から必要な予算を一括要求したほか、農林水産省としても、全国

防災対策、農産物の輸出拡大対策等に係る予算を要求したところである。

具体的には、25年度要求額としては、２兆3,166億円、このうち特別重点要求、

重点要求で2,427億円で、対前年度比106.6％、この他に復旧・復興対策分568億円

を農水省計上分として要求し、総額２兆3,734億円要求している。公表事業費では、

農業農村整備事業については、対前年度比114.0％の2,428億円、林野公共について

は、同123.2％の2,153億円、水産基盤整備については、同110.4％の762億円となっ

ている。重点事項としては、まず特別重点要求・重点要求として地域活力倍増プロ
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ジェクトに、「６次産業化」、「再生可能エネルギー」、「新規参入支援による雇

用の確保」、「地域コミュニティの再生」、「輸出促進」、「食文化の海外発信」

を掲げ、特別重点要求としており、この他に「災害に強い農山漁村地域の構築」を

重点要求したところである。このほか、昨年の「食と農林漁業の再生のための基本

方針・行動計画」に即した事業として、「戸別所得補償関係」、「人・農地問題の

解決の推進」のために行う「農地集積協力金」、「規模拡大加算」、「新規就農総

合支援事業」等を要求したところである。「６次産業化・成長産業化」については、

基本的には特別重点要求に回したもののほか、生産振興対策として、「鳥獣被害防

止総合対策交付金」、「強い農業づくり交付金」、「産地再生総合支援事業」のい

わゆるハード事業、さらに「さとうきび・甘しゃ糖生産回復対策事業」その他野菜、

果樹、茶、畜産、酪農等において必要な予算を要求している。また、「食の安全と

消費者の信頼確保」のための予算も要求している。他に「森林管理・環境保全直接

支払制度」や「森林・林業人材育成対策」を中心とした「森林・林業再生」のため

の予算要求、さらに「水産業再生」においては、「資源管理・漁業所得補償対策」

をはじめとする予算を要求している。その他、「震災に強い農林水産インフラの構

築」ということで、農・林・水それぞれの分野で必要な予算を要求するとともに、

「原発事故からの復興」ということで要求している。 後に、事項要求として、諫

早湾の開門への対応に係る経費については、今後の予算編成過程で検討するという

ことで、概算要求時点では事項要求という形にしている。

（柴山書記長）

2013年度一般会計予算概算要求を巡っては、先に行われた財務省の公表で各省か

らの積み上げの総額が98兆８億円に達し、このうち政権の成長戦略である「日本再

生戦略」関連の要求は２兆802億円、国債費は24兆6,455億円に上ったとしている。

今ほど説明があったが、今回の農林水産省の要求は、厳しい財政事情にはあるも

のの、日本再生戦略を踏まえた農林漁業、グリーン、ライフにかかる予算配分の重

点化及び東日本大震災からの復興対策、防災・減災対策の重点化に加えて、｢食と

農林漁業の再生のための基本方針・行動計画｣に基づく戦略の集中展開など、｢政府

の概算要求組み替え基準｣を踏まえた要求・要望と考えている。

政府は今後の予算編成過程において、｢既存の歳出予算全体を見直して組み替え

ることで、財源を捻出し、重点分野へのメリハリのついた予算配分と歳出71兆円を

遵守の両立を図る｣とし財政規律の維持を明言しており、今後、査定省との間にお

いて厳しい折衝が予想される。

先の夏季要求回答交渉の際にも要請しているが、「日本再生戦略」の集中展開、

東日本大震災からの復興、再生のためには必要な予算の確保が不可欠であり、今回

の一般要求額、特別重点要求・重点要求額の満額確保に向け 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

点か伺いたい。
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（渡邉調査交渉部長）

それでは、私から何点か伺いたい。

「日本再生戦略」の着実な実行につなげる、「食と農林漁業の再生のための基本

方針・行動計画」に基づく、東日本農林漁業の復興、日本の農林水産物の信頼確保

などのためには、必要な予算の確保が不可欠である。今後の予算編成過程において

査定省との厳しい折衝が予測されるが、一般要求額、特別重点要求・重点要求額の

満額確保に向け 大限の努力を要請する。

（佐藤予算課長）

25年度の概算要求では、「日本再生戦略」あるいは「食と農林漁業の再生のため

の基本指針・行動計画」の実行に必要なものとして、また、東日本大震災あるいは

原発事故からの復旧・復興に必要不可欠な予算として要求をしている。年末の概算

決定に向けて、各局庁それぞれの担当が司々で、一生懸命全力を尽くして財務省と

折衝してまいりたい。全力を傾注していく所存である。

（渡邉調査交渉部長）

平成25年度概算要求組替基準では、義務的経費は24年度予算相当額とされている

が、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を確保する予算要求となっ

ているのか。

また、北海道農政事務所の超勤単価の改善は要求しているのか。

（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

全般の超過勤務の状況等を踏まえ、増額要求を行ったところである。

北海道農政事務所の超過勤務手当についても、昨年と同様に増額要求を行ったと

ころである。

（渡邉調査交渉部長）

６月に実施した行政事業レビューの結果は、予算概算要求にどのように反映され

ているのか。

（佐藤予算課長）
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平成25年度予算については、行政事業レビュー等において、既存予算の徹底的な

