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令和元年度第２回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：令和２年１月24日（金）16:30～18:15（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 森 重樹 大臣官房秘書課長

同 宮浦 浩司 大臣官房予算課長

同 荒木 智行 大臣官房政策課調査官

同 松尾 浩則 大臣官房地方課長

同 石神 正和 大臣官房地方課管理官

同 松村 孝典 統計部管理課長

同 今村 泰章 消費・安全局総務課人事企画官

同 坂 康之 食料産業局総務課長

同 川合 豊彦 生産局総務課長

同 大島 英彦 経営局総務課長

同 吉田 誠 農村振興局総務課長

同 小林 大樹 政策統括官付総務・経営安定対策参事官

同 中澤 克典 農林水産技術会議事務局研究調整課長

同 黒川 淳一 林野庁林政課長

同 永濱 亨 水産庁漁政課課長補佐

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 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

同 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、令和元年度第２回労使間意見交換会を開催する。

開会に当たり、森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。



- 2 -

（森秘書課長）

本日は、「令和２年度農林水産予算概算決定」と「令和２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「令和２年度農林水産予算の概要」を、第２部資料とし

て「令和２年度組織・定員について」をそれぞれ使用する。

それでは、まず、「令和２年度農林水産予算の概要」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、森秘書課長、宮浦予算課長、石神地方課管理官、松村統計部管理課長、

今村消費・安全局総務課人事企画官、坂食料産業局総務課長、川合生産局総務課長、大島

経営局総務課長、吉田農村振興局総務課長、小林政策統括官付総務・経営安定対策参事官、

中澤農林水産技術会議事務局研究調整課長、黒川林野庁林政課長、永濱水産庁漁政課課長

補佐、馬越秘書課人事調査官、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「令和２年度農林水産予算の概要」について、宮浦予算課長から説明す

る。

（宮浦予算課長）

令和２年度農林水産予算の概要について説明する。

資料１の２頁の総括表を御覧いただきたい。

令和２年度概算決定額は、「通常分」の欄にあるとおり２兆3,109億円、２年連続増となっ

ている。

このほか、「通常分のほか臨時・特例の措置」の欄にあるとおり、「防災・減災、国土強靭

化のための３か年緊急対策」の最終年度分1,008億円が措置されている。

３頁は公共事業費の一覧となっている。
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公共事業については、全ての項目で前年度に比べて増となっている。

続いて、予算のポイントを説明する。４頁を御覧いただきたい。

令和２年度農林水産関係予算については、災害にも負けない強靱な生産基盤を構築し、

これを土台として成長産業化を更に進めていくために必要な施策を実行していくために必

要な予算として、９つの柱に沿って整理している。

最初の柱は「農林水産物・食品の政府一体となった輸出力強化と高付加価値化」である。

昨年の臨時国会で成立した新法に基づき、「農林水産物・食品輸出本部」を中心として、

政府一体となって輸出先国の規制撤廃等に対処していくため、必要な予算を確保している。

５頁に進んで、２つ目の柱は「「スマート農業」の実現と強い農業のための基盤づくり」

である。

・ 「スマート農業」の社会実装の加速化に向け、現場へのＡＩ等の先端技術の導入を

更に進めるための予算を確保するとともに、

・ 農業農村整備事業、いわゆるＮＮ予算についても、現場からの強い要望に応える十

分な予算を確保している。

６頁に進んで、３つ目の柱は、「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。

担い手への農地集積・集約化を加速化するための人・農地プランの実質化の推進、担い

手不足に対応するための就農準備や経営開始に要する資金の交付等に必要な予算を確保し

ている。

４つ目の柱は、「水田フル活用と経営所得安定対策の着実な実施」である。

主食用米から、麦・大豆や飼料用米、高収益作物への転換を図る水田活用の直接支払交

付金や収入保険制度の実施のために必要な予算を確保している。

５つ目の柱は、「食の安全・消費者の信頼確保」である。

畜産農家の飼養衛生管理基準の徹底や食肉などの「探知犬」の増頭等を始めとしたＣＳ

Ｆ・ＡＳＦ対策等のために必要な予算を確保している。

７頁を御覧いただきたい。６つ目の柱は、「農山漁村の活性化」である。

美しく活力ある農山漁村の実現のため、日本型直接支払や中山間地域の特色を活かした

多様な取組の支援等に必要な予算を確保している。
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７つ目の柱は「林業の成長産業化と「林業イノベーション」の推進」である。

川上の生産性向上から川下の需要拡大までの支援や森林整備事業や治山事業の実施等の

ために必要な予算を確保している。

８頁に進んで、８つ目の柱は「水産改革の実行による適切な資源管理と水産業の成長産

業化」である。

適切な資源管理の実現に向けて、水産資源の調査・評価体制の強化等を図るとともに、

適切な資源管理を行う漁業者への漁船・機器の導入等により、漁業の成長産業化を図るた

めの予算を確保している。

９頁を御覧いただきたい。最後の柱は「災害からの復旧・復興と防災・減災、国土強靭

化」である。

防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」の臨時・特別の措置の最終年分とし

て所要額を確保している。

説明は以上である。

（岡本書記長）

本日の意見交換会は、向こう５年間の新たな定員合理化計画の初年度となる中、中長期

的な農政指針となる「食料・農業・農村基本計画」見直し後の政策対応となるなど、大変

重要な節目の予算、定員等の意見交換であると我々は位置付けている。

さて、夏の概算要求以降、本年１月１日の日米貿易協定の発効を踏まえ、政府の「総合

的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づいた生産基盤の強化など国内対策の拡充を盛り込んだ

補正予算の策定、さらには「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂、そして、冒頭

申し上げた「食料・農業・農村基本計画」の４回目となる見直しに向けた議論等、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、2020年度

予算は、農業の生産基盤強化のための新たな政策展開をはじめとする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、安心して働き続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、農林水産物・食品輸出促進法に基づく政

府一体となった輸出力強化や現場ニーズに沿った「スマート農林水産業」の推進、頻発・
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激甚化する自然災害からの復旧・復興など８年連続で拡充となる農業農村整備関連予算、

さらには訪日外国人旅行客が過去最多となる中での東京オリンピック・パラリンピック開

催に向けた水際対策の強化など、現場において新たな政策展開への対応を含め農林水産行

政を担う組合員は、既存業務の抜本的見直し・効率化が進まない中で、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。

厳しい定員事情の中にあっても、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））

まずは、「総論」についてである。

次年度当初予算額については、前年度比１億円増の２兆3,109億円と微増となっている

が、各種事業に必要な予算額は十分に確保できたのか。

また、「臨時・特別の措置」1,008億円と2019年度補正追加額5,849億円を併せた執行が

必要となるが、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。

さらに、定年退職者が増加する中、短時間勤務再任用に係る人件費を含め、必要な人件

費予算は確保されたのか。

（宮浦予算課長）

令和２年度当初予算については、令和元年度予算に５年に１回の農林センサス事務経費

を始めとする自然減分が100億円程度計上されていたため、実質的に政策的経費を増額する

ことができたと考えている。

また、超過勤務手当や旅費、庁費等の業務遂行に必要な予算や、短時間勤務再任用を始

めとする人件費についても、その実情に合わせて確保している。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

非常勤職員等の賃金について、期末手当の支給など、この間の待遇改善分を含めた必要

な予算は確実に確保できたのか。
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（宮浦予算課長）

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、令和２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））

「基本方針2019」及び「成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ・令和元年度革新

的事業活動に関する実行計画」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、総額5,010億円を要望していたが、査定結果はどうだった

