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平成30年度第２回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成31年１月23日（水）15:17～17：02（105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 前 島 明 成 大臣官房秘書課長

同 杉 中 淳 大臣官房予算課長

同 神 井 弘 之 大臣官房統計部管理課長

同 沖 和 尚 消費・安全局総務課長

同 坂 康 之 食料産業局総務課長

同 菅 家 秀 人 生産局総務課長

同 大 島 英 彦 経営局総務課長

同 松 本 平 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 森 田 健 児 林野庁林政部林政課長

同 馬 越 美 恵 大臣官房秘書課人事調査官

同 河 嶋 正 敏 大臣官房秘書課人事企画官

同 石 橋 広 行 大臣官房地方課管理官

同 永 濵 享 水産庁漁業部漁政課課長補佐(総括班担当)

同 横 山 博 一 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）

（横山秘書課調査官）

ただいまから、平成30年度第２回労使間意見交換会を開催する。

開会に当たり、前島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。

（前島秘書課長）

本日は、「平成31年度農林水産予算概算決定」と「平成31年度組織・定員」を議題とし

て労使間意見交換会を開催する。

いずれの議題も重要な案件であり、有意義な意見交換としたいので、御協力をお願いす

る。

（横山秘書課調査官）

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。

配付資料は、第１部資料として「平成31年度農林水産予算の概要」を、第２部資料とし

て「平成31年度組織・定員について」をそれぞれ使用する。



- 2 -

それでは、第１部の出席者を紹介する。

当局側として、前島秘書課長、杉中予算課長、神井統計部管理課長、沖消費・安全局総

務課長、坂食料産業局総務課長、菅家生産局総務課長、大島経営局総務課長、松本農村振

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、馬越秘書課人事調査官、石橋地方課管理官、永濵水産庁漁政課課長補佐

（総括班担当）、それに秘書課調査官の横山である。

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。

最初に、資料１「平成31年度農林水産予算の概要」について、杉中予算課長から説明す

る。

（杉中予算課長）

平成31年度農林水産予算の概要について説明する。

「資料１」の２ページ、「平成31年度農林水産関係予算の骨子」を御覧いただきたい。

農林水産予算総額については、「臨時・特別の措置」を含め、２兆4,315億円を計上し

ている。内訳は、公共事業費が8,166億円、非公共事業費が１兆6,149億円である。

なお、「臨時・特別の措置」を含まない総額としては、２兆3,108億円を計上している。

３ページは、公共事業費の一覧である。

続いて、予算のポイントを説明する。４ページを御覧いただきたい。

平成31年度農林水産関係予算については、「農林水産業・地域の活力創造プラン」等に

基づく農林水産業全般にわたる改革を着実に実行する予算として、９つの柱に沿って、そ

れぞれに必要な施策に係る予算を計上している。

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・集約化を加速化するとともに、農業分野

の人材確保という喫緊の課題に対応するため、多様な担い手の育成・確保や、農業の「働

き方改革」の推進に必要な予算額を計上している。

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。

戦略作物や高収益作物への転換を促進し、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、必要な額を計上している。

また、いわゆるゲタ対策について、ＴＰＰ11等の発効も踏まえ所要額を計上するととも

に、収入保険制度について、制度の実施に必要な経費を計上している。

３番目の柱は「強い農業のための基盤づくりと「スマート農業」の実現」である。

農業農村基盤整備関係予算については、公共事業・非公共事業ともに、いずれも増額し

て計上している。

次に、産地・担い手の発展状況に応じた切れ目のない機械・施設整備を支援するため
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「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」を新設し、230億円を計上している。

また、５ページに進んで、畜産・酪農の競争力強化や、生産資材価格の引下げ、流通・

加工の構造改革の推進に必要な予算額を計上している。

さらに、最先端の「スマート農業」の技術開発や実証に必要な予算額として31億円を計

上している。

４番目の柱は「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」である。

農林水産業の輸出力強化のため、ＪＦＯＯＤＯによる戦略的プロモーション活動への支

援等に必要な予算額を計上するほか、輸出に積極的に取り組むための「グローバル産地」

の形成支援に必要な予算額として新たに２億円を計上している。

また、６ページに進んで、規格・認証、知的財産の戦略的推進や６次産業化、食品ロス

の削減等に取り組むため、必要な予算額を計上している。

５番目の柱は「食の安全・消費者の信頼確保」である。

農薬や肥料等の生産資材の安全確保対策や重要病害虫対策、家畜の伝染性疾病の発生予

防・まん延防止に必要な予算額を計上している。

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や「農泊」の

推進、鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進に必要な予算額を計上している。

７番目の柱は「林業の成長産業化と生産流通構造改革の推進」である。

「林業成長産業化総合対策」について、新たな森林管理システムの下で路網整備や高性

能林業機械の導入等を支援するため、241億円を計上している。

また、林野公共関係では、「森林整備事業」に1,221億円、「治山事業」に606億円と、

それぞれ対前年度増額となる予算額を計上している。

７ページに進んで、８番目の柱は「水産改革を推進する新たな資源管理と水産業の成長

産業化」である。

水産業の基礎である水産資源の適切な管理を図るため、資源調査・評価の充実や「スマ

ート水産業」の推進など、新たな資源管理システムの構築に必要な予算額を計上している。

また、浜の構造改革に必要な漁船、漁具等のリース方式による導入の支援など、厳しい

資源管理の下で漁業の成長産業化を図るために必要な予算額を計上している。

さらに、漁業取締体制を強化するため、外国漁船対策に対前年度増額となる168億円を

計上するとともに、水産改革と連動して産地市場の統合、漁港の有効活用等を推進するた

め、「水産基盤整備事業」についても、対前年度増額となる710億円を計上している。

９番目、最後の柱は「重要インフラの緊急点検等を踏まえた防災・減災、国土強靱化の

ための緊急対策」である。

農林水産分野における「防災・減災、国土強靱化のための３ヵ年緊急対策」の２年目の

対策に係る経費について、31年度当初予算の「臨時・特別の措置」として、合計1,207億

円を計上している。
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説明は以上である。

（岡本書記長）

本日の意見交換会は、従来の予算概算、組織・定員等の意見交換に加えて、2015年から

2019年の現行の定員合理化計画における諸課題や今後の組織体制等に多大な影響を及ぼす

ことが懸念される次期定員削減計画の策定への対応など、大変重要な位置づけであること

を冒頭、申し上げておく。

さて、夏の概算要求以降、昨年末には米国を除く11か国の経済連携協定（ＴＰＰ11）が

発効し、本年２月１日の欧州連合（ＥＵ）との経済連携協定（ＥＰＡ）発効を踏まえ、政

府の「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく国内対策の拡充を盛り込んだ補正予算の

策定、さらには農業・林業の更なる成長産業化に向けた改革に関する検討結果を追加した

「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂等、予算案確定に向けて大変な作業であっ

たものと思われ、各原局担当者の皆さんをはじめ、関係各位のこの間の対応に敬意を表し

たい。

今ほど、農林水産予算概算決定の概要について説明があったところであるが、2019年度

予算は、「スマート農業」の実現や「スマート林業」の促進など農林水産業の成長産業化

と美しく活力ある農山漁村の実現に向けた諸施策、各独立行政法人の事務・事業の円滑な

推進はもとより、安心して働きつづけられる職場環境の整備など、組合員の雇用・労働条

件の確保にも必要な予算となる。

また、過去最大の農畜産物の自由化が進む中、来週、召集される次期通常国会において

は、2019年度予算の執行の前提となる「農地中間管理機構（農地集積バンク）関連法」の

改正や「農業用ため池の管理・保全のための法案」など農林水産関連法案の提出が予定さ

れており、法改正に伴う生産現場や農業関係者等への影響、さらには２年目を迎える米の

生産調整の見直しによる生産動向、農畜産物の輸出促進や過去最高の3,000万人を超え、

激増する訪日外国人旅行客の動向など不透明な部分がある中で、現場において農政展開や

当該業務を担う組合員は、自らの働き方にどのような形で影響していくのか、不安と懸念

を抱いている。

従って、予算執行に当たっては、農林水産行政の着実な推進はもとより、組合員の労働

条件上の課題や業務運営上の問題についても、しっかり配慮されるよう当局としての責任

ある対応を求めておく。

新たな政策展開を含め、現場に密着した農林水産行政が着実に実施されるよう、労働組

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

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

換させていただきたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

ＴＰＰ11については、昨年末、12月30日に日本のほかメキシコ、シンガポール、ニュー

ジーランド、カナダ、豪州、今月14日にはベトナムと７か国で発効となり、牛肉や豚肉の

ほか、チーズや果実など幅広い農畜産物の関税が引き下げられ、来月、２月１日には欧州

連合（ＥＵ）との経済連携協定（ＥＰＡ）が発効となることを踏まえ、「総合的なＴＰＰ

等関連政策大綱」による農家の経営支援策などの実現や「農業競争力強化プログラム」に

即した必要な予算については、補正追加額も含め満額確保できたのか。
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（杉中予算課長）