見直しを行い、316億円程度反映した。

これらについては、日本再生戦略を着実に実行するための「地域活力倍増プロジ

ェクト」や、我が国の食と農林漁業の再生を実現するための「基本方針・行動計

画」における各戦略の実行に必要な予算の財源として充当したところである。

（渡邉調査交渉部長）

農業農村整備対策予算は、関連予算を含めどのような内容となっているのか。

そのうち、国営土地改良事業所等の予算はどうなっているのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

農業農村整備対策予算については、合計で3,186億円、対前年度比118％を要求し

ている。

内訳は、農業農村整備事業2,428億円、農地・水保全管理支払交付金のうち向上

活動支援交付金96億円、農業体質強化基盤整備促進事業220億円、復興特別会計分4

41億円である。

なお、農業農村整備対策予算のうち国営事業に関する予算は、国費1,981億円、

対前年比113.9%を要求している。

（渡邉調査交渉部長）

農業水利施設における小水力発電等の推進対策については、事業実施主体が国と

なっているが、国営土地改良事業所の役割はどのようになるのか。また、小水力等

再生可能エネルギー導入推進事業で、「可能性の高い地点を明らかにする」とは具

体的にどのようなことか。

（鳩山農村振興局総務課長）

平成24年３月30日に閣議決定した新たな土地改良長期計画では、小水力発電等の

再生可能エネルギーの導入に向けた計画作成に着手済みの地域を、今後５年間で約

1,000地域とすることを重点指標に位置付けている。

このため、国営造成施設における小水力発電の導入についても、積極的に推進し

ていく必要があり、国営土地改良事業所等では、発電施設の予定管理者である土地

改良区と調整を図りながら調査・設計を実施し、計画的に発電施設を設置していく

考えである。

平成25年度予算要求においては、農業水利施設を活用した小水力等発電の導入を

計画的に促進するため、小水力等再生可能エネルギー導入推進事業を要求している

ところである。
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なお、「可能性の高い地点を明らかにする」とは、農業水利施設等がもつ流量・

落差等の発電ポテンシャルや施設の維持管理、地元の合意形成等の観点から発電導

入の可能性の高い地点を明らかにすることである。

（渡邉調査交渉部長）

新規として特殊自然災害対策施設緊急整備事業及び６次産業化等促進基盤整備事

業を、特別重点要求として地域活性化用地創出対策を要求しているが、これら事業

の事業実施主体はどこか、また、国で行う事務はあるのか。

また、国営農地再編整備事業が増額となっているが、その理由は何か。

（鳩山農村振興局総務課長）

特殊自然災害対策施設緊急整備事業については、市町村等が事業実施主体となる。

６次産業化等促進基盤整備事業については、雇用創出支援基盤整備対策と、地域活

性化用地創出対策は、いずれも国営事業と補助事業を含んだものであり、このうち

補助事業の分を合わせて６次産業化等促進基盤整備事業としている。６次産業化等

促進基盤整備事業については、都道府県が事業実施主体となる補助事業である。補

助金の交付事務等については、地方農政局において行うことを予定している。

また、特別重点要求の地域活性化用地創出対策の一部は、国営農地再編整備事業

のため、国が実施主体となるが、要求中の地区は全て北海道開発局において実施す

ることとしている。また、残りは、都道府県が実施主体となる。

なお、国営農地再編整備事業の平成25年度要求額については、雇用創出支援基盤

整備対策と地域活性化用地創出対策という特別重点要求分を含んでおり、また、各

地区の事業計画に応じた要求となっているため、増額となっている。

（渡邉調査交渉部長）

平成24年度の予算要求時に内閣府に計上した地域自主戦略交付金、地域再生基盤

強化交付金について、平成25年度はどのようになっているのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

地域自主戦略交付金の平成25年度予算概算要求については、内閣府において、対

前年105％の7,092億円を要求し、このうち、日本再生戦略に即した重点要求が1,01

3億円と承知している。

また、地域再生基盤強化交付金の平成25年度予算概算要求については、内閣府に

おいて、対前年105％の586億円を要求し、このうち、日本再生戦略に即した重点要

求が84億円と承知している。

さらに、同交付金では、全国防災対策として、災害への対応力を高めるため、対
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前年度90％の55億円が要求されているところである。

（渡邉調査交渉部長）

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は、今後の予算編

成過程で検討する、とあるが、現在の検討状況と今後のスケジュールはどうなって

いるのか。

（鳩山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、平成25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、調整池の水位を現状維持とする

