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令和元年度第 1回労使間意見交換会 

議 事 要 旨 

 

１ 日 時：令和元年9月 18日(水) 15:29～17:09(100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          松 尾 浩 則  大臣官房地方課長 

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 濵   享  水産庁漁政課課長補佐（総括班担当） 

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  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1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。 

 

（森秘書課長） 

  本日は、「令和２年度農林水産予算概算要求の概要」と「令和２年度組織・定員要求」を議題と

して労使間意見交換会を開催する。 
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  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。 

  本日の配付資料は、第１部資料として「令和２年度農林水産予算概算要求の概要」、第２部資料

として「令和２年度組織・定員要求について」である。 

 

  これらの資料については、議事要旨とともに農林水産省ホームページと職員掲示板に掲載するの

で、予め承知願いたい。 

    

  それでは、まず、「令和２年度農林水産予算概算要求の概要」について、意見交換を始める。 

  まず、第１部の出席者を紹介する。 

  当局側として、森秘書課長、宮浦予算課長、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、永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当）、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。 

   

  それでは、「令和２年度農林水産予算概算要求の概要」について、宮浦予算課長から説明させて

いただく。 

 

（宮浦予算課長） 

令和２年度農林水産予算概算要求について説明する。 

白本の２頁、「令和２年度農林水産予算概算要求の骨子」を御覧いただきたい。 

農林水産関係予算の概算要求の総額は対前年度比 118.2％の２兆7,307億円としており、予算総

額のうち、 

①  公共事業費は対前年度比 121.1％の 8,436億円、 

② 非公共事業費は対前年度比 116.9％の1兆8,871億円 

としている。 

 

 ３頁は、公共事業費の一覧である。 

農業農村整備は対前年度比 122.0％の 3,978億円とし、多発する山地災害への予防や林政改革の
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着実な実行を進めるために重要な「林野公共」も、水産改革の着実な実行の年となる「水産公共」

も、対前年度比 122.0％で要求している。 

 

続いて、概算要求のポイントを説明する。４頁を御覧いただきたい。 

令和２年度概算要求については、「農林水産業・地域の活力創造プラン」等に基づく改革を着実

に実行するための予算として、８つの柱立てに沿って要求している。 

 

「１ 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」については、 

農林水産物・食品の輸出額が平成 30年に 9,068億円まで伸びてきているが、令和元年に１兆円

を達成するとともに、ポスト１兆円目標に向けて、現在、輸出促進の司令塔組織の創設等を内容と

する法案の準備を進めているところであり、令和２年度概算要求でも、この司令塔組織を中心とし

た輸出力の更なる強化に必要な予算を要求している。 

 

５頁の「２「スマート農業」の実現と強い農業のための基盤づくり」については、 

「スマート農業」の社会実装の加速化に向けて、最先端技術の現場への導入・実証に加えて、

営農技術体系を構築するための戦略づくり等を行うため必要な予算を要求している。 

また、併せて土地改良事業による基盤整備や生産現場の施設整備のほか、品目ごとの特性に応

じた産地振興についても必要な予算を要求している。 

 

６頁の「３ 担い手への農地集積・集約化等による構造改革の推進」については、 

①  農地中間管理事業の５年後見直しを踏まえ、人・農地プランの実質化や農地中間管理機構

の事業運営等を支援し、農地の集積・集約化を進めるとともに 

②  就農準備・経営開始に要する資金の交付や、農業法人等での実践研修等に必要な予算を要

求している。 

 

「４ 水田フル活用と経営所得安定対策の着実な実施」については、   

① 米政策改革の定着に向けて、戦略作物の本作化等を進める水田活用の直接支払交付金に必要 

な額を要求するとともに、 

② 生産現場で高収益作物の導入・定着が進むよう、国、地方公共団体等の関係部局が連携し、

基盤整備や技術・機械施設の導入等を一体的に進める取組のための予算を要求している。 

 

「５ 食の安全・消費者の信頼確保」については、 

家畜伝染性疾病、重要病害虫の発生が相次ぐ中、豚コレラ等の家畜伝染性疾病やツマジロクサヨ

トウ等の重要病害虫の侵入防止、発生予防、まん延防止に必要な額を要求している。 
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７頁の「６ 農山漁村の活性化」については、 

①  地域施策の重要な柱である、日本型直接支払に必要な額を要求するとともに、 

②  農山漁村における雇用促進、所得向上を進めるため、中山間地農業ルネッサンス事業や、

農泊、農福連携、鳥獣被害の防止とジビエへの利活用の推進のための予算を要求している。 

 