のか。

（宮浦予算課長）

「新しい日本のための優先課題推進枠」については、最終的に、農業人材力強化総合支

援事業213億円、スマート農業総合推進対策事業15億円を始めとして合計3,519億円を確保

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））

ＴＰＰ１１協定及び欧州連合（ＥＵ）との経済連携協定（ＥＰＡ）の発効から、本年で

２年目となる。これら関税の削減により、当該国からの対日輸出量が増加している中、今

月１日、日米貿易協定が発効したところであるが、2019年度補正追加額も含めて、国内対

策に必要な予算は満額確保できたのか。

（宮浦予算課長）

「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく国内対策については、新たな国際環境に入

る中、生産者の不安払拭と農林水産業の生産基盤の強化を図るため、令和元年度補正予算

において、

・ 加工・業務用野菜等に国産農産物を安定的に供給していく等のための産地生産基盤

パワーアップ事業348億円、

・ 新市場を開拓する良質な国産畜産物を供給するための和牛・乳用牛の増頭・増産対

策243億円

を始めとして合計3,250億円を確保したところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「農林水産物・食品の政府一体となった輸出力強化と高付加価値化」についてである。

農林水産物・食品の政府一体となった輸出力強化については、昨年11月に「農林水産物

及び食品の輸出の促進に関する法律」が成立・公布し、本年４月に施行となり、新規に司
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令塔組織（農林水産物・食品輸出本部）の創設として、2019年度補正予算１億円と2020年

度予算12億円、輸出手続の迅速化として、補正予算２億円、当初予算３億円がそれぞれ措

置されたところである。

「国等が講ずる輸出を円滑化するための措置」である輸出証明書の発行、生産区域の指

定、加工施設の認定、に地方農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠点が具体的に関わ

ることとなるが、新規業務をはじめ、今年度補正予算対応など算関連業務については、本

省・地方組織が一体となって進めることができる体制整備が重要であり、現在、現場で業

務対応する組合員の意見を集約しており、必要な改善については、別途要請するので誠意

ある対応を求める。

（坂食料産業局総務課長）

国等が講ずる輸出を円滑化するための措置については、本省・地方農政局等が一体とな

って農林水産物及び食品の輸出拡大が図られるよう取り組む必要があり、業務運営に支障

が生じないよう、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））

「 「スマート農業」の実現と強い農業のための基盤づくり」についてである。

「スマート農業」の社会実装の加速化について、スマート農業総合推進対策事業が補正予

算で72億円、当初予算で15億円と大幅に拡充されているが、現在の69地区の実施地区や普

及促進に地方農政局等はどのように関わるのか。また、今後、実証プロジェクトを拡大す

ることもあり得るのか。

さらに、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が母体となって進められて

いる農業データ連携基盤（ＷＡＧＲＩ）について、昨年４月の本格稼働以降、担い手の活

用促進はどのような状況になっているのか。

(中澤農林水産技術会議事務局研究調整課長)

今年度より、水田作を中心に全国69地区で、スマート農業実証プロジェクトを展開して

いるところである。

来年度については、令和元年度補正予算「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」

及び令和２年度予算「スマート農業加速化実証プロジェクト」により、当該69地区の２年

目の実証と併せて、園芸や畜産等の品目や地域バランス、台風19号等の被災地の復興等に

配慮して実証地区を採択し、スマート農業の社会実装を加速化することとしている。

今後は、地方農政局等においてもスマート農業サミットの開催や、各種マッチングイベ

ント等を通じて、これら実証の内容やその成果の情報発信などに取り組むこととしている。

農業データ連携基盤（ＷＡＧＲＩ）は、昨年４月から農研機構を運用主体として稼働を

開始し、現在40社以上の企業が加入し、既にＷＡＧＲＩを活用した農業者向けサービスが
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始まっている。さらに、来年度は、農業者のニーズ等を踏まえ、国の統計データの実装な

どデータの充実化を図ることにより、担い手など農業者がデータを活用できる環境整備を

推進してまいりたい。

（村上調査交渉部長（独法担当））

ムーンショット型農林水産研究開発事業として、新規に補正予算50億円、当初予算１億

円が措置され、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の役割が重要になって

くるが、総合科学技術・イノベーション会議との関係はどのようになるのか。

(中澤農林水産技術会議事務局研究調整課長)

本事業は、困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される挑戦的な研究開発を推進

するものであり、今後、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の生物系特定

産業技術研究支援センターに基金を設置して事業を実施していくこととしている。

また、事業実施に当たっては、制度全体の推進を行う内閣府の総合科学技術・イノベー

ション担当と、よく連携していく必要があると考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

農業農村整備関連予算については、臨時・特別の措置540億円を含めて2020年度概算決

定額4,973億円で、2019年度補正予算額の1,542億円と合わせて6,515億円で対前年度比100.

9％と８年連続の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。

（吉田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を図

り、農業の競争力強化や農村地域の国土強靱化を図る観点から、令和元年度補正予算で

460億円、令和２年度当初予算においては1,894億円、補正予算と当初予算を合わせて2,35

4億円を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4

4億円の減となっている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

地方農政局及び国営土地改良事業所等においては、大幅に増加する予算・業務量に対し、

必要な要員が配置されていないため、慢性的な超過勤務による業務対応をせざるを得ない

状況となっている。

補正予算額が前年度同様に３割近く占めている中、当初予算でのみ措置される事務費等

（超過勤務手当、旅費、庁費等）は、十分に措置されているのか。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、前年度対比でどのくらい増額されているのか。
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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。

（吉田農村振興局総務課長）

超過勤務手当予算については、業務遂行に必要な予算として対前年度比で0.9％増の額

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、一昨年度から年度途中で各地方農政局の執行状況

等を把握し精査を行った上で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たい。

また、工事の発注・監督事務の外注や非常勤職員の雇用などについては、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が、事業の実施に当たっては、引き続き

予算の効率的な執行に努めることとしたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

国営総合農地防災事業について、新たに豪雨災害対策型を創設するなど拡充しているが、

農業水利事業所等における役割や業務内容はどのようになるのか。

（吉田農村振興局総務課長）

これまで国営総合農地防災事業は、地盤沈下、大規模地震に対応するための農業水利施

設の改修等を行ってきている。今回の制度拡充は、こうした防災事業化の要因に、豪雨災

害を追加するものや、重要度や緊急性の高い施設に限り末端要件を緩和するものである。

このことにより、既に事業計画に基づき、業務を実施している既存の農業水利事業所等

において、新たに役割や業務が発生するものではない。

事業計画の作成を担う調査管理事務所においても、取り扱う件数や対象が直ちに増加す

るとは想定していないが、業務量に応じて、必要な組織体制は整備してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

防災情報ネットワーク事業について、ため池防災支援システムの保守運用をはじめ、災

害時や緊急時に国による的確な支援などを行うとして拡充しているが、国営土地改良事業

所等は、ため池防災支援にどのように関わるのか。

（吉田農村振興局総務課長）

防災情報ネットワーク事業のうち、拡充したため池防災支援システムについては、シス

テムの稼働状況の確認や実際に使用する地方自治体からの問合せ対応、改良事項の検討等

の保守運用が必要となる。これについては、全局の中で最も多くため池が存在する中国四
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国農政局の土地改良技術事務所に「ため池保全対策官」及び「ため池管理係長」を新たに