「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく対策に必要な予算については、平成30年度

第２次補正予算において、農林水産業の体質強化を加速するため、3,188億円を計上する

とともに、平成31年度当初予算において、マルキン等の経営安定対策を充実させるため、

特別会計やＡＬＩＣ（独立行政法人農畜産業振興機構）にそれぞれ必要な予算を計上した

ところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

次年度予算額について、2018年度補正追加額6,001億円との合計では対前年度比109.4％

の３兆316億円、2019年度概算決定額は対前年度比で105.6％といずれも増額となっている

が、超過勤務手当や旅費、庁費など業務遂行に必要な予算は十分に確保されているのか。

また、フルタイム再任用を含め、必要な人件費予算は確保されたのか。

（杉中予算課長）

超過勤務手当や旅費、庁費、フルタイムを含む再任用に必要な人件費予算については、

業務遂行に必要な予算を計上したところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

非常勤職員の給与について、待遇改善を図るために必要な予算は確保できたのか。

（杉中予算課長）

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り、平成31年度当初予算においても、非常勤職員の給与に係

る必要な予算を計上したところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

骨太の方針や未来投資戦略等を踏まえた諸課題について措置される「新しい日本のため

の優先課題推進枠」として、水産政策改革の実現に向けた「新たな資源管理システムの構

築」など、総額4,971億円を要望していたが、査定結果はどうだったのか。

（杉中予算課長）

「新しい日本のための優先課題推進枠」として要求した事業については、水産政策改革

の実現に向けた「新たな資源管理システムの構築」に137億円を計上するなど、合計3,837

億円を計上したところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「担い手への農地集積・集約化等による構造改革の推進」についてである。

「農地中間管理機構等による担い手への農地集積・集約化の加速化」について、農地中

間管理機構事業や人・農地問題解決加速化支援事業など今年度より大幅に増加・拡充し、

248億円となっているが、新しい人・農地プランの考え方や農地中間管理事業法の見直し

方針はどのように予算に反映されているのか。

また、人・農地プランについて、地域の話合いの活性化など担い手への農地集積・集約
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化等につながる実質的なプランへの取組について支援するとしているが、地方農政局・北

海道農政事務所、県域・地域拠点の地方参事官室の役割はどのようになるのか。

（大島経営局総務課長）

農地中間管理事業法のいわゆる５年後見直しに関しては、平成30年11月27日に改訂され

た農林水産業・地域の活力創造プランに盛り込まれた方向性に即して、平成31年度予算概

算決定において担い手への農地集積・集約化の加速化を図るため、予算面で必要な見直し

を行ったところである。

具体的には、まず、人・農地プランについて、地域における農業者等による話合いを再

活性化し、プランの実質化を図るため、地域での話合いに必要となるアンケートや地図化

等に係る支援として、人・農地問題解決加速化支援事業について6,800万円から2億5,700

万円に拡充を図ったところである。

次に、農地中間管理機構関係事業については、機構集積協力金において、

・ 地域の話合いを促す地域タイプに重点化・一元化し、固定単価とする、

・ 担い手が不足している中山間地域については、中山間地農業ルネッサンス事業に位

置付け優先枠化するとともに、機構活用率要件を緩和する

等の改善を図ったところである。

また、人・農地プランの実質化の推進のため、地方農政局及び北海道農政事務所にあっ

ては都道府県、市町村と連携して現場の取組の推進を図ること、県域・地域拠点の地方参

事官室にあっては、市町村回り等の機会を捉え、情報提供の一環として担い手への農地集

積・集約化を加速化させるには地域での徹底した話合いが重要であることについて粘り強

く働きかけていただくことを考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

機構集積協力金交付事業について、新規に基盤整備事業の農業者負担を軽減するため、

協力金を交付するとしているが、土地改良事業にはどのように影響するのか。

（松本農村振興局総務課長）

機構集積協力金交付事業において、農地耕作条件改善事業における農業者の費用負担の

軽減に充当するための「農地整備・集約協力金」を平成31年度予算において創設したとこ

ろである。

本協力金を活用して、担い手への農地の集約度合に応じて、最大で農家負担なく、農地

耕作条件改善事業を行うことが可能となる。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

農業の新しい働き方確立支援総合対策について労働力の確保を支援するとして、農業支

援外国人適正受入サポート事業など増額措置されているが、昨年末に成立した改正出入国

管理・難民認定法の基本方針や運用方針などの具体化に伴い、地方農政局・北海道農政事

務所、県域・地域拠点の役割や具体的な実施体制はどのように考えているのか。

（大島経営局総務課長）

昨年末に成立した改正出入国管理・難民認定法に基づく基本方針や運用方針などの具体

化に伴う農業における対応については、地方農政局本局において、都府県や農業団体等と
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も連携して、課題の把握や対応方策の検討等を行う｢農業特定技能協議会｣（仮称）を開催

するとともに、県域拠点において、都府県と連携して、農業現場に制度の趣旨等の周知を

お願いする方向で検討している。

また、北海道農政事務所本所及び地域拠点においては、制度の趣旨等の周知をお願いし、

北海道の「農業特定技能協議会」は本省が主催する方向で検討している。

なお、外国人労働者の受入れに伴う事務の増加に対応し、近畿農政局には平成30年度か

ら外国人材受入管理係長を配置したところであるが、その他の地方農政局については、平

成31年度から新規増員として専門官を配置する予定としている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「水田フル活用と経営所得安定対策の着実な実施」についてである。

水田活用の直接支払交付金については3,215億円が措置されたが、交付金事務の実施に

当たり、必要な非常勤職員の賃金改定分も含めた雇用経費は確保されたのか。

（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の事務費については、平成30年度以降、非常勤職員の賃金改定分を

反映し、平成31年度は、厳しい財政事情の中で、前年度と同程度の予算を計上したところ

である。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

収入保険制度の実施について、対前年度比79.3％となっているが、加入申請状況を踏ま

えた見込額となっているのか。また、加入状況を踏まえて、地方農政局・北海道農政事務

所、県域・地域拠点の制度普及のための取組に変更はあるのか。

（大島経営局総務課長）

収入保険制度に係る平成31年度予算は対前年度比79.3％の206億円となっているが、こ

れは、平成31年の加入見込数を昨年末の段階で精査したところ３万５千経営体となり、こ

れを踏まえ、平成31年度中に加入者が納付する保険料、積立金に対する国庫補助等、事業

の円滑な実施に必要な予算を計上したところである。

地方農政局及び北海道農政事務所並びに県域・地域拠点においては、引き続き、現場と

農政を結ぶ通常業務の一環として、農業共済組合等が実施する収入保険の説明会等の取組

に対する支援のほか、日常の業務を通じて接点がある農業者やＪＡ等の関係機関に対して、

収入保険の補償内容、補てんの仕組み等のポイントの紹介など制度の普及のための取組を

引き続きお願いしたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「強い農業のための基盤づくりと「スマート農業」の実現」についてである。

農業農村整備関連予算については、臨時・特別の措置を含めて2019年度概算決定額

4,963億円で、2018年度補正額の1,488億円の措置と合わせて6,451億円で対前年度比111.2

％の大幅な増加となっているが、国営土地改良事業所等の予算はどうなっているのか。

（松本農村振興局総務課長）

国営土地改良事業に係る予算については、地元要望等を踏まえて事業の着実な推進や重
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要インフラの緊急点検等を踏まえた防災・減災、国土強靭化のための緊急対策を図る観点

から、平成30年度補正予算504億円、平成31年度当初予算においては 1,895億円、補正と

当初予算を合わせて2,398億円計上したところである。なお、前年度の補正予算と当初予

算の合計との比較では282億円の増となっている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

超過勤務手当、旅費、庁費などの事務費等は、当初予算のみで措置されるが、地方農政

局及び国営土地改良事業所等においては、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。

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

度比でどのくらい増額されているのか。

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

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

は確保されたのか。

（松本農村振興局総務課長）

超過勤務手当予算については、定員の減等を踏まえ、業務遂行に必要な予算として、対

前年度比で2.1％減の額を計上したところである。

なお、超過勤務手当予算については、年度途中で精査を行い、地方農政局間の配分見直

しを行うなど弾力的な運用を行っており、引き続き必要な予算の確保に努めることとして

いる。

また、工事の発注・監督事務の外注や非常勤職員の雇用などについては、国営土地改良

事業の推進のために必要な予算額を計上していると考えているが、事業の実施に当たって

は、予算の効率的な執行に努めることとしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」について、従来の強い農業づくり交付金と

経営体育成支援事業が統合し、230億円が措置されているが、一体的に整備するとしてい

た要綱や諸手続の統一化等はどのようになっているのか。

（菅家生産局総務課長）

「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」については、従来の２事業の要綱・要領を

一つの要綱にまとめることとし、策定作業を進めているところである。昨年末には、地方

農政局等、都道府県の担当者に対し、新たな要綱の策定方針、内容面での改正点のポイン

ト、手続の流れ、執行スケジュールについて当該時点の案を説明したところであり、引き

続き、作業の進捗状況を踏まえ、情報提供に努め、地方農政局等、都道府県等関係者の事

務に支障がないよう対応していく考えである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」、「スマート農業加速化実証プロジェ