「７ 林業の成長産業化と「林業イノベーション」の推進」については、 

① 新たな森林管理システムの下での「川上」の生産性向上と、「川下」の需要拡大を図る林業

成長産業化総合対策を要求するとともに、 

② 森林整備事業や治山事業といった公共事業により、間伐や路網整備、再造林、荒廃産地の復

旧・予防対策や流木対策等を進めていきたい。 

 

８頁の「８ 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」については、 

① 新たな資源管理システムの実施のため、資源調査・評価の充実や漁業経営安定対策の強化を

要求するとともに、 

② 資源管理と両立した漁業の成長産業化に向け、漁船漁業の構造改革や沿岸漁業の競争力強化

を要求している。 

③ また、「スマート水産業の推進」、公共事業としての水産基盤整備事業、漁業取締体制の強化

等に必要な予算を要求している。 

 

なお、「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」や「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」

を踏まえた農林水産関係経費については、予算編成過程で検討することとしている。 

 

以上が、令和２年度概算要求に係る説明である。 

 

（岡本書記長） 

９月５日に財務省が公表した 2020年度一般会計概算要求・要望額では、各省庁の総額が 104兆

9,998億円となり、６年連続で100兆円を超え、過去最大となっている。 

 今ほど説明があったが、今回の農林水産省の要求は、昨年度当初比で４倍増の輸出促進関連、そ

して 10倍増のスマート農業の社会実装の加速化や担い手への農地集積・集約化等による構造改革

の推進、防災・減災対策などの国土強靭化、豚コレラなど家畜伝染病と重要病害虫対策のための消

費・安全対策、農福連携をはじめとした農山漁村の活性化対策など重要課題に対応するとともに、

食の安定生産、安定供給に資する持続可能な農林水産行政を着実に推進するために必要な予算要

求・要望と受け止めている。 

 また、働きやすい職場環境の整備や各所管法人の事務・事業と組合員の雇用・労働条件の確保に

必要な予算となる。 
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 私からは以上を申し上げ、今回の概算要求の内容について、それぞれ担当より何点か伺う。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

まずは、「総論」についてである。 

「令和２年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針」において、義務的経費を削減した場合

には、同額を裁量的経費で要求可能としており、次年度予算要求額が大幅に増額（対前年度比

118.2％）となっている一方で、超過勤務は増加しており、人件費予算の不足が懸念される。超過

勤務手当や旅費、庁費などを含む業務遂行に必要な予算要求となっているのか。 

また、北海道農政事務所の超過勤務手当単価の改善を要求しているのか。 

さらに、フルタイムを含む再任用に必要な人件費予算を要求しているのか。                   

      

（宮浦予算課長） 

超過勤務手当予算や旅費等については、業務全般の超過勤務の実態等を踏まえ、必要な予算を要

求したところである。 

また、北海道農政事務所の超過勤務手当については増額要求を行ったほか、フルタイムを含む再

任用に必要な人件費予算についても必要な額を要求したところである。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

令和２年度予算概算要求では、引き続き成長戦略にかかわる「新しい日本のための優先課題推進

枠」が設定されているが、農林水産省における具体的な要望額の内訳はどのようになっているのか。  

                     

（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、総額 5,010億円を要求している。その内訳

としては、 

① 「農林水産業の輸出力強化」に向けた輸出先国の規制対応にスピード感を持って取り組むた

めの環境整備や戦略的なマーケティング活動の強化や、 

② 今後の農政の基軸となる「スマート農業」の社会実装の加速化に向けた取組の総合的な支援 

③ 新たな森林管理システムの下で、森林の経営管理を担う意欲と能力のある林業経営者の育成

や、経営の集積・集約化を進める地域に対しての重点的な支援 

④ 水産改革の実行による適切な資源管理のための資源調査・評価の充実や漁業経営安定対策の

強化 

などとなっている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

「令和２年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針」では、各府省における行政事業レビュ
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ーの結果を要求・要望に反映するとしているが、農林水産省においてはどのような事業が対象とな

ったのか。また、対象事業に係る今後の展開・推進に影響は生じないのか。 

    

（宮浦予算課長） 

本年６月に開催した行政事業レビューの公開プロセスにおいては、 

① 有害化学物質・微生物リスク管理等総合対策事業委託費、食料産業・６次産業化交付金、 

新しい園芸産地づくり支援事業、「知」の集積と活用の場によるイノベーション創出推進事業、 

治山事業（直轄）、離島漁業再生支援等交付金について「事業内容の一部改善」、 

② 農業共済再保険事業について「事業内容の抜本的な改善」 

という評価結果をいただいたところである。 

今後については、評価結果を真摯に受け止め、例えば、食料産業・６次産業化交付金について、

売り上げや利益のみならず雇用が増えていくという意義も踏まえた目標を設定する観点から、成果

指標に付加価値額に関する指標を追加する等、見直し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） 

「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、新たに輸出促進を担う司令塔組織を

農林水産省に創設し、輸出に必要な証明書の申請・交付のワンストップ化のためのシステムを構築

するなどとして 15億円を新規要求しているが、地方農政局等の出先機関における放射性物質検査

証明書等の発給業務の体制に変更はあるのか。 

また、海外の規制に関する相談窓口を一元的に対応できる体制を整備するとしているが、地方農

政局等の出先機関の業務に変更はあるのか。                                                                          

 