「ケース３－２」の制限開門を前提として関係者との話合いを進めたいと考えてい

るが、長崎県関係者は開門に反対、佐賀県関係者は全開門とすべき、との意見であ

り、現段階で双方の理解をいただくに至っていない。

このような中、本年７月28日には、郡司大臣はじめ政務三役が長崎県及び佐賀県

を訪問し、関係者と意見交換を行い、８月21日には、開門のための環境アセスメン

トの一つの区切りとして、評価書を取りまとめた。その後、９月10日には、長崎県

から改めて環境アセスメントに対する意見が出され、真摯に対応を検討中である。

なお、本日測量法に基づく公共測量の作業を行おうとしたが、現地で反対の動き

があり、一部報道もされているが、その場では作業に入れなかったため、場所を変

えて作業したところである。地元からの反発が強いということで、どういう事業を

具体的にできるか、地元との間で合意形成ができていない段階である。

開門に向けては、長崎県関係者の理解と協力が 重要課題であるとの認識の下、

今後、さらに対話を深め、関係者の理解が得られるよう取り組んでまいる所存であ

る。その中で具体的な話に結びつくようにしたい。

（渡邉調査交渉部長）

各国営土地改良事業所では、ローテーションを組みながら被災地支援業務に出張

対応しているが、必要な旅費を要求しているのか。また、派遣元職場では、通常業

務における超勤が増大しているが、必要な超勤手当を要求しているのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

被災地からの技術者派遣要請が強くあり、国だけでなく各都道府県からもお願い

して技術者の方に行って頂いている。事業所等の業務に大きな影響を及ぼさないよ

う、１ヶ月を基本とした交替制により対応することとし、事業所毎の業務量及び業

務内容に応じた派遣となるよう調整を行っている。

平成24年度 第１回労使間意見交換会



- 8 -

派遣にかかる旅費、超過勤務手当等についても、所要の額の確保に努めていると

ころである。

（渡邉調査交渉部長）

復旧・復興に伴う、国営土地改良事業所等の新設はあるのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

現在のところ、復旧・復興に伴う国営土地改良事業所の新設は予定していない。

ただし、今後、原発事故の福島県においては、福島特措法により、国が代行でき

る法律上の仕組みができているため、除染の状況、被災自治体の要望や避難解除等

区域の拡大等に伴う現地調査の状況等を踏まえつつ、農地・農業用施設の復旧復興

に係る国営土地改良事業所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

考えている。

（渡邉調査交渉部長）

農村地域力発揮整備対策で「必要な拠点施設等の補修等を支援」とあるが、地方

農政局・北海道農政事務所・地域センターの役割はどのようになるのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

農村地域力発揮整備対策は、「食」を活用した手づくり活動と暮らしの再生活動

等に取り組む農業集落が連合体を形成し、ＮＰＯ、市町村等と連携した組織に対し

て、国が直接交付金を交付することを予定している。

このため、地方農政局において、これにかかる交付金交付の事務や取組に対する

助言・指導等を担当することを予定しており、北海道農政事務所及び地域センター

においては、このような事務は予定していない。

なお、「必要な拠点施設等の補修等を支援」については、中山間地域等では老朽

化した施設あるいは廃校を補修して地域おこしに使用するというニーズがあると承

っており、そういう取組について一体として支援してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

雇用創出支援基盤整備対策は、事業実施主体に国とあるが具体的な役割及びその

ことに伴う定員配置はどのようになっているのか。

（鳩山農村振興局総務課長）
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雇用創出支援基盤整備対策には、国営事業と都道府県が実施する補助事業があり、

全体として特別重点要求としているところである。国営事業については、国営農地

再編整備事業の中で、雇用創出になじむ部分についてこの予算を使用していきたい

と考えているため、現行の実施手順等と変わることはない。また、国営かんがい排

水についても「雇用創出支援基盤整備対策」に含まれており、いくつかの地区で関

係する所がある。これについても現行の実施手順等と変わることはない。いずれに

しても、事業の実施状況等を踏まえ、所要の組織・定員要求を行っているところで

ある。

（渡邉調査交渉部長）

農林漁業成長産業化ファンドの本格始動及び６次産業化の新展開の推進にあたり、

地方農政局・地域センター等の役割はどのようになるのか。また、現場段階では旅

費が不足していると報告されているが、必要な旅費を要求しているのか。

（大内食料産業局総務課長）

農林漁業成長産業化ファンドの本格始動については、法律が成立し、25年度から

本格始動と考えているが、地方農政局･地域センター等の役割は、農林漁業者、食

品産業、地域金融機関等の関係者からの相談等を受けた際に本省や機構につなぐこ

とを想定している。

本省においては、支援機構設立支援本部という形で各局庁にも参加頂き、それぞ

れの準備業務、情報提供を行っていく取組みを本省サイドでも体制を取っていくと

いう考えで、今週中に立ち上げることを官房中心に検討頂いている。

６次産業化の新展開について、地方農政局･地域センター等の役割は、補助事業

に係る都道府県･農林漁業者等からの相談対応、農政局については補助金の交付、

また農政局及び地域センターともに進行管理といった業務が必要とされる。

６次産業化の推進に係る職員旅費については、いくつかの農政局等から不足して

いるとの報告があることから、必要な旅費を確保するため、本年度の産業連携課分

の職員旅費を第３四半期までに前倒しして全て配分するとともに、本省執行分を地

方分として流用するなど、運用の工夫を図っている。

なお、職員旅費の25年度要求については、一割減の概算要求組替え基準のところ、

対前年比約３％増の7,704万円を要求している。さらに、予算執行上の全体調整を

行い、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）

農林漁業成長産業化ファンドの本格始動で、中央では「（株）農林漁業成長産業

化支援機構」、地方では「サブファンド」が新たに設置されるが、地方農政局・北

海道農政事務所・地域センターの役割はどうなるのか。
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（大内食料産業局総務課長）