クト」について、第２次補正予算と合わせて満額確保されているのか。また、今月よりブ

ロック説明会が開催され、来月４日までの公募となっているが、地方農政局、農研機構地

域農業研究センター等の役割はどのようになるのか。さらに内閣府の「戦略的イノベーシ
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ョン創造プログラム（ＳＩＰ）事業」との関連はどのようになるのか。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」は平成30年度補正予算で約62億円の内

数、「スマート農業加速化実証プロジェクト」は平成31年度予算で約５億円を計上したと

ころである。

地方農政局、農研機構地域農業研究センターについては、公募説明会の開催を連携して

行うなど、本実証事業の円滑な実施に向け、共に取り組んでいるところである。

内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）については、自動走行トラク

タなどの開発が行われ、本実証事業に役立てられるものと考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

補正予算と合わせ大幅な増額となっているが、具体的な増額内容はどうなっているのか。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」については、これまで補正予算で措置

してきた「革新的技術開発・緊急展開事業」の継続課題分を含んでおり、スマート農業の

実証に充てる部分と合わせて約62億円を計上したところである。

さらに、平成31年度予算で新たに「スマート農業加速化実証プロジェクト」として約５

億円を計上したところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「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」についてである。

農林水産業の輸出力強化のうち、「輸出促進に資する動植物検疫等の環境整備」につい

て、輸出検査ニーズに対応する出張検査等の体制を強化するとしているが具体的な体制を

どのように考えているのか。

また、植物防疫所・動物検疫所では、新たに建設される東京国際空港第２旅客ターミナ

ルビル国際線対応旅客施設、中部空港ＬＣＣ専用ターミナル、新千歳空港国際線ターミナ

ルビル拡張における検疫体制の整備に必要な備品等の経費は確保できたのか。

（沖消費・安全局総務課長）

国産農畜産物の輸出を促進するため、輸出手続の効率化・迅速化に必要な出張旅費、検

査用備品等の経費を計上し、輸出検査ニーズに対応し得る体制の強化を図ったところであ

る。

また、植物防疫所・動物検疫所では、東京国際空港第２旅客ターミナルビル国際線対応

旅客施設、中部空港ＬＣＣ専用ターミナル、新千歳空港国際線ターミナルビル拡張におけ

る検疫体制の整備に必要な備品等の経費を計上したところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

農林水産業の輸出力強化のうち「グローバル産地の形成支援」として新規に予算措置さ

れており、輸出診断を希望する生産者等に対して、地方農政局等及び地方参事官室の職員、

ＪＥＴＲＯの職員、６次産業化プランナーや農林水産物・食品輸出プロジェクトである

「ＧＦＰ」のコミュニティサイトに登録された専門家等が現地訪問等により実施する方向
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としていたが、具体的な検討内容はどうなっているのか。

（坂食料産業局総務課長）

平成30年８月31日に立ち上げた、農林水産物・食品輸出プロジェクト（ＧＦＰ）の取組

として、ＧＦＰ登録者を対象に農林水産省、ジェトロ等が輸出の可能性を診断するサポー

トを行うこととしているところである。

平成30年12月末時点のＧＦＰ登録者数は749社であり、うち輸出診断申込数は380社とな

っている。

輸出診断は、平成30年10月から、地方農政局等及び地方参事官室の協力を得て実施して

いるところであり、当該業務が地方農政局等及び地方参事官室の過度の負担とならないよ

う、今年度は、輸出診断後に手交する｢輸出チェックレポート｣の作成に必要なシステム開

発、輸出診断の日程調整、訪問メモの作成等の業務を、既存予算を活用し、民間事業者に

委託しているところである。

また、詳細な「ＧＦＰ輸出診断マニュアル」を作成し、各ブロック説明会において地方

農政局等及び地方参事官室の担当職員に対して具体的な業務内容を説明しているところで

ある。また、地方参事官室は災害対応等、他の優先すべき業務を考慮し、地方農政局等と

調整した上で可能な範囲で輸出診断に係る業務に対応することとしているところである。

なお、これまでに輸出診断を受けた農林水産業者等からは好評を得ており、診断の様子

が各地域で多数報道されるなど、輸出診断はＧＦＰの重要なサポートとなっていることか

ら、来年度予算の政府原案において「ＧＦＰグローバル産地づくり推進事業」に今年度実

施している輸出診断に係る委託事業内容と同様な経費を盛り込んでいるところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「食の安全・消費者の信頼確保」についてである。

消費・安全対策交付金について、今年度予算額に比べ微減となる中、病害虫・伝染性疾

病の発生予防・まん延防止として、新たに「豚コレラ等発生地域での野生動物の検査や農

場への疾病侵入防止対策を支援」するとしているが、従来から実施している他の対策等に

支障は生じないのか。

（沖消費・安全局総務課長）

消費・安全対策交付金については、死亡牛のＢＳＥ検査対象牛について月齢数を見直し

検査対象頭数を減ずるなどの見直しを行うとともに、新たに「豚コレラ等発生地域での野

生動物の検査や農場への疾病侵入防止対策の支援」を追加する等の措置を講じたところで

あり、予算額は今年度予算額に比べ微減となっているものの他の対策等に支障は生じない

ものと考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「農山漁村の活性化」についてである。

農山漁村振興交付金の農福連携対策について、農業経営体の障害者受入をサポートする

人材育成等の取組等を支援するとしているが、農林水産研修所つくば館に新たに整備され

る専用の研修施設予算との関連はどのようになるのか。また、農福連携の推進のため、省

庁横断の推進組織を設けると報道されているが、地方農政局等の関わりはどのようになる

のか。
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（前島秘書課長）

農林水産研修所水戸ほ場に障害者の方の雇用を前提とした園芸施設等を整備するため、

10億円を計上したところである。

この予算は農山漁村振興交付金とは別の予算であるが、新たに整備する園芸施設等にお

いては、職員として雇用された障害者の方が実際に農作業に従事するとともに、農業法人

や福祉施設のスタッフ、都道府県職員等を対象に、農福連携を支援する研修を実施する予

定としている。

これにより、雇用された障害者の方が、職員として生き生きと活躍し、農作業の知識や

技術を習得することに加え、農福連携を支援する研修の実施によって、農業の現場で障害

者に作業指導を行うジョブコーチを育成し、障害者の方の就農を更に推進できると考えて

いる。

（松本農村振興局総務課長）

農福連携を政府挙げての取組として広げていく必要があると考えているが、具体的にど

のような体制で検討していくかについては、今後、関係者と相談してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「水産改革を推進する新たな資源管理と水産業の成長産業化」についてである。

水産資源調査・評価推進事業として、対前年度比175.7％の54億円が措置されているが、

水産研究・教育機構の役割に変更はないのか。

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

水産資源調査・評価推進事業については、平成25年度から水産研究・教育機構を中心と

した共同実施機関が事業実施主体となってきたところである。資源調査等の的確な実施に

向け、今後も適切な民間団体に委託してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

外国漁船対策等について、官船の漁業取締船である白嶺丸、白萩丸の２隻の代船、２隻

の官船の新船の建造費用や取締能力の高い漁業取締船を用船する予算は満額確保できたの

か。また、配置先、配置スケジュール等はどのように考えているのか。

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

官船については、平成29年度補正予算で認められた白嶺丸の代船及び870t級新造船１隻

のほか新たに、平成30年度補正予算において、白萩丸の代船及び2,000t級新造船１隻の建

造予算を計上したところである。また、用船については、２隻の代船建造予算を計上した

ところである。

なお、白嶺丸の代船及び870t級新造船は平成31年度の竣工を予定しており、白嶺丸の代

船は引き続き境港漁業調整事務所に、新造船は新潟漁業調整事務所に配置することとして

いる。また、白萩丸の代船及び2,000t級新造船は2021年度の竣工を予定しており、白萩丸

の代船は引き続き九州漁業調整事務所に配置することとしているが、2,000t級新造船の配

置先は現在のところ未定である。
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「動物検疫所・植物防疫所」についてである。

輸出拡大による集荷地・栽培地検査の増加、外国クルーズ船やＬＣＣ便の新規就航や増

便、さらにジャガイモシロシストセンチュウ、ウメ輪紋ウイルス対応などの検疫業務等が

大幅に増加する中で、応援体制、超過勤務によって業務が遂行されているところであるが、

必要な旅費、超過勤務手当は確保できたのか。

また、旅費・超過勤務手当は今年度に比べどの程度増額されたのか。

（沖消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、輸出拡大等のための旅費について、今年度に比べ微増となる１

億2,500万円、超過勤務手当については４億2,900万円の検疫業務に必要な予算を計上した

ところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

増加する集荷地検査や栽培地検査、応援体制の整備に効率的かつ的確に対応するための、

衝突被害軽減ブレーキやドライブレコーダーなどの安全対策を具備した新たな官用車の整

備に係る予算や必要なレンタカー経費は確保できたのか。

また、官用車の配置先はどのように考えているのか。

（沖消費・安全局総務課長）

集荷地検査及び栽培地検査について、効率的かつ的確に対応するため、引き続き必要な

レンタカー経費を計上したところである。

また、官用車の更新に当たっては、これまでもエアバッグ、ＡＢＳ、衝突被害軽減制動

制御装置及びバックモニター等の安全対策装置を装備した車両を導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。