配置し、本省と連携の上、その業務を担うこととなる。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

畜産・酪農の競争力強化として、和牛・乳用牛の増頭・増産対策に補正予算243億円、

当初予算に30億円が新たに措置され、和牛の増産や酪農の生産基盤強化を強力に進めると

しているが、増頭を下支えする中小・家族経営の後継者不足の中で、具体的にどのように

進めるのか。

（川合生産局総務課長）

肉用牛・酪農経営においては、規模拡大により農家戸数の減少を補ってきたが、近年は

担い手の高齢化や後継者不足を背景に毎年一定数の経営離脱が続いている。

このため、後継者の確保や新規就農の促進が課題となっており、過重な労働負担を軽減

するための省力化機械の導入やヘルパー活動に対する支援を行っている。

さらに、今般の補正予算において、後継者のいない家族経営の経営資源を整備して地域

の担い手に継承する取組を新たに支援することとしており、増頭奨励金の交付と合わせて

効果的に担い手の確保を図ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「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。

農業人材力強化総合支援事業について、地域の新規就農者サポート支援事業として新た

に２億円が措置されたが、地方農政局等の地域での連携など役割はどのようになるのか。

(大島経営局総務課長)

本事業では、就農希望者の就農準備段階の指導、経営開始から定着時期までの相談対応

など一貫した地域のサポート体制づくりを新たに支援するとともに、従来より実施してい

る短期就業体験や新規就農相談会の開催を支援することとしている。事業の実施主体は、

全国農業会議所、若しくは公募で採択される民間団体を予定している。なお、本事業は、

就職氷河期対策関係事業として位置づけられており、ひきこもり等の方の新規就農を支援

するため、今後、各都道府県単位で、厚生労働省が立ち上げる予定の「就職氷河期世代活

躍支援都道府県プラットフォーム」について地方農政局等の参画をお願いすることを考え

ている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

外国人材受入総合支援事業について、必要な試験の実施や就労する外国人材が働きやす

い労働環境の整備等を支援するとして、農業者等以外の漁業分野や飲食料品製造業、外食
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業の分野が拡充措置されたが、地方農政局等の関わりはどのようになるのか。

（坂食料産業局総務課長）

外国人材受入総合支援事業における飲食料品製造業分野及び外食業分野に係る業務につ

いては、一義的には、本省において対応することとしている｡地方農政局等に対しては地

域の食品事業者から照会等がある場合も想定されることから、必要に応じて情報提供等を

実施することとしている｡

（永濱水産庁漁政課課長補佐）

漁業分野における外国人材の確保・地域への定着支援や適正な受入れに向けて、外国人

材が働きやすい労働環境の整備等のために、事業実施主体が行う優良事例の収集・周知の

取組を支援するほか、相談窓口の設置や生活ガイダンスの実施等については、事業主体か

ら直接、漁協等に対し支援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））

「水田のフル活用と経営所得安定対策の着実な推進」についてである。

米の生産調整見直しから３年目となる中、水田活用の直接支払交付金について、飼料用

米の複数年契約へ移行後の助成等に必要な予算は十分に確保されているのか。

関連して、地域農業再生協議会の運営に必要な事務費は増額となっているのか。

また、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

十分に確保されたのか。

（小林政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

令和２年度予算においては、令和元年度の執行見込額をベースとして、89億円増の

3,050億円と、必要な予算をしっかり確保したところであり、引き続き、水田フル活用に

安心して取り組んでいただけるものと考えている。

また、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、令和２年度は、厳しい財政事情の中で、前年度と同程度の予算を確保して

おり、引き続き必要な予算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））

「食の安全・消費者の信頼確保」についてである。

家畜伝染病・病害虫の侵入・まん延防止として、ＣＳＦ等の家畜伝染性疾病対策や水際

対策、早期発見・封じ込め対策の強化などの関連予算は、今年度予算額に比べ大幅な増額

となっているが、検疫業務等が大幅に増加する中で、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
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（今村消費・安全局総務課人事企画官）

植物防疫所及び動物検疫所において、検疫業務に必要な経費として、旅費については２

億3,400万円、超過勤務手当については６億4,200万円と、今年度に比べ増額となる予算を

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、今年度末までの53頭への大幅増頭に加え、2020年度にさ

らに140頭に大幅増頭するとしているが、ハンドラーや探知犬は全て民間に委託する考え

なのか。また、検疫探知犬の配置先や導入スケジュールはどのようになるのか。

（今村消費・安全局総務課人事企画官）

動植物検疫探知犬については、主要空港における増頭のほか地方空港への配置の拡大、

国際郵便物検査強化などを勘案して計画的に配置したいと考えている。なお、動植物検疫

探知犬の導入及びハンドラーについては民間委託で対応するほか、補助員の配置を行う予

定である。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

農産物の病害虫の侵入・まん延防止と我が国の農産物の円滑かつ安定的な輸出に寄与す

るため、新規に病害虫の水際侵入防止強化や輸出検疫の総合対策が拡充措置されているが、

人員配置が不十分な中で、輸出検査対応の強化をどのように進めるのか。

（今村消費・安全局総務課人事企画官）

植物防疫官による栽培地・集荷地検査等に機動的に対応するための旅費、及び補助員等

を配置するための非常勤職員手当について、今年度に比べ増額となる予算を計上したとこ

ろであり、輸出検査対応の強化を図ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「農山漁村の活性化」についてである。

中山間地域等直接支払交付金については、対前年度同額の261億円が措置されているが、

2020年度から第５期対策が新たにスタートする中、棚田地域振興法の施行など対象地域の

拡充や加算措置に対応した予算額となっているのか。

（吉田農村振興局総務課長）

令和２年度から開始する中山間地域等直接支払制度の第５期対策では、棚田地域振興法

に基づく「指定棚田地域」を対象地域に追加するとともに、10アール当たり１万円の「棚
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田地域振興活動加算」を新設するなど加算措置の充実に加え、農業を継続できなくなった

場合の交付金返還措置の緩和等を図ることとしている。

令和２年度の予算額については、第４期対策の中間年評価時のアンケート調査において、

「次期対策に取り組むことは困難」と回答した集落協定が存在しており、第５期対策への

移行時に一定程度の面積の減少が見込まれるものの、交付金返還措置の見直しにより取組

面積の減少を緩和するとともに、指定棚田地域となることで、新たに本制度の取組を始め

る集落や、新たな加算措置の創設により増となる分も考慮し、所要額を計上している。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

農山漁村振興交付金のうち農福連携の推進については、新たに11億円が措置されている

が、農福連携整備事業や農福連携支援事業に地方農政局等はどのように関わるのか。

（吉田農村振興局総務課長）

地方農政局の役割としては、従来どおり、交付金事業の実施主体への指導・助言、交付

金の交付に係る事務手続、都道府県との連絡調整等になるものと考えている。

（村上調査交渉部長（独法担当））

「林業の成長産業化と「林業イノベーション」の推進」についてである。

林業成長産業化総合対策において、新たに林業イノベーション推進総合対策として10億

５千万円の予算措置がされたところである。昨年12月の農林水産業・地域の活力創造本部

における林業イノベーション現場実装推進プログラムの技術実装の推進方策では、産学官

が集結した新技術の開発・改良として、研究人材・資本の効果的活用を進め、先端技術研

究を加速化する、などとしているが、森林研究・整備機構の具体的な関わりについてどの

ように考えているのか。

（黒川林野庁林政課長）

林業イノベーション現場実装推進プログラムの実現に当たっては、令和２年度予算概算

決定の新規予算の活用を含め、新素材、育種、省力化機械などの技術開発について、森林

総合研究所が中核的な研究機関としての役割を果たすことを期待している。

（村上調査交渉部長（独法担当））

「水産改革の実行による適切な資源管理と水産業の成長産業化」についてである。

新たな資源管理システムの実施として、「水産資源研究センター」構想に向けた資源調

査・評価体制の抜本的な見直しとして、補正予算、当初予算が措置されているが、水産資

源調査・評価推進事業の政策目標の資源評価対象魚種を2023年までに200種程度に拡大す

るとしており、魚種の選定をはじめとする具体的な事業計画はどのようになっているのか。
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また、目標を達成するためには事業費予算に加え人件費や施設整備費などの必要な予算は