６次産業化事業体に対し出資等の支援を行う農林漁業成長産業化ファンドについ

ては、本年７月に閣議決定された「日本再生戦略」においても位置づけられており、

来年度に向けた重要事項として、同法に基づくファンドを本格的に始動し、６次産

業化の取組を強力に推進することは喫緊の課題である。

今後、年明け前後に予定している機構の立上げと併せて、サブファンドの設立、

ファンドを活用したいと考える６次産業化事業体の掘り起こし等を早急に進めるこ

ととしている。

各地方農政局等において、ファンドに関し、相談案件が生じた場合には本省及び

農林漁業成長産業化支援機構への紹介をお願いしたいと考えている。

これらの業務の実施に当たっては、地方農政局等に対して十分な説明、資料提供

を実施するとともに、連絡調整を密に行うよう努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

農山漁村活性化再生可能エネルギーモデル構築事業で、「地域還元モデル」の構

築への支援とは、具体的にどのようなものか。

（大内食料産業局総務課長）

「地域還元モデル」とは、農林漁業者等が参画した地域の再生可能エネルギー発

電事業により得られた収益を、農林漁業の発展に活用する取組である。本年７月に

開始された再生可能エネルギーの買い取り制度を前提とし、そのメリットを地域に

還元する取組みを支援する事業であり、例えば、簡易な水路の補修、森林の適正な

管理など農林漁業の生産基盤の維持・管理に要する費用や賦課金の軽減、地場産の

農産物を使った農産物加工場や農家レストランなどの運営に要する費用の一部への

充当、生産者と消費者の交流活動や新規農林漁業者の研修活動に要する費用の一部

への充当など、地元の農林漁業の活動を支援するために、再生可能エネルギーの売

電収入を充てるという取組みをして頂くモデル事業である。本事業によりモデル的

事例を創出し、その取組内容を他地域に広く示すことで、再生可能エネルギーによ

るメリットを地域に還元する取組を促進したいと考えている。

なお、再生可能エネルギー発電促進法案については、現在、国会に提出し、継続

審議となっている。今後、臨時国会がある場合は、早急に審議、成立して頂き、そ

の上で来年度、法律制度と予算をあわせながら取り組んでまいりたい。

（原子調査交渉部長）

民間企業等における農林水産・食品分野の成長産業化に資する革新的技術を開発
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するため、産官共同アグリイノベーション創出研究促進事業を新規要求しているが、

事業推進にあたり農研機構の役割はどうなるのか。

（髙野農林水産技術会議事務局総務課長）

当該事業については、農研機構生研センターを実施機関とすることを前提に、平

成25年度の財政投融資計画要求を行っているものである。

当該要求に当たっては、これまでも農研機構生研センターと緊密に情報交換を行

ってきたところであり、今後とも、一層綿密な連携・調整を行って参りたい。

（渡邉調査交渉部長）

地方農政局・北海道農政事務所・地域センターにおいて、戸別所得補償業務にか

かる事務補助のため非常勤職員を雇用しているが、予算要求ではこれらに応えられ

る内容となっているのか。

（浅川経営局総務課長）

非常勤職員を雇用するための予算については、対前年比107.6％の要求を行って

おり、業務量に応じた予算要求としているので、本予算の確保に向けて努力して参

りたい。

（渡邉調査交渉部長）

人・農地プラン作成事業等で、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増額要求しているが、施策推進に伴う地方農政局・北海道農政

事務所・地域センターの役割はどのようになっているのか。また、今後の地域再生

協議会との関わりはどのようになるのか。

（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。

来年度新規・拡充要求している市町村段階の地域農業支援組織の連携・分担によ

る推進体制の強化は、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、地方農政局・北海道農

政事務所・地域センターについては、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、補助金交付事務は地方農政局及び北海道農政事務所で実施することを予定
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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生かして