なお、官用車の配置先については、業務の実情を勘案して決定してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

海外における口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、アフリカ豚コレラ等、家畜の伝染性

疾病の発生が拡大している中で、訪日外国人旅行客の激増や輸出促進などに伴い輸出入検

疫体制が強化され検疫業務量が増加し、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、超過勤務手当は確保できたのか。

（沖消費・安全局総務課長）

動物検疫所においては、旅費については8,800万円、超過勤務手当については１億9,900

万円の検疫業務に必要な予算を計上したところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

動植物検疫探知犬については、急増する訪日外国人旅行客等への対策として、羽田空港

に１頭増頭するとしているが、配置スケジュールはどのように考えているのか。

（沖消費・安全局総務課長）

新たな動植物検疫探知犬については、これまでの実績を踏まえ、平成31年度早期の導入
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を念頭に担当者と調整しているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「地方農政局、北海道農政事務所関係」についてである。

地方組織においては、管轄区域の広域化に伴い新幹線や特急列車等の利用、宿泊付き出

張、公共交通機関とレンタカー利用、高速道路の利用などにより対応するとなっているが、

必要な旅費・庁費は確保されているのか。

（石橋地方課管理官）

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

したところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

この間も要求してきたが、北海道農政事務所の超過勤務手当の時間数は改善され地方農

政局と同等の予算は確保できたのか。また、県域拠点は地方農政局並みの超勤時間数に改

善されたのか。

（石橋地方課管理官）

北海道農政事務所の超過勤務手当時間数及び地方農政局県域拠点の超過勤務手当時間数

については、引き続き本年度と同水準の業務遂行に必要な予算を計上したところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

地方農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠点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は確保されたのか。

（石橋地方課管理官）

官用車の安全対策については、地方農政局等の要望を踏まえライトバン型から乗用車型

への切り替えを進めており、その際、バックカメラや衝突被害軽減ブレーキ等の安全装置

が標準装備となっている車種等の導入に必要な予算を計上したところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「雇用と年金の接続」についてである。

定年退職者数が増加する一方で、年金支給開始年齢の引上げを踏まえ、雇用と年金の接

続を確実に行うため、短時間再任用に必要な人件費予算は確保されたのか。

（前島秘書課長）

再任用短時間勤務職員の人件費については、希望者数等を踏まえ、再任用定数283人増

の1,490人分を計上したところである。

（村上調査交渉部長（独法担当））

「独立行政法人関係」についてである。

所管６法人の2019年度予算概算決定として、運営費交付金及び施設整備費補助金の総体
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的な査定結果はどのようになったのか。主務省として、各法人の事務・事業の推進や職場

環境及び労働条件の改善、特に、高齢者雇用安定法に基づく定年退職者の再雇用・再任用

経費や非常勤職員等の雇用経費について、必要な予算は確保されているのか。

また、施設整備費補助金について、水産研究・教育機構については新たな資源管理シス

テムの構築及び漁業の成長産業化に向け、例年より上積みで要求していたが、必要な予算

は確保されているのか。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

平成31年度において、農林水産省所管の６独立行政法人の運営費交付金については994

億円を、施設整備費補助金については、18億円を計上しており、各法人の運営に必要な予

算は概ね計上できたと考えている。

また、定年退職者の再雇用等に伴う雇用経費については、各法人において必要な額を計

上できたと考えている。なお、非常勤職員の雇用については、各法人において判断される

ものであるが、各法人において業務運営に支障が生じないよう必要な額を計上できたもの

と考えている。

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

水産研究・教育機構の施設整備費補助金については、対前年度同額の４億円となったと

ころであるが、認められた予算を有効に活用して、資源・海洋関連調査を効果的・効率的

に進めるため優先度の高いものから整備してまいりたい。

（村上調査交渉部長（独法担当））

独立行政法人の施設整備費補助金については、東日本大震災以降の2012年度予算から

大幅に削減され今日に至っている。

「東日本大震災からの復興の基本方針」に基づく５年間の「集中復興期間」は2015年度

に終了し、2016年度からは新たに５年間の「復興・創生期間」が始まり、次年度には４年

目の取組を迎えることになるが、2020年度に当該取組期間が終了した後には、施設整備費

補助金が震災前までの水準に回復されるよう求める。なお、その状況等については別途情

報提供するよう重ねて求める。

（村上調査交渉部長（独法担当））

各法人における耐震化未対応の施設について、引き続き、職員の安全確保のための予算

を確保できたのか。また、地震被害による施設整備費の確保状況についても伺う。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

施設の耐震化については、職員の安全確保のため重要と考えており、施設整備費補助金

予算の中で優先的に計上している。

また、北海道胆振東部地震で被災した施設についても、その復旧に必要な額を計上した

ところである。

（村上調査交渉部長（独法担当））

水産研究・教育機構の調査船の老朽化が進む中で、代船建造や大規模な修繕が必要にな

っている。このような中で、2019年度予算では代船建造に係る予算要求を行わなかったが、
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修繕費については十分に確保されているのか。

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

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

船舶の運航及び安全性に支障がないよう所要額は計上できたものと考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「2018年度補正予算関係」についてである。

「台風24号等の災害への対応」として、被災した独立行政法人施設の復旧に向けた整備

等として農研機構に１億円が措置されているが、整備する箇所はどこなのか。また、非現

業職域を含む他の被災した施設等の復旧に必要な予算は確保できたのか。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

復旧するのは台風24号及び25号で被災した農研機構の25拠点である。具体的には、つく

ば６拠点、地域農業研究センター等12拠点、種苗管理センター７拠点の温室のガラス及び

研究施設の屋根等の破損に伴う設備復旧である。

（沖消費・安全局総務課長）

他の被災した施設等の復旧については、植物防疫所及び動物検疫所において、台風21号

等により被災した検疫設備、検査機器等の修繕等に必要な額を計上したところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

農林水産省の庁舎等における障害者の就労を進めるために必要な設備改修として２億円

措置されているが、具体的な内容はどうなっているのか。

（前島秘書課長）

障害者の就労を進めるために必要な設備改修として、多機能トイレの整備やスロープの

設置など施設のバリアフリー化を実施するものである。

（横山秘書課調査官）

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杉中予算課長、神井統計部管理課長、坂食料産業

局総務課長、菅家生産局総務課長、大島経営局総務課長、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は退席し、第２部の出席者であ

る森田林野庁林政課長、河嶋秘書課人事企画官が着席する。

退 席：杉中予算課長、神井統計部管理課長、坂食料産業局総務課長、菅家生産局総

務課長、大島経営局総務課長、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

新規着席：森田林野庁林政課長、河嶋秘書課人事企画官

それでは、第２部を始める。

「平成31年度組織・定員」について、河嶋秘書課人事企画官から説明させていただく。
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（河嶋秘書課人事企画官）

平成31年度組織・定員については、農林水産業の成長産業化に向けて諸課題に的確に対

応するために所要の体制整備を図ることとしている。

組織については、いずれも仮称であるが、農業関係では、農地やため池等に係る防災・

減災のための体制強化として、農村振興局整備部防災課に防災・減災対策室を、林業関係

では、新たな森林管理システムの適切な運用を図るため、林野庁森林整備部森林利用課に

森林集積推進室を、水産関係では、外国漁船に対する漁業取締りの一層の強化を図るため、

水産庁資源管理部に漁業取締課を設置することとしている。

定員増については、期限付き27人を含む410人を要求したのに対し、農業の競争力強化

に向けた体制の強化に100人、林業の成長産業化に向けた体制の強化に24人、水産業の成

長産業化に向けた体制の強化に40人、その他として公文書管理等の適正の確保等の体制強

化に４人、障害者雇用の推進に28人の計196人の増員が措置されたところである。

定員減については、平成31年度分の定員合理化数458人のほか、府省間振替19人、アタ

ッシェ１人、時限到来に伴う減12人の計490人となったところである。

（岡本書記長）

2019年度組織・定員要求に当たっては、「定員合理化計画」最終年度を迎え、この間の

定員削減が累積する中で、中央・地方が一体となって農林水産行政を円滑に推進するため

には新規増員要求の満額確保が重要であるとして、様々な機会を通じてその実現を求めて

きたところである。

今回の査定結果により示された新規増員数は、当初の増員要求からすれば要求後に措置

された定員を除き、３割強に止まっており、今次「定員合理化計画」５年間の結果として、

全府省の削減数の約６割を農林水産省が負うという過度に偏重した厳しい状況にある。

また、農林水産省内における定員削減数の割当ては、地方組織に割り振られており、こ

の間の結果からは、「本省及び地方農政局等において必要な定員を確保し」、「現場と農

政を結ぶバランスの良い人員配置を行う」などとする農林水産省設置法改正時の附帯決議

について、当局として「誠実に履行する責任」を放棄していると言わざるを得ない。当局

は地方に偏重した削減について、定年退職者数に応じた割当てを主な理由としているが、

そもそも、組織の将来展望にも関わる逆ピラミッド型の歪な年齢構成の地方組織を改善せ

ずに今日まで放置してきた責任は、使用者である当局にある。

さらには、各職域においても、増加する業務量に見合った人員が確保されず、人員不足

が最大の課題となっている中で、最終年度の更なる定員削減が実施されることから、実効

ある業務見直しや効率化が伴わなければ、農林水産行政を巡る諸課題に的確な対応ができ

ないばかりか、慢性的な長時間労働など組合員の労働条件にも大きく影響が及ぶことにな

るため、この点を明確にしていただく必要があると考えている。
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私からは以上を申し上げ、今回の組織・定員要求結果について、担当より何点か伺うこ