確保されているのか。

さらに、水産政策審議会における「水産資源研究センター構想（案）」の検討の中で、「行

政から独立した資源評価を実施」とあるが、どのような検討が行われているのか。

（永濱水産庁漁政課課長補佐）

資源評価対象魚種については、令和元年度に67魚種に拡大するとともに、令和２年度に

120魚種程度、令和３年度に200魚種程度についての調査を開始し、その後もデータの蓄積、

資源評価精度の向上を図ることとしている。

国立研究開発法人水産研究・教育機構の運営費交付金については、令和２年度当初予算

は対前年度とほぼ同額の169億円となったほか、施設整備費補助金については、令和元年

度補正予算において、水産資源や海洋環境の迅速なデータ解析等のシステムの構築に要す

る１億円を計上したところである。

政策目標の達成に向けて、水産資源・海洋関連調査などを効果的・効率的に進められる

よう、引き続き必要な予算の確保に努めてまいりたい。

資源評価については、あらかじめ作成・公表されたルールに基づき、科学者が科学者会

議において、既に行政からの関与を受けることなく実施している。

これに加えて今後は、評価結果の科学的客観性や妥当性等を担保するため、外部有識者

で構成されるレビュー委員会で検証し、レビュー結果も公表することとしている。

（村上調査交渉部長（独法担当））

資源評価の制度向上等を推進するため、水産研究・教育機構が保有する調査船の役割が

重要となる中で、調査船の老朽化が進んでいる。計画的な代船建造や修繕費、ドック経費

などの必要な予算が十分に確保されているのか。

また、水産庁漁業調査船「開洋丸」について、最新の調査機器等を導入した代船建造と

しているが、要求額は十分に確保できたのか。令和５年度末の竣工予定に変更はないのか。

さらに、代船建造では現行よりも若干小型化して2000トン超級の調査船となる予定だが、

乗船体制に変更はないのか。

（永濱水産庁漁政課課長補佐）

国立研究開発法人水産研究・教育機構の所有する調査船については、昨年５月策定の「官

船及び機構船のあり方について」により方向性を取りまとめたところであり、まずは水産

庁調査船「開洋丸」の代船建造に係る予算を補正予算により計上したところである。

今後、機構調査船についても、計画的な代船建造等の実施に向けて予算の確保に努めて

まいりたい。

また、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



- 15 -

いては、船舶の運航及び安全性に支障がないよう、必要な所要額を計上したところである。

水産庁漁業調査船「開洋丸」の代船建造については、要求どおり、予算総額95億円とし、

そのうち47億円が令和元年度補正予算として計上されたところである。

竣工については、補正予算により前倒しでの建造となることから、当初予定より１年早

い令和４年度中を予定しているところである。

なお、船体の小型化に伴い、乗船体制（定員）については、代船建造後の調査業務の遂

行に支障が生じることのないよう、十分留意してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

漁業取締体制の増強として、外国漁船対策等について、補正予算74億円と当初予算180

億円が拡充措置される中で、船舶の安全運航に必要な船舶運航費などの事務費については、

代船建造や新船建造などに伴い増加が見込まれているが、必要額は措置されたのか。また、

令和３年度の竣工予定としていた新船や新規用船について、配置先の調整状況はどのよう

になっているのか。

（永濱水産庁漁政課課長補佐）

船舶運航費などの事務費については、船舶の安全運航に必要な所要額を計上できたもの

と考えている。

また、令和３年度竣工予定の新船や新規用船の配置先については、外国漁船による違法

操業の動向等、現場の状況を踏まえ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））

「災害からの復旧・復興と防災・減災、国土強靭化」についてである。

2019年台風15号及び19号等の災害復旧に向けて非現業職域及び農林水産省所管独立行政

法人の施設等の復旧に必要な予算は確保されているのか。

（中澤農林水産技術会議事務局研究調整課長）

台風15号及び19号で被災した国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の24拠

点、国立研究開発法人森林研究・整備機構１拠点、国立研究開発法人水産研究・教育機構

６拠点における施設等の復旧に必要な額について、令和元年度の補正予算に計上したとこ

ろである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「統計関係」についてである。

政府統計全体のガバナンスの確立と統計作成プロセスの適正化や農政改革、森林・林業

改革、水産業改革に貢献する統計調査の実施として、農林漁業センサス予算を除いた対前
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年度比は166.9％と大幅な増額措置となっているが、地方農政局・北海道農政事務所、県

域・地域拠点の業務はどのような変更となるのか。

(松村統計部管理課長)

令和２年度予算については、

・農林水産統計システムのシステム更改や専門調査員へのタブレット端末の導入

・統計調査効率化のためのＡＩ（人工知能）等の新技術を導入した新たな調査手法の開

発

・筆ポリゴンの付加価値向上と業務効率化の検討

・専門調査員の運用

等に必要な予算を確保したものであり、地方組織における業務の円滑な実施や効率化につ

ながるものとなっている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

2020年度の専門調査員関連経費については、対前年度比１億１千万円増の８億７千万円

が措置されたが、予算積算上の専門調査員数については、標本個体の経営規模の違いや未

経験の専門調査員への交替、島しょ部など標本数が少ない地域へ配置する場合など、積算

上の受け持ち件数に合致させることは困難、受け持ち件数の増加により専門調査員の辞退

が懸念されるなどの意見が報告されている。現場実態を踏まえた専門調査員数を確保でき

る予算となっているのか。

(松村統計部管理課長)

専門調査員の担当地域の事情や経験年数等により、専門調査員間で受け持つ調査客体数

等に多寡が出るケースも生じることがあるものと考えており、地域の実情に応じて運用し

てまいりたい。

なお、専門調査員一人当たりの受持客体数の増加は、経験を積んだ専門調査員も増加し

てきていることから、１人当たりの受持客体数等を増加させ、専門調査員の運用員数をス

リム化することにより、専門調査員の確保に係る労力の軽減や管理・指導業務の増加の抑

制を図ることを目的としたものである。

いずれにせよ、専門調査員予算については、専門調査員が担う調査客体の調査に必要な

手当額等を確保しており、現場実態を踏まえた専門調査員数を確保できる予算となってい

る。

なお、令和２年度の専門調査員数については、予算積算上前年度に比べ100人程度の増

員を予定している。
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（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」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。

（石神地方課管理官）

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単価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の超勤単価に改善され

たのか。

（石神地方課管理官）

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））

地方農政局等における官用車の長距離運転が常態化し、走行距離の増加による故障や事

故リスクは増大している。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、走行距離に応じた車両更新などに必要な予算は確保

されたのか。

（石神地方課管理官）

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。

（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。

所管法人の2020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、各法人における、事務・事業の推進

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



- 18 -

非常勤職員等の雇用確保と待遇改善、老朽化する施設の新設・改修等に必要な予算は確保

されているのか。

（中澤農林水産技術会議事務局研究調整課長)