相互に連携して人・農地プランの作成・実行に取り組んでいただくことを想定して

いる。

（渡邉調査交渉部長）

新規就農支援事業で、本年新設した青年就農給付金は、当初予算の２倍近い申し

込みがあると聞いているが、そのための予算はどのような状況になっているのか。

また、次年度において増額要求しているが、申込者の期待に応え、事業を円滑に実

施するため十分な予算となっているのか。

「農業経営者教育の強化等」とはどういう内容か。また、実施主体はどこになる

のか。

（浅川経営局総務課長）

青年就農給付金については、本事業を開始するに当たり、昨年度末に都道府県に

伺った要望量の見込みが予算を大きく上回る状況であった。事業実施主体である都

道府県や市町村での申請受付は、この夏頃から始まったところであり、各都道府県

等の実施状況をしっかり把握しつつ、必要な予算の確保に努めて参りたい。

また、「農業経営者教育の強化」については、今後の地域農業のリーダーの層を

厚くするため、就農希望者や経営発展を目指す農業者等に対して高度な経営力等を

養成する高度な農業経営者教育機関として、24年度は、一般社団法人アグリフュー

チャージャパンが公募選定で実施主体に、また、これと連携しながら教育の強化に

取り組む地域の中核教育機関として道府県農業大学校等が実施主体として取り組ん

でいる。本事業により、農業経営者教育の強化に引き続き努めて参りたい。

（渡邉調査交渉部長）

地域農業支援組織連携強化活動（新規）で、「連携拠点の設置（ワンフロア

化）」とは、具体的にどのようなことか。

（浅川経営局総務課長）

「連携拠点の設置（ワンフロア化）」とは、市町村をはじめ普及組織のＯＢなど

地域連携推進員を含む地域農業連携支援組織が適切な人・農地プランの作成・実行

に向けて行う各種活動を効率的・効果的に行う観点から、これら活動を一元的に行

うため、市町村役場、ＪＡ、公民館等の一室を想定しているが、拠点事務室の借上

経費やそれに伴う端末リース料や通信費等の事務経費を支援するものである。

平成24年度 第１回労使間意見交換会



- 13 -

（渡邉調査交渉部長）

入出荷記録の作成・保存による食品トレーサビリティの促進を新規要求している

が、地方農政局・北海道農政事務所・地域センターの役割はどのようになっている

のか。

（横山消費・安全局総務課長）

食品トレーサビリティは、食品の安全性等に問題が発生した場合に、問題のある

食品とその流通範囲を迅速に特定する手法として重要であり、「食料・農業・農村

基本計画」や「日本再生戦略」において、その推進が求められている。

このため、25年度予算概算要求では、フードチェーンに関わる幅広い食品事業者

が食品トレーサビリティに取り組む上での課題を解消し、その取組を着実に促進す

るため、実践的なマニュアル作成等のための委託費を要求している。

この委託費の執行に係る事務は本省表示・規格課が行うとともに、マニュアル作

成等については、委託先の民間団体等が食品事業者や有識者等の協力を得て実施す

ることとしている。

このため、地方農政局等において、本委託費の執行に係る事務を直接担うもので

はないが、食品トレーサビリティの推進の業務の一環として、作成したマニュアル

等の情報提供などが必要となる場合には、対応をお願いすることとなる。

（渡邉調査交渉部長）

動植物検疫における検疫探知犬の増頭など水際の動植物検疫体制の強化として増

額要求しているが、配備する空港、ハンドラーの民間委託など具体的な内容はどう

なっているのか。

（横山消費・安全局総務課長）

検疫探知犬については、千歳空港及び成田国際空港第１ターミナルビルへの配備

と、㈱日本郵政が平成25年７月に開設を予定している新川崎支店（仮称）での外国

郵便物の検査を行うための羽田空港への配備を想定して、拡充要求を行っていると

ころである。

これらの要求に当たっては、業務負担を軽減し、探知活動を安定的かつ効果的に

履行するため、探知犬と関連探知業務の民間事業者への５年間の一括委託とするこ

とを想定している。

（渡邉調査交渉部長）
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家畜伝染病予防法に基づき、入出国者に対し質問を行い、必要に応じ携行品に消

毒を行うため、家畜の伝染性疾病の海外からの侵入防止として増額要求しているが、

家伝法改正による質問票の対応では、この間、限られた職員での対応により従前に

も増して負担感が増加しているとの意見が寄せられているため、想定される業務運

営について説明願いたい。

（横山消費・安全局総務課長）

平成25年度予算概算要求における「家畜衛生総合対策」のうち「家畜の伝染性疾

病の海外からの侵入防止」に係る予算の増額要求に関しては、検疫探知犬に係る拡

充要求によるものであり、動物検疫所において新たな負担となる性質のものではな

い。

なお、昨年の家畜伝染病予防法の改正に基づき、同年10月より主要空港等におい

て一部の便に対して実施している入国者への質問票の配付・回収業務については、

今後とも、職員の業務過多にならないことを考慮しつつ対応していく考えである。

（渡邉調査交渉部長）

漁業取締体制の強化を図るために、取締船２隻の増船要求されているが、具体的

な考え方について示されたい。

（橋本水産庁漁政部漁政課長）

漁業取締りについては、近年、我が国周辺水域における違法操業が巧妙化・悪質

化するとともに広域化している状況にあり、これまでの重点取締海域に加え、新た

な取締要望海域が出てきている。

このような状況にあることから、我が国全体の漁業取締の対応力を強化するため、

新たな取締要望海域への派遣を円滑に行えるよう、本庁所属船として配備する予定

である。

（渡邉調査交渉部長）

流通拠点漁港における高度衛生管理型漁港の整備で、「岸壁等の整備」とあるが、

農水省の関わりはあるのか。

（橋本水産庁漁政部漁政課長）

高度衛生管理型漁港の整備は、水揚げから出荷に至る工程で総合的な対策が必要

であり、「岸壁等の整備」というのは、岸壁とあわせて漁獲物の品質保持に必要な

防風防暑施設や鳥獣等侵入防止施設、清浄海水導入施設や汚水浄化施設等の整備、
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また、岸壁背後の荷捌き所の整備等を表すものである。

こうした施設整備は、いずれも、漁港漁場整備法に基づく漁港施設整備の中で行

われるものであり、直轄事業や補助事業で行っているものである。

（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ているのか。また、来年

度移転する地域センター等はどこなのか。

（塩川地方課長）

平成25年度に旧鶴岡統計・情報センター庁舎が酒田地域センター庁舎へ、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、旧浜松統計・情報センターが