ととする。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

農業の競争力強化に向けた体制の強化をはじめとする４つの重点事項（資料２）につい

て、重点事項毎に本省・地方組織への配置数を示すこと。

また、本省の改組に伴い、地方組織において改組はあるのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

事項ごとの本省庁・地方組織別の新規増員の内訳については、農業の競争力強化に向け

た体制の強化が本省25人、地方75人、林業の成長産業化に向けた体制の強化が本庁８人、

地方16人、水産業の成長産業化に向けた体制の強化が本庁38人、うち取締船建造関係が25

人、地方２人、その他が本省庁３人、地方１人である。

なお、今回の本省庁の課・室の設置に伴う地方組織の改編は予定していない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

農地・農業用施設に係る防災・減災及び災害復旧のための体制を強化するとして、本省

に防災・減災対策室（仮称）を設置するとしているが、配置時期と配置人数はどうなるの

か。

また、地方農政局・北海道農政事務所においては、どこの部署が担うのか。

（松本農村振興局総務課長）

防災・減災対策室については、本年10月１日に設置することとしており、新たに室長１

人、課長補佐１人、係長２人を配置することとしている。

また、これまで、ため池等の農業水利施設の防災・減災対策を担ってきた防災班４人

も同室に配置されることとなり、防災・減災対策から災害時の初動対応までを一貫して所

掌することとしている。

なお、地方農政局においては農村振興部防災課が担当することとしているが、北海道に

ついては本省農村振興局整備部防災課が対応することとしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

森林経営管理法に基づく新たな森林管理システムの適切な運用を図るため、森林集積推

進室（仮称）を設置するとしているが、配置時期と配置人数はどうなるのか。

（森田林野庁林政課長）

森林集積推進室については、本年４月１日に設置することとしている。

同室の定員は７人であり、このうち既存ポストの振替である室長１、課長補佐１、係長

１の計３ポストについては本年４月１日付け、新規増となる課長補佐１、係長２、専門官

１の計４ポストについては本年10月１日付けでの配置となる。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

漁業取締りの一層の強化を図るため、水産庁の資源管理部を再編し、漁業取締課（仮

称）を設置するとしているが、配置時期と配置人数はどうなるのか。また、各漁業調整事
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務所においては、どのような体制となるのか。

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

漁業取締課については、本年４月１日に設置することとしている。

同課の定員は、行政職61人、海事職198人となる。なお、海事職のうち、新規増員分で

ある25人は、本年10月１日付けでの配置となる。

また、漁業調整事務所の体制については、新潟漁業調整事務所の業務執行体制の強化を

図るため、本年10月１日付けで振替により次長１人を配置することとしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

公文書監理官（仮称）の設置について、配置部局と配置時期、格付け級はどうなるのか。

更に、新たに設置されるポストの級別定数は新規か。振替の場合はどのポストからの振替

なのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

公文書監理官については、本年４月１日に、大臣官房に審議官級のポストを設置するこ

ととしているが、このための定員措置は行わず、サイバーセキュリティ・情報化審議官と

の充て職とする予定である。このため、当該ポストに係る級別定数の措置は行っていない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

新規増員196人について、当初の増員要求である410人からすれば厳しい査定結果となっ

ているが、農林水産行政の的確な推進に支障は生じないのか。

また、内閣人事局公表の「平成31年度機構・定員等の審査結果」では時限増員などを除

いた新規増員は141人となっているが、時限増員などの内訳はどのようになっているのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

平成31年度の定員要求については、厳しい査定環境の下、査定当局との間でギリギリの

折衝を行った結果、平成30年度の増員数を大幅に上回る196人の増員となったところであ

り、農林水産業の成長産業化の実現など当省が直面する諸課題に的確に対応するために必

要な定員は確保できたものと考えている。

新規増員の内訳については、内閣人事局から公表されている141人のほか、期限付きの

増員が16人、高齢職員の活躍の場の拡大のための増員が11人、障害者雇用の推進のための

増員が28人である。

なお、平成30年度においても障害者雇用の推進のための定員24人が措置されている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

新規増員141人の本省庁等、植物防疫所、動物検疫所、漁業調整事務所、地方農政局本

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

のか。また、時限増員16人の内訳はどうなっているのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

新規増員141人の内訳は、本省庁が65人、植物防疫所が18人、動物検疫所が22人、地方

農政局本局が11人、事業所が18人、森林管理局が７人である。
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また、期限付きの増員16人の内訳については、本省庁が９人、森林管理局が７人である。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

水産庁38人のうち、海事職が25人の増員となっているが、どのような理由なのか。また、

内訳や配置先はどのようになっているのか。

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

海事職の増員は、来年度末竣工予定の白嶺丸代船及び新造官船に係る増員である。この

うち、１人は、白嶺丸の870トン級への大型化に伴い法定職員として必要となる三等機関

士の増である。また、24人は、白嶺丸代船と同型の新造官船の建造に伴うものであり、配

置先は新潟漁業調整事務所を予定しているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

時限増員16人の時限年次はどうなっているのか。

また、平成30年度末において時限を迎えるポストについては、期限の延長を含めどのよ

うな状況となっているのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

期限付きの増員16人の期限ごとの内訳は、2020年度末までが２人、2021年度末までが１

人、2022年度末までが３人、2023年度末までが10人である。

また、今年度末で期限となる定員26人のうち23人について延長要求したところ、14人が

認められたところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

平成30年度障害者雇用促進のための定員24人と平成31年度障害者雇用推進のための定員

28人は、恒久定員なのか。また、具体的な配置場所はどうなっているのか。

（前島秘書課長）

障害者雇用の推進のための定員は恒久定員であり、平成30年度定員24人の配置予定は、

本省内部部局４人、植物防疫所１人、動物検疫所１人、地方農政局７人、北海道農政事務

所１人、林野庁９人、水産庁１人である。また、平成31年度定員28人の配置予定は、本省

内部部局３人、植物防疫所１人、動物検疫所１人、地方農政局７人、北海道農政事務所１

人、林野庁13人、水産庁２人である。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

障害者雇用については、「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づき

採用計画期間である本年12月末までに農林水産省全体で287人の対象障害者を採用する予

定としていたが、障害者雇用推進のための定員52人は287人の非常勤職員等を含めた採用

計画に含まれるのか。

（前島秘書課長）

障害者雇用の推進のための定員52人は非常勤職員等を含めた採用計画に含まれる。
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

高齢職員の活躍の場の拡大とワークライフバランスのための定員11人は全て「高齢職員

の活躍の場の拡大」としてフルタイム再任用職員のための新規増員という理解でよいか。

また、定員の配置場所と配置の考え方はどのようになっているのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

平成31年度から新たに高齢職員の活躍の場の拡大のための定員として11人増員されたも

のであり、全てフルタイム再任用職員のための定員である。これらは、新たな定員措置が

必要なものとして要求したポストのうち、植物防疫所２人、動物検疫所２人、事業所２人、

森林管理局３人、漁業調整事務所２人が増員されたものである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

動物検疫所など女性職員の割合が高くワークライフバランス定員が必要な職域や定年退

職者数が多い地方農政局の県域・地域拠点などに高齢職員の定員が措置されていない理由

は何か。

（河嶋秘書課人事企画官）

高齢職員の活躍の場の拡大及びワークライフバランスの推進のための定員については、

査定当局において新規定員要求を行った中で、全て高齢職員の活躍の場の拡大のための定

員として措置されたものである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「定員削減」についてである。

政府全体の現行定員合理化計画の最終年度において、各省庁の大幅増員により、全体の

定員純減数は73人と微減となっている中、農林水産省の定員純減数は昨年と同程度の349

人の大幅な純減数となっているが、農林水産省として、この結果についてどのように考え

ているのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

平成27年度から平成31年度までの５年間の自律的再配置数を除いた政府全体の定員合理

化目標数は17,836人となっている。このうち、農林水産省の定員合理化目標数は2,291人

であり、政府全体に占める割合は約13％となっている。

当該定員合理化については、５年間均等で行う一方、平成31年度の新規定員については、

平成30年度の増員数を大幅に上回る196人の増員となったところであり、農林水産業の成

長産業化の実現など当省が直面する諸課題に的確に対応するために必要な定員は確保でき

たものと考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

内閣人事局が12月21日に公表した「平成31年度定員審査結果について」において、現定

員合理化計画の結果である平成31年度末定員と合理化目標数の基礎となる平成26年度末定

員を比較すると、26年度末定員より増加している省庁が多い中で、農林水産省は1,636人

の減で、全体の削減数2,868人の57.9%を占めている。このことは、農林水産省が政府全体

の合理化の大半を担わされていることであり、その原因は合理化の比率が他省より大きい
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中で、新規増員が認められなかったことと考えるが、人員不足が最大の課題である職場実