令和２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

1,005億円を、施設整備費補助金については、16億円を計上したところである。各法人の

運営に必要な予算は概ね計上できたものと考えている。

（村上調査交渉部長（独法担当））

家畜改良センター肉酪連携生産基盤強化対策事業として、補正予算13億円が措置されて

いるが、どこの牧場の施設・機器の整備を図るのか。また、高能力乳用牛の後継牛等の供

給拡大に必要な飼養管理経費も十分に確保されているのか。

（川合生産局総務課長）

施設・機器を整備する牧場については、本事業の目的である家畜改良センターの和牛受

精卵及びその受卵牛となる高能力乳用牛の後継牛等の供給拡大の観点から、肉用牛や乳用

牛を飼養している牧場を想定しており、具体的な牧場については今後決定する予定である。

また、運営費交付金については、前年度比４億円増となる70億円を計上しており、高能力

乳用牛の後継牛等の供給拡大に必要な飼養管理経費も確保できていると考えている。

（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宮浦予算課長、川合生産局総務課長、大島経営局

総務課長は退席し、第２部の出席者である河嶋秘書課人事企画官、荒木政策課調査官が着

席する。

退 席：宮浦予算課長、川合生産局総務課長、大島経営局総務課長

新規着席：河嶋秘書課人事企画官、荒木政策課調査官

それでは、第２部を始める。

「令和２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。

（河嶋秘書課人事企画官）

令和２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。
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組織については、いずれも仮称であるが、昨年の臨時国会で成立した新法に基づき、本

年４月１日付けで農林水産物・食品輸出本部が設置されることに伴い、その事務局として、

同日付けで食料産業局に輸出先国規制対策課を、和牛遺伝資源の流通管理の適正化や保護

の強化を図るため、10月１日付けで生産局畜産部畜産振興課に家畜遺伝資源管理保護室を、

政府が輸入・販売等を行う米麦におけるリスク管理を強化するため、同じく10月１日付け

で政策統括官付貿易業務課に米麦品質保証室を設置することとしている。

定員増については、期限付き29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109人、林業の成長産業化に向けた体制の強化に29人、水産業の成

長産業化に向けた体制の強化に22人、その他として21人の計181人の増員が措置されたと

ころである。

定員減については、令和２年度分の定員合理化数401人のほか、府省間振替35人、業務

改革による減33人、アタッシェ２人、アタッシェ合理化減１人、時限到来に伴う減１人の

計473人となったところである。

（岡本書記長）

新たな定員合理化計画期間の初年度の組織・定員要求について、今ほど説明があったが、

新規増員については、昨年の３割強に比べると４割強となり査定率としては上昇したもの

の、省庁全体の年度末定員が、３年連続で前年度末定員を上回り、結果として定員増とな

っている中、農林水産省においては、300人を下回ったものの定員純減という厳しい状況は

継続している。

政府の緊急重点分野であるＣＩＱ及び海上保安の体制や災害対応などは、大幅な増員が

図られる中、農林水産省における動植物検疫の体制強化や外国漁船の取締体制強化、防災

・減災対応については、純増となっているものの、連年にわたる定員削減により各職場で

増加する業務に対して、慢性的な超過勤務による業務対応など、人員不足が最大の課題と

なっている中、新規増員要求の満額確保を求めてきたことからすれば、結果として不十分

なものと言わざるを得ない。

私からは、総論について大きく２点について伺った後に、具体の内容について、担当よ

り何点か伺う。

まずは、新規増員要求についてである。

厳しい定員事情が続く中で、新たな定員合理化計画の初年度となる2020年度の新規増員

確保が極めて重要であるとの認識のもと、様々な機会を通じて満額確保を求めてきたとこ

ろであるが、新規増員181人は、昨年に比べ障害者雇用28人を除けば13人増加しているも

のの、他省庁と比べれば厳しい査定結果となっており、現合理化計画期間の流れと変わっ

ていないと言わざるを得ない。
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農林水産省として新規増員確保に向けて、この間、どのように努力してきたのか。

また、今回決定された定員の中で、農林水産業改革や国土強靱化への対応、水際対策や

漁業取締りの強化、輸出促進等の重要施策を積極的に進められるのか。

次に、定員削減の割当てについてである。

地域の農政推進に支障を生じさせないため、2020年度からの定員削減に当たっては、地

方農政局等に偏重した削減の割当てを見直すよう強く求めてきたところであるが、地方農

政局等においては、全体の純減数292人を上回る347人が割り当てられており、従前と全く

変わっていないことは大いに不満である。

新たな定員合理化計画期間中に退職者の増加が見込まれるなかで、同様の削減の割当て

が進められれば、県域・地域拠点の存続自体が懸念される。円滑な農政の推進と国民への

行政サービスを低下させないための県域・地域拠点をどのように確立するのか。

（森秘書課長）

令和２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、過去数年間では最高の181人の増員を確保できたところである。

特に、現場の行政ニーズにきめ細かく対応できるよう地方組織の定員の確保に努め、輸

出拡大、水際検疫、災害復旧対応及び漁業取締りに対応するための定員として126人の増

員を確保したところであり、昨年の94人のところ32人大幅に増加することができたところ

である。この結果、農林水産業改革の推進も含め、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。

次に、地方農政局等の組織体制については、平成27年10月に組織再編を実施し、県域・

地域拠点に地方参事官を配置して、現場と農政を結ぶコンサルタント機能の充実を図った

ところである。

今後も、国民の行政ニーズを的確に把握した上で、円滑に地方農政を推進しつつ、質の

高い行政サービスを提供できるよう、退職者の増加が見込まれる中で地方農政局等の本局

・本所及び県域・地域拠点の職員の年齢構成を踏まえつつ、新たな行政ニーズに積極的に

対応するなど業務内容を抜本的に見直し、時代に即した業務体系にするとともに、安定的

に職務が継承される年齢構成の組織となる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））

「組織・定員」についてである。

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１、以下同

様）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、食料産業局に設置する輸出先国規制対策課（仮称）について、概算要求時の海外
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輸入規制対策課（仮称）から名称を変更したのはなぜか。想定していた所掌業務に変更が

あったのか。

さらに、本省の改組に伴う地方組織の改組はどうなるのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

配布資料の①の農林水産物・食品の更なる輸出拡大関連については、本省10人、地方13

人である。

②の和牛遺伝資源の流通管理の適正化及び優良な植物品種の海外流通防止関連について

は、本省５人、地方７人である。

③のＣＳＦ、ＡＳＦ等の家畜伝染病や病害虫に対する国内防疫及び水際検疫関連につい

ては、本省６人、地方39人である。

④の農地・農業施設に係る豪雨等による自然災害に対する防災・減災及び国土強靭化関

連については、地方25人である。

輸出先国規制対策課（仮称）の名称については、輸出先の相手国の規制に対する対策に

関する業務を行うことが名称から明らかとなるようにする観点から、査定段階で輸出先国

規制対策課に変更したものであり、課の所掌事務には何ら変更はない。

また、地方農政局においても輸出拡大に向けた体制強化を図るため、現在の地域食品課

と地域連携課を再編し、新たに、地域食品・連携課と輸出支援課を設置することとしてい

る。

（黒川林野庁林政課長）

樹木採取権制度の適切な運用のための体制の強化については、本庁に２人、森林管理局

・署に７人配置することとしている。

また、大規模山地災害に対する防災・減災及び国土強靭化のための体制の強化について

は、本庁に３人、森林管理局・署に12人配置することとしている。

（永濱水産庁漁政課課長補佐）

悪質・巧妙化する外国漁船に対する漁業取締体制を強化するため、2,000t級の新たな大

型取締船１隻の海事職13人、漁業調整事務所の取締強化として、漁業監督指導官等８人が

認められたところである。

また、水産改革に伴う新たな資源管理システムの導入・実施の一環として、漁業法改正

による罰則強化の効果を発揮し、沿岸密漁対策等の強化を図る必要があることから、水産

庁資源管理部管理調整課に特定水産動植物対策官１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））

政府が輸入・販売等を行う米麦におけるリスク管理を強化するため、政策統括官付貿易
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業務課に米麦品質保証室（仮称）を本年10月１日に設置するとしているが、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。