浜松地域センター庁舎へ、旧福井農政事務所庁舎が福井地域センター庁舎へ、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て要求した

ところである。

このほか、地方組織の再編に伴うものではないが、東京地域センターは、平成25

年７月末完成予定の東雲合同庁舎（仮称）へ移転を予定しており、移転に必要な予

算も要求したところである。

（原子調査交渉部長）

全農林が組織する10独立行政法人の予算についてである。

2013年度予算概算要求の運営費交付金及び施設整備費補助金は、どのような要求

となっているのか。

（佐藤予算課長）

平成25年度独立行政法人運営費交付金及び施設整備費補助金概算要求については、

「平成25年度予算の概算要求組替え基準について」に従い要求している。また、研

究独法については第３期中期計画に即し対前年度一般管理費３％減・業務経費１％

減した額、農畜産業振興機構及び農業者年金基金については、第２期中期計画が24

年度で終了し、第３期中期計画の策定前であることから、所要額をそれぞれ要求し

た。

平成25年度農林水産省所管の独立行政法人向け交付金の概算要求額は982億円、2

4年度予算額に比べ74億円減を要求し、施設整備費補助金の概算要求額は15億円、2

4年度予算額に比べ６億円減を要求したところである。
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（宮浦秘書課調査官）

以上をもって、平成25年度予算概算要求に関する意見交換を終了する。

当局出席者においては、組織・定員要求の関係者のみ引き続き御着席いただき、

その他の出席者には御退席いただくこととしたい。

（宮浦秘書課調査官）

それでは、「平成25年度組織・定員要求」について意見交換を始める。

改めて、当局側の出席者を紹介する。枝元秘書課長、新井文書課長、横山消費・

安全局総務課長、大内食料産業局総務課長、鳩山農村振興局総務課長、山口林野庁

林政部林政課長、橋本水産庁漁政部漁政課長、小松秘書課人事調査官である。

それでは、新井文書課長より、資料２の「平成25年度組織・定員要求について」

御説明いただく。

（新井文書課長）

平成25年度の組織・定員要求については、食と農林漁業の再生の実現に向けた新

たな政策課題への的確な対応及び東日本大震災対策を進める上で必要となった施策

の実施のために必要なものを要求している。

要求内容として、新規増員要求670人、そのうち出先機関で471人を要求している。

また、震災復興関連など期限付き要求分161人が670人の内数となっている。

一方、定員合理化数770人が割り振られているところである。

増員要求の主な内容は、食と農林漁業再生関係として戸別所得補償制度の実施な

ど力強い農業の実現等に345人、原子力災害対策等では特に諸外国の輸入規制への

適切な対応を中心に161人、その他防災・減災・安全関係として検疫体制・漁業取

締体制の強化、あるいは、国有林の一般会計化に併せて民有林と国有林が連携した

森林整備など164人を要求しているところである。

組織要求については、新たな政策課題も踏まえた森林・林業の再生と国有林野事

業の一般会計化に対応した新しい林野庁組織の整備として本庁組織、地方組織の見

直しを要求しており、地方組織については、現行の７森林管理局・98森林管理署・

14支署の基本的体制の下で管理経営し、特に民有林との連携やフォレスター業務の

ための体制を強化を図ることとしている。

（柴山書記長）

今回の組織・定員要求については、食と農林漁業の再生に向けた施策展開、食の

安全・消費者の信頼確保に加え、日本再生戦略の重点としての農林漁業の展開など、

農林水産施策の推進に必要な要求と受け止める。

しかし、定員削減合理化については、本年度と同数の770人と厳しい数が求めら

れている。極めて遺憾であるとともに、定員削減による深刻な要員不足が、定期大
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会やこの間の職域対策会議で各職場から報告されており、農林水産施策の推進に支

障を及ぼすことが危惧される。

農林水産政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・定員要求を全て確保することが必要と考える。

各級段階の職員が安心して職務が遂行できるよう 大限の対応を要請する。

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

か伺いたい。

（渡邉調査交渉部長）

それでは、私から何点か伺いたい。

まずは、新規増員要求についてである。

農林水産省は、これまで他省庁を上回る定員削減を実施してきたところであり、

現在の定員では農林水産行政の円滑な推進に支障をきたしかねない状況である。そ

のような中で定員合理化数770人に対して、増員要求は670人、100人の定員減とな

っているが、農林水産省としての新規増員要求に対する考え方について伺う。

また、増員要求にあたり、査定府省との厳しい折衝が行われると思うが、見通し

はどうか。

（新井文書課長）

平成25年度の定員要求については、国民に一層の税負担をお願いすることとなる

中、総人件費改革を断行する一環として、国の行政機関の定員の「大幅な純減」を

実現するため、要求段階から要求上限数を設けて厳しく対応するとされた。要求上

限は、24年度の増員査定数をベースにしていたため、当省は、当初、総務省から極

めて厳しい要求上限数を提示されたが、粘り強く折衝し、結果として、要求上限数

の枠外となる震災復興などの期限付き要求も含め、今回要求している670まで引き

上げることを認めさせた。

定員合理化数の770に比して当初から100減とはなるが、できるだけ多くの増員を

確保し、農林水産行政の円滑な推進に支障をきたすことのないよう、総務省など査

定府省との折衝への対応を含め、 大限努力する所存である。

（渡邉調査交渉部長）

新規増員要求670人について、増員要求の主な内容、戸別所得補償制度の実施な

ど力強い農業の実現、地域ブランド産品の活用など６次産業化の推進など毎の本省

（部局）・出先機関別の新規増員数はどのようになっているのか。

（新井文書課長）
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新規増員要求数については、地方農政局本局175人、地域センター165人、北海道