態からすれば到底納得できない。何故このような結果となったのか。また、この結果をど

のように受け止めているのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

今期定員合理化計画において、他府省よりも高い合理化率となっているのは事実である

が、今期計画期間中においても、厳しい査定環境の下、査定当局との間でギリギリの折衝

を行ってきた結果、一定の新規定員を確保してきているところであり、今後とも、業務運

営に支障が生じないよう必要な定員の確保に努めていくこととしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「業務改革による再配置数」が計画数を超えている府省があるが、他府省における業務

改革の内容は、農林水産省が設置法を改正したと同程度の改革となっているのか、また、

この結果をどう受け止めているのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

他府省における業務改革の内容については承知していない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「今後５年間、各年度において、１から２％の欠員を確保しつつ、毎年度350人から400

人の新規採用と50人から100人のフルタイム再任用を確保し得る水準となったものと考え

ている。」との見解が示されていたが、この５年間で地方農政局県域拠点及び北海道農政

事務所地域拠点において、フルタイム再任用を全く配置しなかったのは何故か。円滑な業

務運営に加え、働き方改革の実現や定年延長の観点から、県域・地域拠点へのフルタイム

再任用の配置を来年度から実現する必要があると考えるが、どのように考えているのか。

（前島秘書課長）

再任用職員の配置は、各地方農政局等の定員事情等を踏まえた人事企画の中で他の人事

異動と同様に、本人の希望や業務経験等を総合的に勘案しながら対応しているところであ

る。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

定員合理化として府省間振替等を含む490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・北海道農政事務

所、県域・地域拠点、国営土地改良事業所等の内訳及び削減の割当ての考え方はどうなっ

ているのか。本省庁等の「等」はどこで何人削減となっているのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

定員合理化等の減員490人の内訳については、本省庁等22人、植物防疫所７人、動物検

疫所４人、事業所を除く地方農政局334人、北海道農政事務所22人、事業所54人、森林管

理局47人であり、業務の状況を考慮してメリハリを付けて行うなど、業務に支障が生じな

いよう対応したところである。

また、本省庁等の「等」は、動物医薬品検査所１人、森林技術総合研修所１人、漁業調
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整事務所２人である。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

府省間振替等が32人と近年になく大幅に増加しているが、どのような理由なのか。32人

の内訳を示すこと。

（河嶋秘書課人事企画官）

府省間振替として、内閣府カジノ管理委員会事務局の設置に対して４人、法務省出入国

在留管理庁の設置に対して15人、アタッシェが１人、時限到来に伴う減が12人である。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

出入国在留管理庁及びカジノ管理委員会への振替数の基準など考え方を示すこと。また、

全府省における農林水産省への振替比率を示すこと。

（河嶋秘書課人事企画官）

他府省の振替数は承知していないが、カジノ管理委員会及び出入国在留管理庁と、当省

との業務の親和性等を考慮し、振替を行ったものである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

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

・北海道農政事務所、県域・地域拠点、国営土地改良事業所等における2019年４月の現在

員見込みはどうなるのか。また、定員と過不足数の内訳はどうなるのか。

（前島秘書課長）

各機関の本年４月時点の現在員見込みについては、早期退職や再任用の状況等を踏まえ

た人員配置を検討する必要があるため、現時点ではお示しすることはできない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「雇用と年金の接続」についてである。

定員の確定を踏まえ、新規のフルタイム希望者及び今年度のフルタイム継続職員全員が

希望どおりの再任用となるのか。あわせて、機関毎の再任用者数、格付け級など具体的な

考え方を示すこと。

また、短時間で再任用となる場合、希望勤務地での再任用となるのか。

あわせて、機関毎の再任用者数、格付け級や時間数など具体的な考え方を示すこと。

（前島秘書課長）

再任用フルタイム職員については、各部署の定員の確定や早期退職募集への応募状況等

を想定しながら、現在、検討を進めているところである。

また、短時間勤務再任用の平成31年度定数については、平成30年度から283増の1,490と

なり、必要数が認められたところである。

いずれにしても１月中に予定している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。
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

各省庁の平成29年度再任用実施状況において、林野庁、水産庁を含む農林水産省全体の

再任用職員数946人のうち、フルタイム再任用者数は90人で割合は9.5％にとどまっている。

一方、地方出先機関を組織する省庁のうち、法務省では再任用者数2,050人のうち、フル

タイム再任用1,111人の54.2%、国税庁では2,933人のうち、フルタイム1,074人の36.6％、

財務省では663人のうち、フルタイム283人の42.7％、国交省1,396人のうち、253人の18.1

％などとなっており、全省庁平均35.3％に比べても農林水産省のフルタイム再任用者の割

合は大幅に低くなっているがその理由は何か。

（前島秘書課長）

フルタイム再任用は各機関の定員事情等を踏まえた人事企画の中で他の人事異動と同様

に、本人の希望や業務経験等を総合的に勘案しながら対応しているところであるが、今年

度から年金支給開始年齢が１歳引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。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

短時間再任用者は、フルタイム再任用希望にもかかわらず、厳しい定員事情を理由に短

時間勤務再任用を余儀なくされている。短時間再任用の賃金は退職時に比べ３割から４割

の水準となり、高齢職員のモチベーションの低下や年金接続までの間の生活設計に支障が

生じている実態にある。短時間再任用で雇用と年金を確実に接続しているといえるのか。

考えを伺う。

（前島秘書課長）

雇用と年金の接続については、平成25年３月の閣議決定の趣旨を踏まえ、公的年金の支

給開始年齢の引上げに伴い、無収入期間が発生しないよう、再任用を希望する職員につい

ては再任用することで対応してきたところであり、今後とも同様に対応していく考えであ

る。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

2013年３月の閣議決定の趣旨は、民間の「高齢者雇用安定法」を踏まえ、「当該職員が

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

するものである。よって、省庁間、省内職域間において、フルタイム再任用の配置に格差

が生ずることは大きな問題であり、早急に改善するよう強く求める。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「人事交流」についてである。

地方環境事務所など環境省へ派遣されている人数は来年度も変わりはないのか。また、

他省庁・独法・省内の人事交流に対する考え方はどうなっているのか。

（前島秘書課長）

環境省福島地方環境事務所への職員派遣については、再任用者を含め、現時点で58人と

多数の職員を派遣しているところであるが、福島県の復旧・復興を進めるべく、今後とも

最大限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
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と伺いながら対応してまいりたい。

また、他省庁等との人事交流については、他省庁等との連携の強化と広い視野に立った

人材の養成の観点から実施してきたところであり、今後とも確実に進めていく考えである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「地方農政局・北海道農政事務所・県域・地域拠点の課題」についてである。

私たちはこの間の交渉等において、農林水産行政を取り巻く環境が大きく変化する中で、

行政需要に的確に対応していくためには、2015年５月に衆参農林水産委員会で採択された

設置法の一部改正にかかる附帯決議を踏まえ、「現場と農政を結ぶバランスの良い人員配

置を行う」などとした組織体制を確立することが必要であり、そのためには、これまでの

地方組織に偏重した定員削減を行わないよう、強く求めてきたところである。

しかし、地方農政局・北海道農政事務所については、私たちの切実な要求を無視し続け、

全体の純減数294人を大幅に上回るとともに、昨年の割当数343人を上回る372人を純減す

ることは到底、納得できない。

また、本省庁等の定員は体制の強化として61人増員となっている中で、地方に偏重した

定員削減が行われるが、2019年度で定員削減計画が終了するにあたり、附帯決議を踏まえ

た体制をどのように確立していくのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

今期定員合理化計画期間においては、人事管理上必要な欠員を確保しつつ、毎年度相応

の数の新規採用と再任用が可能となったところである。

地方農政局及び北海道農政事務所においても、全体としてみれば一定の欠員は確保でき

る見込みであり、定員管理に支障は生じていないものと考えている。

今後とも、地方組織における必要な定員措置については、附帯決議を踏まえつつ現下の

当省の政策課題に的確に対応するとともに、業務の状況を考慮して対応してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

特に、北海道農政事務所は多くの欠員を抱える中で、新規増員１人に対し22人の削減と

更なる減員となる。業務運営に支障を生じさせないよう、新規採用者やフルタイム再任用

者を配置する必要があると考えるが、どのような対策を講じるのか。

（前島秘書課長）

北海道農政事務所においても地方農政局と同様に、中長期的な視点に立って新規採用者

の確保を行うとともに、フルタイム再任用に当たっては、本所と地域拠点や地方農政局の

各県域拠点の欠員状況等も勘案しながら対応してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

地方農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠点における運用定員と削減数を業務区分

毎に示すこと。また、昨年９月の第１回労使間意見交換会において、地方参事官室の定員

は同様の規模を踏襲するとの見解が示されたがどのような結果となったのか。

（石橋地方課管理官）

地方参事官室の定員は、地方参事官室の推進業務の一環として、食料産業チームが担っ
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ている６次産業化のフォローアップ等推進業務を人員とともに引き継ぐことから増加して