（小林政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

米麦品質保証室（仮称）は、現行の米流通調整官のポストを室長に変更するのみであり、

その他ポストの新設・増員はなく、室員は現行の政府米麦品質保証チーム、米穀業務班、

契約第１班により構成することとしており、現在は米流通調整官を含め合計19名配置して

いるところである。

また、米麦品質保証室（仮称）は上記チーム等の業務を継承することから、地方農政局

・北海道農政事務所においては、これまでどおり業務管理課が担うこととなる。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

飲食料品製造業等における特定技能外国人材の確保及び適正な受入れを図るための体制

強化について、本省・地方組織への配置数を示すこと。

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。

（坂食料産業局総務課長）

飲食料品製造業分野及び外食業分野における特定技能外国人材の確保及び適正な受入れ

に係る体制強化を図るため、本省食料産業局食品製造課に課長補佐（雇用･労働担当）１

名を増員することとしている。

また、地方農政局においては食品企業課が、北海道農政事務所においては事業支援課が、

引き続き担当することとしている。

（永濱水産庁漁政課課長補佐）

飲食料品製造業分野及び外食業分野においては、外国人材の受入れ数増加に伴い、人手

不足状況の把握、大都市圏への集中防止対策の検討・実施、優良事例の収集・周知などの

業務が新たに必要となり、所要の体制整備を図る必要があることから、水産庁漁政部加工

流通課に水産加工雇用・労働専門官１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））

最先端技術の生産現場への実装の推進やデータ連携基盤の適正な運用によるスマート農

林水産業の実現を図るための体制強化について、本省・地方組織への配置数を示すこと。

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。
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（中澤農林水産技術会議事務局研究調整課長)

最先端技術の生産現場への実装の推進やデータ連携基盤の適正な運用によるスマート農

林水産業の実現を図るため、本年10月１日付けで、技術会議事務局研究推進課に課長補佐

１名を、地方農政局の生産部生産技術環境課に課長補佐３名を、農村振興局整備部設計課

に係長１名、国営土地改良事業所等に専門官５名を、林野庁森林整備部研究指導課に技術

革新企画官１名の定員を確保したところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「新規増員」についてである。

内閣人事局公表の「令和２年度機構・定員の審査結果」では時限増員を除いた新規増員

が154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。

（森秘書課長）

期限付きの増員９人、高齢職員の活躍の場の拡大のための増員が18人となっている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

新規増員154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９人の内訳はどうなっているのか。

（森秘書課長）

新規増員154人の内訳は、本省庁が53人、植物防疫所が23人、動物検疫所が15人、地方

農政局本局が38人、事業所が10人、森林管理局が11人、漁業調整事務所が４人である。

また、期限付きの増員９人の内訳については、本省庁が２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））

時限増員９人の時限年次はどうなっているのか。

また、令和元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。

（森秘書課長）

期限付きの増員９人の期限ごとの内訳は、令和４年度末までが１人、令和６年度末まで

が８人である。

また、今年度末で期限となる定員１人について延長要求したが、延長は認められなかっ

たところである。
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

国家公務員の高齢職員の活躍の場の拡大のための定員18人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。

なぜ、ワークライフバランスの推進のための定員を確保しなかったのか。

（森秘書課長）

高齢職員の活躍の場の拡大のための定員は、全てフルタイム再任用職員のための定員で

あり、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、動物検疫所１人、地方

農政局５人、事業所２人、森林管理局６人、漁業調整事務所４人が増員されたものである。

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、

査定段階において、査定当局の判断により措置されたものであり、令和２年度に関しては、

高齢職員の占める割合が大きいという当省の年齢構成を踏まえつつ、要求内容を精査の上、

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。

定員合理化として府省間再配置等を含む473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。

また、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473人の内訳については、本省庁等19人、植物防疫所７人、動物検

疫所６人、事業所を除く地方農政局の本局72人、県域拠点296人、北海道農政事務所の本

所５人、地域拠点15人、事業所10人、森林管理局43人であり、それぞれに対する配分に当

たっては、業務の状況等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。

なお、本省庁等の「等」は、漁業調整事務所１人である。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

その他減72人について、府省間再配置が昨年の19人に対し35人と大幅に増加しているが、

どのような理由なのか。35人の内訳を示すこと。
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（河嶋秘書課人事企画官）

厳しい査定環境の下で査定当局から、当省と親和性のある業務を行っている他府省に対

して定員を振り替えるよう強く求められたことによるものであり、内訳は、カジノ管理委

員会２人、内閣府４人、消費者庁４人、総務省５人、法務省２人、文化庁10人、経済産業

省４人、環境省４人、アタッシェ２人のほか、アタッシェ合理化減１人、時限到来に伴う

減１人となっている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

新たな業務改革による減33人とは、どのような理由なのか。33人の内訳を示すこと。

また、業務改革による削減は農林水産省だけが求められているのか。定員合理化計画以

上の削減を個別に求められることは制度的に問題があるのではないか。来年度以降も新た

な個別定削として定着して求められるのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

地方農政局等の県域・地域拠点の消費・安全チームにおいて、業務内容や職員の年齢構

成等を踏まえ業務改革に一層取り組み、33人の減を行ったものである。

本取組は、新しい行政ニーズに積極的に対応するため、地方農政局等の業務内容や職員

の年齢構成等を踏まえて当省が独自に実施したものであり、今後も、地方農政局等の県域

・地域拠点の業務については、業務内容や職員の年齢構成等を踏まえ、当面、継続的に業

務改革に取り組む必要があると考え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））

「業務改革による再配置数（自律的再配置）」の活用は、どのようになっているのか。

290人の再配置の考え方と内訳を示すこと。

（河嶋秘書課人事企画官）

共済事務の効率化で８人、食品表示監視業務の重点化で238人、輸出施設認定事務の一

元化で８人、輸出証明事務の効率化で４人、国有林野事業に関する事務の効率化で32人と

なっている。

（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2020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。
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（森秘書課長）

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））

「定年退職者の再任用」についてである。

定員の確定を踏まえ、再任用職員への条件提示となるが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。

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。

（森秘書課長）

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令和２年度定数については、令和元年度から142増の1,632と

なり、必要数が認められたほか、週31時間勤務に必要な予算を確保したところである。

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。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

短時間再任用の週31時間については、私たちの要求を踏まえ改善が図られたと受け止め

るが、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。

したがって、省庁間、省内職域間において、定員事情を理由に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求める。

次に、「統計関係」についてである。

統計委員会による「公的統計の総合的品質管理を目指して」では、各府省に対し、調査

実施基盤の整備のための体制を質と量の両面から確保する必要があるとして、職員の育成

が要請されているが、この政府統計全体の見直しを踏まえた具体的対応はどのように考え

ているのか。また、今後の専門調査員制度のあり方、専門調査員数について、どのような

影響があるのか。

（松村統計部管理課長)

今般の政府統計における不適切事案を受けて、農林水産省では、令和２年度から大臣官
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房統計部管理課に「統計品質向上室」を設置し、本省各課室の調査設計、地方農政局等県