農政事務所17人などを要求している。具体的な業務内容としては、検査関係、情報

セキュリティー関係、輸出証明、地理的表示制度の導入に伴うブランド管理の関係、

鳥獣害対策、備蓄米適正確保関係、戸別所得補償関係、農地の復旧・復興、地域活

性化関係及び技術会議の大規模実証研究関係について要求を行っている。

（渡邉調査交渉部長）

次に、本省、地方農政局、北海道農政事務所、地域センターについてである。

戸別所得補償制度の実施にかかる業務、統計業務、米穀流通監視業務等について

は、定員合理化、業務量の増加、組織再編に伴う管轄地域の広域化等から業務の遂

行が困難な状況となっているとの報告が多く上げられているが、業務の遂行が円滑

に対応できる組織・定員要求となっているのか。

（新井文書課長）

要求前から地方課や関係局と調整し、地域間で公平さを欠くことのないよう、業

務量や職員数等を勘案した定員要求となっている。

（渡邉調査交渉部長）

次に、国営土地改良事業所等についてである。

2013年度の事業所、建設所、支所の新設・廃止の要求はどうなっているのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

平成25年度に新設を要求している事業所等は、事業所３か所、支所５か所である。

他方、廃止予定の事業所等は、事業所３か所、支所６か所である。

なお、これらについては、今後の予算編成過程を経て決定されるものであること

をご理解願いたい。

（渡邉調査交渉部長）

国営土地改良事業所等では、震災からの復旧・復興へ懸命に取り組んでいる中、

人員不足が 大の課題となっている。農業生産を支える農地、関連施設の整備及び

保全管理、農地・農業用施設等の復旧・復興対策、関連する事業の遂行に支障を来

さない定員要求となっているのか。

（鳩山農村振興局総務課長）
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「日本再生戦略」、「土地改良長期計画」や「農業・農村の復興マスタープラ

ン」等を踏まえ、農業水利施設の戦略的な更新整備や東日本大震災の被災地におけ

る適切かつ速やかな災害復旧・復興対策等を的確に実施するため、厳しい定員事情

の中ではあるが、事業所毎の業務量や事業執行計画を勘案し、各事業所の業務運営

に支障が生じないよう、必要な体制を整備するための組織・定員要求を行っている

ところである。

（渡邉調査交渉部長）

2012年度の新規増員要求では、施設の長寿命化のための活動や高度な農地・水の

保全活動等業務の円滑な推進のための体制整備として、農地・水保全管理官を要求

したものの、認められなかったところであるが、2013年度の要求ではどのようにな

っているのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

農地・水保全管理支払交付金については、取組組織数の増により見込まれる検査

等件数の増加や、平成24年度より簡素化した、活動組織等からの提出書類に基づく

検査等の本格化等による業務量の増大に対応し、同施策の円滑な推進を図るため、

全国規模で体制を段階的に整備することとし、各地方農政局農地整備課農地水保全

管理室に１係の増員要求を行うとともに、北海道から九州までの８ブロック各々に

おいて活動組織数や取組面積等が多い地域センター、計８地域センターに農地・水

保全管理官を要求しているところである。

（渡邉調査交渉部長）

次に、植物防疫所、動物検疫所、動物医薬品検査所についてである。

家畜の伝染性疾病やプラムポックスウイルスなどの植物病害虫の国内侵入・まん

延の防止及び発生時の国内防疫に的確に対応するため、動植物検疫の充実・強化が

求められている中で定員事情は大変厳しい状況となっている。植物防疫所・動物検

疫所においてはどのような組織・定員要求となっているのか。

また、動物医薬品検査所における組織・定員要求はどのようになっているのか。

（横山消費・安全局総務課長）

植物防疫所及び動物検疫所においては、格安航空会社（ＬＣＣ）の就航や空港タ

ーミナルの増改築などに伴う需要に応えるとともに、我が国への家畜伝染病・植物

病害虫の侵入防止等を強化するための観点から組織・定員要求を行っている。

植物防疫所においては、新規重要病害虫への国内検疫業務の適切な対応を図るた

めの体制強化等に伴う組織・定員要求行っているところである。
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なお、プラムポックスウイルス等新規重要病害虫の調査等については、その発生