おり、地方参事官の指揮・命令の下、一体的に業務を遂行することとなる。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

県域・地域拠点への新規採用者や若手職員の配置については、組織再編を伴う今次定員

合理化計画への対応により、新規採用者数を毎年400人から500人確保可能となり、2017年

４月からは、本局等所在地の県域拠点へ配置がなされ、２年が経過することとなるが、本

局等所在地以外の県域・地域拠点には、退職者数に見合う定員の確保や若手職員の配置が

行われていない。

2019年度は定員合理化計画最終年度となるが、地方組織の維持・活性化を図るため、中

長期的な視点に立って計画的な人材育成等を図るという見解や設置法改正時の附帯決議を

踏まえれば、本局等所在地以外の県域・地域拠点に着実に配置することが必要であるが、

来年度における各県域・地域拠点への配置の考え方を示すこと。

（前島秘書課長）

地方組織における新規採用者を含む若手職員の配置については、その維持・活性化を図

るため、平成27年の農林水産省設置法改正時の附帯決議の趣旨を踏まえ、業務の継承、地

域における農林水産行政の習得に向け、今後も中長期的な視点に立って、計画的な人材育

成等が図られるよう努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

県域・地域拠点の年齢構成を踏まえれば、地方組織の維持・活性化を図るために若手職

員を配置することは待ったなしの状況である。早急かつ確実な配置と別途計画の考え方を

示すよう重ねて求める。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

2019年度の人事異動に当たっては、組合員の理解と納得の下に進めること。

（前島秘書課長）

平成31年度の人事異動に当たっては、人材育成を含めた適材適所の配置となるよう、昨

年11月に提出された職務希望等調書を基に、必要に応じて個別面談等を行いながら職員の

意向を丁寧に把握し、適切に対応してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「業務運営の課題」についてである。

定員合理化計画最終年度における来年度の業務見直し・効率化策については、今後各原

局から示されることとなるが、この５年間の合理化の実績と業務効率化策の効率化実績を

具体的数値で示すとともに、実効ある効率化策を当局が責任を持って示すよう求める。本

日は、地方参事官室業務について見解を求める。

この２年間で数多くの農林水産関連法案が成立する中、円滑に業務を進めていく上で

「現場と農政を結ぶ」、「現場とともに解決する」地方参事官室業務の重要性は高まって

いる。

とりわけ地方課としてのマネジメントが重要となってくるが、この間の地方参事官室の



- 26 -

取組成果や課題について、どのように捉えているのか。

また、昨年の経営所得安定業務に加え、本年４月以降、食料産業業務のうち、輸出証明

書の審査業務以外については、地方参事官室業務として実施することとなるが、今後の地

方参事官室のあり方、方向性や人材育成についてどのように考えているのか。

（石橋地方課管理官）

地方参事官室においては、この間の取組により県・市町村・農業関係団体とネットワー

クを構築することで、現場に農政を伝える業務及び現場の声を汲み上げる業務について一

定程度の成果が出てきつつあると認識している。

また、県域・地域拠点においては、「現場と農政を結ぶ」機能が今後とも十分に発揮さ

れることが重要であり、そのためにも、各地方参事官の業務運営方針の下、地域の実態に

合わせた業務運営ができるよう地方機関あるいはＪＥＴＲＯ、日本政策金融公庫等の関係

機関と連携し、施策情報の提供や指導について更に充実するとともに、本省関係部局等と

も連携し地域の核となる農業者や関係者と多様な議論を重ねる等の実践的な取組の中で人

材育成を行うことを促しているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「国営土地改良事業所等」についてである。

国営土地改良事業所等における新規増員は、33人の要求に対し20人にとどまっている一

方で54人と昨年以上の定員削減の割当てにより、結果として34人の減員となっているが、

連年にわたる予算の大幅増額により人員不足が最大の課題となっている中で、定員を削減

するのは何故か。

（松本農村振興局総務課長）

平成31年度の削減数については、業務の実施状況や実施体制、業務の合理化等や欠員の

状況等を踏まえ54人としたところである。一方で、ＩＣＴ技術の推進などにより、新たな

行政ニーズに対応するため、昨年度より10人多い20人の新規増員が認められるなど、必要

な定員の確保に努めているところである。

国営土地改良事業所の定員については、各農政局の事業費、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、事業所ごとの業

務量や事業執行計画に基づき、必要な要員を配置しているところである。

業務運営に当たっては、業務が特定の者に偏ることがないよう計画的な業務運営に努め

るとともに、入札・契約手続の簡素化や、現場技術業務である工事の発注・監督事務の外

注化の拡大を進めるなど、事業の執行に支障を生じさせないよう努めてまいりたい。

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

務体制を整備していく考えである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

現在、欠員ポストの早期解消を求めている中で、さらなる減員となることから、職員の

負担は一層増加することとなるが、どのような業務体制や対策を考えているのか。国営土

地改良事業所等の事業の遂行に支障を生じさせず、組合員の労働条件を確保するための具

体策を示すこと。
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（松本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、入札・契約手続の

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など、事務の簡

素・合理化を図るとともに、再任用職員を積極的に活用することにより、事業の遂行に支

障を生じさせないよう努めることとしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

来年度に設置される３事業所、１建設所、３支所について、それぞれの設置時期や人員

配置をどう考えているのか。

また、2019年度に廃止される１事務所、５事業所等の廃止時期は2019年３月31日との理

解でよいか。なお、先に要請した閉鎖事業所等の課題改善を図るとともに、人事異動に当

たっては、組合員の希望を十分尊重すること。

（松本農村振興局総務課長）

平成31年度に新設する３事業所、１建設所、３支所の設置時期は、法手続が必要なもの

については本年８月１日、その他については年度内の予算成立を前提として本年４月１日

を予定している。なお、設置初年度の人員体制については、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ポストを基本としている。

一方、御指摘の１事務所、５事業所、４支所については、本年３月31日まで事業を実施

し、同日に廃止する。

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とともに、人事異動

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

従って行ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

新設事業所の開設に向けた人員配置については、人員不足により当初積算に見合った人

員配置とならない場合が多く、配置された職員の負担増となり慢性的な超過勤務を余儀な

くされていると報告されているが、どのような対策を講じるのか。

（松本農村振興局総務課長）

事業所設置初年度の人員体制については、先ほど御説明したとおり、事業所では９ポス

ト、建設所では６ポスト、支所では３ポストについて人員を配置しているところであり、

業務の実施に当たっては、入札・契約手続の簡素化や、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・合理化に努めることとしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

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

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

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

中でどのような対策を講ずるのか。

（松本農村振興局総務課長）

閉鎖事業所については、閉鎖までのスケジュールを考慮し、全体会議をはじめとした所
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内会議において、業務の進捗状況を把握するとともに、業務内容を確認し共通認識を得る

こととしている。新たな課題が発生した場合にはその都度、方針を確認し、手戻りや過重

作業とならないよう農政局本局担当課と連携し、円滑な業務運営を進めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

来年度の地方農政局や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。特に土木系技術職員の平均年齢が年々高くなっているこ

とから、技術継承のためにも新規採用者を採用し人材を育成することが重要と考える。今

後の人材育成に向けた考え方を示すこと。

（松本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、地方農政局別の事業費、欠員状況等

を基に、地方農政局別に定員を配分し、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。

また、人材育成については、当局としても重要なことと捉えており、引き続きＯＪＴを

含め計画的な研修に努めていくこととしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

全国で頻発する大規模災害に対して二次災害などの拡大を防止し、より早く復旧を行う

ために農業農村災害緊急派遣隊、通称、水土里災害派遣隊の体制が整備されているが、必

要な定員は確保されているのか。

また、昨年、全国の応援体制で実施した「ため池緊急点検調査」等で生じた課題等につ

いては、組合員の意見集約結果を踏まえ改善を図ること。

（松本農村振興局総務課長）

全国で頻発する大規模災害に対して、被害状況を迅速に把握するとともに、災害復旧を

早急に進めるため、農林水産省では、被災市町村等に対して、水土里災害派遣隊を派遣し、

農地、農業用施設等の被害調査等の支援を行っているところである。

また、平成31年度組織・定員においては、農村振興局整備部防災課に防災・減災対策室

を設置し、被害状況に応じた水土里災害派遣隊の広域的な派遣調整等を実施するため、こ

れらの対応に必要な定員４人が認められたところである。

昨年の「ため池緊急点検調査」については、全国から経験豊富な農業土木技術者を水土

里災害派遣隊として派遣し、ため池の緊急点検に当たっていただいた。とりわけ昨年の夏

は35度を超える歴史的酷暑が続く中、ＧＰＳの情報だけを頼りに一つ一つのため池を丁寧

に点検していただいた職員の皆様には、感謝申し上げている。

今回の「ため池緊急点検調査」において生じた課題等については、その内容等を把握、

検証し、今後の被災地支援等において改善することとしたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「植物防疫所・動物検疫所」についてである。

植物防疫所においては、定員削減７人に対し新規増員21人となるが、業務の実態に見合

った配置が行われていないと報告されている中、削減の割当ての考え方及び官署、新規増

員の配置の考え方及び官署はどのようになるのか。
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（沖消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、高齢職員の活躍の場の拡大のための定員として横浜植物防疫所