域・地域拠点の実査、地方農政局本局の取りまとめ・審査、最終的な本省の調査結果公表

に至るまでの統計作成過程を点検・指導し、以後の調査計画を改善するＰＤＣＡサイクル

が確実に回るような仕組みを構築することとしてる。

この取組においては、統計品質向上室の職員が行う本省各課室及び地方農政局等の統計

職員に対する点検・指導を通じて統計人材の育成を行っていきたいと考えている。

更には、農林水産省が実施している農林水産統計専門職員中央研修及び地方研修の内容

充実や総務省が実施する各種研修の更なる活用も行っていきたいと考えている。

なお、専門調査員制度のあり方や専門調査員数については、直接的には影響を与えるこ

とは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））

「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。

（森秘書課長）

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57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

最大限努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。

また、他省庁等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））

「業務の抜本的見直しに係る取組」についてである。

内閣人事局は、「経済財政運営と改革の基本方針2019」を踏まえ、全ての府省において

既存業務の縮小・廃止、効率化をはじめとする業務の抜本的見直しに各府省が取り組むよ

う要請しているが、農林水産省としてどのように対応するのか。

（荒木政策課調査官）

農林水産省では、内閣官房に設置された「業務の抜本見直し推進チーム」が主導する取

組と歩調を合わせて省内業務の抜本見直しを着実に実施するため、本年１月８日に事務次

官をチーム長とする「農林水産省業務の抜本見直し推進チーム」が設置されたところであ

る。

農林漁業者の高齢化・減少等が進む中で、担い手が経営に集中できる環境を整備すると
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ともに、その実現に向けて農林水産省の職員が政策の企画立案に注力できる環境を整える

ため、同チームの下で、デジタル技術も積極的に活用した省内業務の抜本的な見直しの取

組を開始したところであり、本年４月に取りまとめを行う予定としている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「地方農政局・北海道農政事務所・県域・地域拠点」についてである。

北海道農政事務所は多くの欠員を抱える中で、新規増員３人に対し21人の削減と更なる

減員となる。経営所得安定対策や農商工連携、生産振興等に係る業務については、地方農

政局では生産部及び経営事業支援部の二部体制で担っているが、北海道農政事務所では一

部体制で生産経営産業部が担っており、地方農政局とは異なる組織体制、少ない配置人員

で対応している。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。

（森秘書課長）

北海道農政事務所は、これまでも多くの欠員を抱える中で、再任用職員も含めた業務計

画により対応してきたと理解している。令和２年度においては、新規採用、選考採用及び

地域拠点へのフルタイム再任用職員などの配置により、引き続き各業務が円滑に実施でき

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））

地方農政局及び北海道農政事務所から８人が本省等へ振替減となっているが、具体的な

中身は何か。

（河嶋秘書課人事企画官）

農林水産省共済組合の支部を廃止し、本部への事務の集約化・一元化を段階的に実施し

ているところであり、組合員証の発行事務の一元化及び人間ドックに関する事務のアウト

ソーシング化に伴う振替である。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

地方農政局等所在地以外の県域・地域拠点においては、退職者数に見合った新規採用者

や若手職員が、長年にわたり配置されていないため、組合員の将来不安は、限界に達して

いる。地方における安定的な業務運営や技術の継承には、新規採用や若手職員を配置し組

織の活性化を図り盤石な組織を確立することが必要である。

昨年９月の労使間意見交換会において、「円滑な業務遂行に支障を生じさせないよう、

業務の安定的な継承に向けた配置に努める」との見解が示されたところであるが、2020年

度における具体の配置計画はどのようになっているのか。
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（森秘書課長）

地方農政局等の維持・活性化を図るため、設置法改正時の附帯決議を踏まえ、中長期的

な視点に立って、新規採用を含む若手職員が業務を継承し、地域における農林水産行政を

習得できるよう、令和２年度は、更に計画的な人材配置と育成に取り組んでまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

大幅な定員削減が割り当てられる地方農政局等については、この間示されてきた業務見

直し・効率化策は現場からは実効性が伴っていないとの厳しい指摘がされていることか

ら、実効ある業務見直し・効率化策を示すこと。

一方、農林水産業改革が進められるなかで現場と農政を結ぶ機能を担う地方参事官室業

務の重要性は高まっている。９月の労使間意見交換会では、「来年度においても同様の規

模を踏襲する」との見解が示されていたがどのような結果となったのか。また、農林水産

業改革の具体化を踏まえた今後の地方参事官室業務の拡充と重点化の方策や人材育成及び

人員配置についてどのように考えているのか。

（石神地方課管理官）

来年度の業務見直し・効率化策等については、整理次第提示する。

また、農政改革の着実な推進に向けて、地方参事官室が担う「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る。このため、来年度も地方参事官室におい

ては同規模の定員を踏襲する。

さらに、地方参事官室職員が農政全般の知見・情報を踏まえつつ、地域活性化に向けた

取組を実践できるよう、地方課としては、引き続き施策情報の提供や優良な取組の横展開

を進める。加えて、今後は、ＴＶ会議システムの県域・地域拠点への接続を可能にするな

どの環境整備を行い、本省・地方農政局本局から県域・地域拠点への施策説明や農政局内

の情報共有等を促すことで地方参事官室職員の人材育成を図ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

2020年度の人事異動に当たっては、国営土地改良事業所等も含め、組合員の理解と納得

の下に進めること。

（森秘書課長）

令和２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。
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（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、32人の要求に対し12人にとどまっている。

大幅な予算の増額が続く中、欠員解消がされず人員不足が最大の課題となっているが、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遂行に支障を生

じさせず、組合員の雇用・労働条件を確保するための具体策を示すこと。

（吉田農村振興局総務課長）

令和２年度については、農地・農業用施設に係る豪雨等による自然災害に対する防災・

減災及び国土強靭化などに対応するため、12人の新規増員が認められたところである。

一方で、削減数については、業務の実施状況や実施体制等を踏まえ10人としたところで

あり、全体の定員としては２人増となったところである。

また、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

務の外注化を行うなど、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））

来年度に設置される４事業所、６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、2020年度に廃止される４事業所、１建設所、６支所の廃止時期は2020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。

（吉田農村振興局総務課長）

令和２年度に新設する４事業所、６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４事業所、１建設所、６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。
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

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。

（吉田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行うなど、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。

（吉田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

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。また、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））

来年度の地方農政局や国営土地改良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。

さらに、技術を習得した若手あるいは中堅職員の退職が続いているとの報告があるが、

今後の人材確保をどのように考えているのか。

（吉田農村振興局総務課長）

国営土地改良事業所については、新たな行政ニーズに対応するために必要な定員の確保

に努めるとともに、引き続き新規採用者及び再任用職員の拡大を図るなど、円滑な業務の
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遂行に支障を生じないよう人員配置に努めてまいりたい。

具体的には、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たい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

全国で頻発・激甚化する自然災害からの復旧対応のために、市町村等への技術支援派遣

が行われているが、当該派遣業務に必要な定員は確保されているのか。

（吉田農村振興局総務課長）

全国で頻発・激甚化する自然災害に対して、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、ＭＡＦＦ-ＳＡＴ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、令和元年10月に農村振興局整備部防災課に防災・減災対策室を設置するとともに、

令和２年度組織・定員において、各地方農政局農村振興部防災課に災害発生時の初動対応

等を担当する防災・減災対策官７名の定員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））

「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23人となるが、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。