が予め予定されるものではないものの、緊急的に対応する必要がある業務であり、

各植物防疫所の業務状況を踏まえつつ、円滑な対応が図れるよう適宜適切な応援体

制を整備する必要があることについてご理解いただきたい。

動物検疫所においては、昨年10月に完全施行した改正家畜伝染予防法に基づく質

問票の配付・回収体制の強化等に伴う組織・定員要求を行っているところである。

動物医薬品検査所においては、動物用医薬品承認審査体制、動物用医薬品国際調

整体制の強化に伴う組織・定員要求を行っているところである。

（渡邉調査交渉部長）

植物防疫所における１人庁の出張所については、不測の事態への対応などリスク

管理上の問題が懸念されることから、解消に向けて要求してきたところであるが、

解消可能な定員要求となっているのか。

（横山消費・安全局総務課長）

植物防疫官の配置については、常に業務量等の把握を行い、それに見合った要員

を配置するよう見直しを行っているところであり、今後とも、円滑な業務運営に努

めてまいりたい。

なお、実態的に基本的には１人で対応可能な業務量と考えられる場合について、

１人庁での配置としているが、今後とも、業務に支障が生じることのないよう、支

所からの応援体制をしっかり構築してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

次に、漁業調整事務所についてである。

漁業取締体制の強化を図るために、どのような定員要求となっているのか。また、

これまで漁業取締まり時の安全を確保するために、漁業監督指導官の２名乗船体制

の確立を求めてきたが、対応可能となる定員要求となっているのか。

（橋本水産庁漁政部漁政課長）

我が国全体の漁業取締の対応力を強化するため、新たな取締要望海域への派遣が

円滑に行えるよう、本庁所属船として２隻増隻することとしており、実効ある取締

りを確保するため、漁業監督指導官６名を要求しているところである。

また、２名乗船体制については、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は必要であると認識している。

これまでも、２名乗船体制の確立に向け定員を確保してきているところであるが、

今回の定員要求についても２名乗船体制が確立できるよう、１隻につき３名増員の
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要求内容としている。

さらに、官船の組織・定員要求については、取締船の安全運航の確保、外国漁船

の秩序ある操業の確保と実効ある監視・取締体制の確立を図るため、境港漁調所属

取締船である白嶺丸及び九州漁調所属取締船である白萩丸、白鷗丸の３隻に取締業

務の中心者として、新たに首席一等航海士を要求しているところである。

（渡邉調査交渉部長）

次に林野庁についてである。

森林・林業の再生と国有林野事業の一般会計化に対応した林野庁組織の再編による

本省内の定員に変更等はないか。

（山口林野庁林政部林政課長）

森林・林業の再生については、再生の指針となる「森林・林業再生プラン」を平

成21年12月に作成し、これに基づき、各般の施策を進めているところである。国有

林野事業については、本年６月に成立した国有林野法に基づき、債務は引き続き自

らの国有林野事業で返済すべく区分経理した上で組織・事業の全てを来年４月１日

より一般会計に移行することとしている。

これらを踏まえ、平成25年度に林野庁の組織再編を行うべく要求を行っていると

ころであるが、国有林野事業に係る人事・給与・会計等の内部管理業務について林

政部林政課に移行することとしている。これにより増加する業務量に見合う定員も

要求しているところであり、今後も業務の平準化に努めてまいる考えである。

（渡邉調査交渉部長）

後に、平成25年度級別定数改定要求についてである。

私たちは、行政職（一）の３級・４級の定数拡大、特に事業所の３級定数、地域

センター及び本省係長の４級定数の拡大、行政職（二）の本省５級定数、地方農政

局の３級定数の拡大、専門行政職の３級・４級定数の拡大を要求してきたところで

ある。級別定数の改定要求について、どのような要求内容となっているのか。

また、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いたところである。

処遇改善が図られる級別定数改定となるよう、 大限の対応を要請する。

（枝元秘書課長）

行政職（一）の級別定数改定については、職員の処遇改善の観点から、特に年齢

構成上多数職員が偏在する中位級、行政職（一）の３級から６級を重点事項として

定数の拡大を要求しているほか、行政職（二）、専門行政職及び海事職（一）、
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（二）の級別定数についても、定数の拡大を要求している。

また、昇格においても、行政職（二）、医療職（三）及び海事職（一）、（二）

の昇格については、運用基準の緩和、暫定定数の設定等、弾力的な運用を人事院に

要望しており、今後も引き続き努力してまいりたい。

（柴山書記長）

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、来年度予算を巡っては、政局も混沌としているが、厳しい財政

事情を背景に、今後の編成過程においても更に徹底した歳出削減が求められるもの

と思われる。

また、組織・定員についても、国家公務員の人件費削減や地方分権改革の動向に

より、査定府省との厳しい折衝が見込まれる。

しかしながら、東日本大震災からの復旧・復興、農林水産業、農山漁村の振興・

再生は正に喫緊の課題である。

要望額を含めた予算の確保、事務・事業を遂行するための組織・定員がしっかり

と確保されるよう引き続き 大限の努力を要請する。

（枝元秘書課長）

本日は、平成25年度の予算と組織・定員に関する要求について意見交換していた

だいた。

国民に様々な形で負担を求める中では、労使ともに協力して、当省に求められて

いる行政需要にキチンと応えていくことが何よりも重要である。当省職員が国民の

目に見える形で成果を示すことができるよう、本日の意見交換が一助になれば幸い

である。

（宮浦秘書課調査官）

それでは、以上をもって、平成24年度第１回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －
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