羽田空港支所、名古屋植物防疫所に各１人、障害者雇用の推進のための定員として横浜植

物防疫所に１人の新規増員が本年４月１日から認められたところである。また、訪日外国

人旅行客増に対応した体制強化のための定員として横浜植物防疫所札幌支所新千歳空港出

張所に１人、同羽田空港支所に15人、門司植物防疫所鹿児島支所に２人の新規増員が本年

10月１日から認められたところであり、これらの官署への配置を予定している。

なお、定員合理化については、業務量等の把握を行い、業務量に見合った人員となるよ

う割当てを行ったところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

地方空港の24時間化やＬＣＣの増便、外国クルーズ船の寄港増加など過去最大となる訪

日旅行客の急増や輸出促進による集荷地検査、栽培地検査の出張対応など輸出入検疫対応、

検査証明書の取扱い変更に伴うクレーム対応等、業務が急増している中で、現場からは増

員は図られているものの、実員が配置されず、業務量に見合った人員配置となっていない

との報告があげられているが、的確な植物検疫業務の実施に必要な人員が確保されている

のか。

（沖消費・安全局総務課長）

植物防疫所における人員の配置については、全体で業務量等の把握を行い、それに見合

った要員を配置しているところである。今後とも、ＬＣＣ、外国クルーズ船や入国者数等

の推移を注視し、各所の業務量、業務体制等を精査した上で適切に対応してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

この間に要請した各植物防疫所の課題改善を図るとともに、人事異動に当たっては、組

合員の希望を十分尊重すること。

（沖消費・安全局総務課長）

各植物防疫所の課題については、職員とのコミュニケーションを取りつつ、業務の合理

化と合わせて改善を図るとともに、人事異動については、本人の意向も参考にしつつ、業

務への適性、職務経験等を踏まえ、適材適所の考え方に従って実施しているところであり、

引き続き適切に対応してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

出張所の統廃合により、管轄区域が広域化している中、集荷地検査など輸出検査ニーズ

に対応するため出張検査等が増加しており、官用車、レンタカーでの長距離・長時間の一

人運転が常態化している。事故リスクも高まっていることから、最新の安全装置を具備し

た官用車を導入すること。

（沖消費・安全局総務課長）

官用車の更新に当たっては、これまでもエアバッグ、ＡＢＳ、衝突被害軽減制動制御装

置及びバックモニター等の安全対策装置を装備した車両を導入しているところであり、引
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き続き安全対策の強化に努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

動物検疫所についてである。

動物検疫所においては、定員削減４人に対し新規増員25人となるが、訪日外国人旅行客

が急増している中、伝染性疾病の発生予防・まん延防止の対策強化や輸出促進に伴う検疫

対象物の拡大に対し、増員は図られているものの、全国的に業務量に対し人員不足である

と報告されているが対応は可能なのか。

また、削減の割当ての考え方及び官署、新規増員の配置の考え方及び官署はどのように

なるのか。新設する出張所については確実に増員配置となるのか。

（沖消費・安全局総務課長）

動物検疫所においては、高齢職員の活躍の場の拡大のための定員として羽田空港支所、

門司支所に各１人、障害者雇用の推進のための定員として横浜本所に１人の新規増員が本

年４月１日から認められたほか、訪日外国人旅行客の受入環境整備が急務となっているこ

とから、ターミナルの増設、新設、国際航空便やクルーズ船の急増等から見込まれる業務

量の増に対応した体制強化のための定員として北海道・東北支所に１人、羽田空港支所に

16人、神戸支所に２人、門司支所に３人の新規増員が本年10月１日から認められたところ

である。また、米子空港出張所の新設及び函館空港分室の函館空港出張所への振替が認め

られたところであり、これらの官署への配置を予定している。

定員合理化については、業務量等の把握を行い、業務量に見合った人員となるよう割当

てを行ったところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

このような定員状況を踏まえ、来年度の検疫体制の充実・強化についてどのように考え

るのか。

（沖消費・安全局総務課長）

今後も的確な業務遂行に向け、必要な組織・定員の確保に努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

この間、要請した動物検疫所の課題改善を図るとともに、人事異動に当たっては、組合

員の希望を十分尊重すること。

（沖消費・安全局総務課長）

動物検疫所の課題については、職員とのコミュニケーションを取りつつ、業務の合理化

と合わせて改善を図るとともに、人事異動に当たっては本人の希望や家庭事情等に配慮し

た上で、適材適所となるよう適切に行ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「漁業調整事務所」についてである。

漁業調整事務所については、漁業取締りの一層の強化を図るとして20人の増員要求をし

ていたが、新規増員は２人にとどまり、定員削減は２人となるが、削減の割当ての考え方
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及び官署、新規増員の配置の考え方及び官署はどのようになるのか。なお、人事異動に当

たっては、組合員の希望を十分尊重すること。

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

漁業調整事務所に係る定員合理化については、定員事情、業務量等を勘案した上で、２

人の削減を行うこととしている。

一方、増員については、外国漁船の違法操業が急増している道東沖等における取締りを

強化するため、北海道漁業調整事務所に１人、また、瀬戸内海及びその周辺海域において

悪質・巧妙かつ組織化している違反漁業者に対する監視・取締体制の強化のため、瀬戸内

海漁業調整事務所に１人の計２人が認められたところである。

なお、人事異動に当たっては、本人の意思を尊重しつつ、本人の適性、人事評価等を踏

まえ、適材適所の原則に従って行ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

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

指し要求していたがどのような結果となったのか。

また、週休日に加え、十分に年次休暇を取得できる状況となっているのか。

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

漁業取締体制を強化するととも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を推進してきたところである。平成31年度組織・定員においても、３

人乗船体制の確立を目指して増員要求を行ったところ、北海道漁業調整事務所に１人の増

員が認められたところである。引き続き複数乗船体制の整備に努力してまいりたい。

なお、年次休暇については、計画的に取得するよう促しているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

外国漁船の違法操業への取締体制等を強化するため、白嶺丸と白萩丸の最新鋭船への代

船を含め漁業取締船２隻の建造を行うとともに、最新鋭の漁業取締船を用船するなど、20

18年度補正予算を含め2019年度予算も確保され、海事職の増員も認められたところである

が、若年層の離職が増加する中、海事職の着実な採用に向けた取組状況はどのようになっ

ているのか。

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当））

船舶職員の新規採用にあっては、受験案内の大学・高校等への送付・水産庁ホームペー

ジの採用情報サイトへの掲載だけではなく、業務を紹介するパンフレットを作成した上で、

頻度を高めて、水産庁担当者が大学・高校等を直接訪問し、進路指導担当教員や学生・生

徒への業務説明を行っている。

さらに、職種への理解がより深まるよう、船舶職員の協力を得ながら、希望者の船舶見

学などの職場訪問について、大学生のみならず、高校生も対象に含めて、可能な限り受け

入れているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「級別定数改定」についてである。
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級別定数の査定結果はどうなったのか。

特に、組織再編に伴う管区機関の取扱いについて処遇改善が実現できる定数を確保でき

たのか。

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

できたのか。

（前島秘書課長）

全体としては、必要な級別定数が認められたところである。

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

であるが、県域・地域拠点や農地事業所等を含め、必要な級別定数が認められるよう引き

続き努力してまいりたい。

（岡本書記長）

2019年度は、予算が拡充される中、引き続き、厳しい定員事情で農林水産行政をめぐる

諸課題に的確に対応しなければならない。

従って、今回の予算概算、組織・定員決定を踏まえた４月以降の円滑な業務執行体制の

確立が重要となるので、各職域の課題を改善する観点から、３月中旬に業務運営上の諸課

題を議題とした労使間意見交換会の開催を要請する。なお、現在４月の人事異動に向けて

作業が進められていると思うが、人事異動に当たっては、必要に応じ面談を行うなど丁寧

な対応を行い、組合員の理解と納得の下に行うことを重ねて要請する。

最後に、本年７月に策定が想定される次期定員削減計画についてである。

この間も申し上げているとおり、従前同様の定員削減が続けられれば、設置法改正時の

附帯決議の実現は困難となる。さらに、基本計画の着実な達成や地方における農林水産行

政の円滑な推進、組合員の雇用・労働条件にも大きな影響を及ぼすことが懸念されること

から、従前のような農林水産省に過度な負担を強いる削減計画とならないよう、労使で同

じ課題認識を共有した上で、当局として遅滞なく万全を期すよう求める。なお、我々とし

ても出来得る対応をとる所存であることを申し上げておく。

（前島秘書課長）

本日は、「平成31年度農林水産予算概算決定」と「平成31年度組織・定員」について意

見交換し、それぞれに貴重な意見をいただいたところである。

今後とも、農林水産業の成長産業化と美しく伝統ある農山漁村の次世代への継承のため、

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

んで行くことが重要である。

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

中旬に行うことを検討したい。

なお、2020年からの次期定員合理化計画への対応に当たっては、将来の業務運営に支障

が生じないよう、皆さんとも意見交換をしながら、適切に対応してまいりたい。

（横山秘書課調査官）

以上をもって、平成30年度第２回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