（今村消費・安全局総務課人事企画官）

植物防疫所においては、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、

横浜植物防疫所成田支所及び羽田空港支所、神戸植物防疫所関西空港支所に各５人、横浜

植物防疫所業務部及び東京支所に各２人、名古屋植物防疫所静岡空港出張所及び小松空港

出張所、神戸植物防疫所広島支所及び水島出張所に各１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））

輸出入検疫体制の強化、ＬＣＣや外国クルーズ船、地方空港での新規就航・増便など訪

日外国人旅行者の急増に伴う検疫業務が急増している中で、定員枠があっても実員が配置

されず人員不足が最大の課題となっている。
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特に、今年は東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い国際線の大幅な増便や新

規就航が発表されており、業務量は確実に増加することが想定されるが、的確な植物検疫

業務を実施するためどのような体制を整えるのか。

（今村消費・安全局総務課人事企画官）

人員が限られている中で、その配置については、各所の業務執行体制、業務量等を勘案

して対応しているところである。今後の人員配置についても、業務執行体制、業務量等を

十分精査した上で、適切に対応するとともに、極めて厳しい採用事情の中、既卒者の採用

など最大限の努力を行ってまいりたい。

また、引き続き各所の業務量を勘案しながら人員を調整し、応援体制を維持できるよう

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））

羽田空港支所について、昨年の労使間意見交換会では2019年10月１日から15人の新規増

員が認められたとの見解が示されたところであるが、現在の配置状況はどのようになって

いるのか。

（今村消費・安全局総務課人事企画官）

羽田空港支所について、新たに認められた羽田空港支所第２旅客ターミナルビルの旅客

担当15人については、昨年10月１日に配置したところである。なお、第２旅客ターミナル

ビルの国際線対応旅客施設は、現在、新設・整備中のため、当該職員は従来からの国際線

ターミナルビルで業務を行っているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

2020年度の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。

（今村消費・安全局総務課人事企画官）

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））

動物検疫所においては、定員削減６人に対し新規増員16人となるが、海外でのＡＳＦ（ア

フリカ豚コレラ）の発生など輸出入検疫体制の強化、ＬＣＣや外国クルーズ船、地方空港

での新規就航・増便など訪日外国人旅行者の急増等に伴う検疫業務が急増している中で定

員枠があっても実員が配置されず人員不足が最大の課題となっている。
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特に、今年は東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い国際線の大幅な増便や新

規就航が発表されており、業務量は確実に増加することが想定されるが、的確な動物検疫

業務の実施に必要な人員が確保されているのか。

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。

（今村消費・安全局総務課人事企画官）

動物検疫所においては、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、

成田支所、中部空港支所に各５人、沖縄支所に２人、北海道・東北支所、羽田空港支所、

神戸支所に各１人の新規増員が認められたほか、高齢者活躍のための定員として横浜本所

に１人の新規増員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

を行ったところである。

人員の配置については、各所の業務執行体制、業務量等を勘案して対応しているところ

である。今後の人員配置についても、これらを十分精査した上で適切に対応するとともに、

極めて厳しい採用事情の中、既卒者の採用など最大限の努力を行っているところである。

また、東京オリンピック・パラリンピックへの対応についても、各所の業務量を勘案し

ながら人員を調整し、応援体制を構築してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

羽田空港支所について、昨年の労使間意見交換会では2019年10月１日から16人の新規増

員が認められたとの見解が示されたところであるが、現在の配置状況はどのようになって

いるのか。

（今村消費・安全局総務課人事企画官）

羽田空港支所については、新たに国際線ターミナルが開設されることから、新規増員が

認められ、昨年10月１日に11人を配置したところである。なお、当該職員は現在、従来か

らの国際線ターミナルビルで業務を行っているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

動植物探知犬の増頭に伴いハンドラー業務以外にも相当量の業務増加が見込まれる。そ

れらに対応し得る十分な人員配置となっているのか。動植物探知犬の増頭に伴う人員配置

について示すこと。

（今村消費・安全局総務課人事企画官）

動植物検疫探知犬の増頭については、民間委託での対応を予定しているところであり、
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増頭に伴う業務量の増加については、各所の業務量を勘案して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））

2020年度の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。

（今村消費・安全局総務課人事企画官）

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、定員削減１人に対

し、新規増員は８人となったところだが、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。

（永濱水産庁漁政課課長補佐）

漁業調整事務所に係る定員合理化については、定員事情、業務量を勘案した上で、１人

の削減を行うこととしている。

一方、増員については、外国漁船による違法操業が特に活発化している海域における取

締りの強化を図るため、北海道、新潟、境港及び九州の各漁業調整事務所に漁業監督指導

官及び漁業監督専門職の各１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））

漁業取締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、実現可能な人員配置となるのか。

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。

さらに、乗組員が不測の事態に安心して下船することができるよう、十分な船舶予備員

が確保できたのか。

（永濱水産庁漁政課課長補佐）

漁業取締体制を強化するとともに漁業取締時の安全を確保するため、漁業監督指導官の

３人乗船体制を目指し、要求したところ、８人の増員が認められたところであり、引き続

き複数乗船体制の整備に努めてまいりたい。

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。

また、船舶予備員については、現在、新造船や船舶の安全運航、業務量に見合った定員

の確保を最優先に対応しているため、船舶予備員を十分に確保することが厳しい状況にあ
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るが、今後の増隻等の状況を踏まえつつ、増員要求についても引き続き検討してまいりた

い。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

外国漁船の違法操業への取締体制等を強化するため、海事職13人の増員も認められたと

ころであるが、若年層の離職が続いている中、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。

（永濱水産庁漁政課課長補佐）

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

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、訪問し、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、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））

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。

（永濱水産庁漁政課課長補佐）

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））

「級別定数改定要求」についてである。

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、地方農政局の組織再編により管区機関に位置付けられることとなった県域拠点や

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。

なお、この間も行政職（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。これらの処遇改善が図られる級別定数改定

が実現するよう、引き続き最大限の対応を要請する。

（森秘書課長）

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。
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なお、地方農政局、北海道農政事務所についても、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、級別定数の確保に向けて引き続き努力

してまいりたい。

昇格基準の緩和については、行政職（二）、医療職（三）及び海事職に係る運用基準の

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。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長（非現業担当））

「人事異動」についてである。

現在４月期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とともに、

転居を伴う人事異動に当たっては、引越業者が確保できなかったり、引越料金高騰による

自己負担が大幅に増加していることから、赴任期間の弾力的運用はもとより、農林水産省

として、内示の早期化や人事異動、引越の分散化に取り組むよう要請する。

（森秘書課長）

転居を伴う人事異動については、昨年４月期の人事異動において、公務上の必要又は天

災その他やむを得ない事情により赴任期間を延長すべき旨の申出があった場合は、新在勤

官署の勤務管理者は、必要やむを得ない限度において、その期間を延長できるとしており、

今後とも事情を考慮しながら対応してまいりたい。

（岡本書記長）

今回の労使間意見交換会は、新たな定員合理化計画期間の初年度となる大変重要な節目

での開催となったが、若手職員等の計画的な人材配置やフルタイム再任用の配置などの地

方農政局等県域・地域拠点の維持・活性化に資する前向きな見解が示されたものと受け止

める。

その中で、秘書課長より、今後の地方農政局等のあり方について言及があったところで

あるが、組合員の雇用・労働条件にも影響する事項であることから、我々労働組合との十

分な論議の上、対応するよう求めておく。

また、2020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

巡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。

（森秘書課長）

本日は、「令和２年度農林水産予算概算決定」と「令和２年度組織・定員」について意見
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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

んでい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、地方農政局等の維持・活性化への対応については、新たな行政ニーズに積極的に

対応する観点から、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、令和元年度第２回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