（坂食料産業局総務課長） 

現在、地方農政局等の出先機関において、放射性物質検査証明書等の発給業務を行っているが、

来年度からの証明書発給業務の内容及び体制について、現在関係省庁とともに検討しているところ

である。また、相談窓口についてはどのような体制で行うことが適切か、検討しているところであ

る。 

なお、地方農政局等の出先機関における業務内容に変更がある場合には、情報提供を行ってまい

りたい。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

輸出環境整備推進事業として 34億円の大幅な拡充要求をしているが、ＥＵ・ＨＡＣＣＰ認定施

設の指導・監視や食肉や水産物等の輸出施設のＨＡＣＣＰ等認定に必要な支援等に地方農政局等の

出先機関はどのように関わるのか。 
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また、輸出環境課題の解決に向けた支援として証明書発給・検査業務の体制を整備するとしてい

るが、どのように考えているのか。地方農政局等の出先機関の体制に変更はあるのか。さらにＦＡ

ＭＩＣによる検査機関の適合調査を要求しているがどのような内容なのか。                                         

 

（坂食料産業局総務課長） 

輸出施設のＨＡＣＣＰ等認定に関しては、来年度から食料産業局に新設される組織において、施

設認定に関する業務を新たに担うことになるが、それらの業務に関するサポートを地方農政局等の

出先機関が新たに行うことを検討しているところであり、本省の担当から具体的な業務の内容・手

順を示し、対応を依頼することを予定している。具体的な業務が決まり次第、情報提供を行う予定

である。 

また、来年度予算要求における証明書発給・検査業務の体制整備については、地方自治体や民間

の検査機関等の検査業務を支援することを想定している。   

ＦＡＭＩＣによる検査機関の適合調査については、輸出先国が定める輸入条件に適合している施

設の認定を行う民間の検査機関が、必要な基準を満たしているか等を調査するものである。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

グローバル産地形成を支援するとして事業内容、要求額ともに拡大しているが、地方農政局等の

出先機関の役割はどのようになるのか。 

また、植物防疫上の課題解決等に向けた取組を支援するとしているが、植物防疫所の役割はどの

ようになるのか。 

             

（坂食料産業局総務課長） 

グローバル産地づくり推進事業においては、本年度も取組を進めているGFP（農林水産物・食品

輸出プロジェクト）について、プロジェクトへの登録産地等の希望に応じて引き続き「輸出診断」

を行うことに加え、グローバル産地の形成のための計画策定等の支援を拡充して要求している。当

事業における地方農政局等の出先機関の役割に変更は生じない。 

また、植物防疫上の課題解決等に向けた取組への支援については、輸出に取り組もうとする生産

者等に対し、輸出先国が定める植物検疫条件等に対応した生産が可能となるよう民間団体等に委託

して技術的支援を行おうとするものであり、植物防疫所の業務内容についての変更は生じない。 

 

（村上調査交渉部長（独法担当）） 

植物品種等海外流出防止総合対策事業について、種苗に関する育成者権の侵害対策等に対応して

いる農研機構・種苗管理センターの役割はどのようになるのか。                     

 

（坂食料産業局総務課長） 
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本事業における育成者権の侵害対策は、海外における我が国の優良品種の流出や無断栽培等に対

応するため、海外における品種登録出願などの育成者権の取得に向けた取組や、当該国における育

成者権取得後の侵害対応に関する取組を自ら行う育成者に対して支援を行うこととしている。 

 このため、農研機構種苗管理センターにおいて行っている国内の育成者権侵害対策に係る相談の

受付や助言、侵害品の保管や侵害事実の確認等の業務に影響するものではない。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

 農業知的財産保護・活用支援事業として、新規に４億円を要求しているが、「知的財産相談窓口」

を設置する農業知的財産管理支援機関とはどのような機関なのか。                             

 

（坂食料産業局総務課長） 

海外で品種登録を行ったとしても、個々の育成者権者が当該国で侵害実態を把握し、権利侵害に

対して権利行使を行うことは困難であるため、現地で育成者権の管理を行い、侵害に対して適切な

対応が可能なパートナーを確保することが実効性のある侵害対策として有効と考えている。 

また、我が国の輸出戦略を推し進める上で、我が国からの輸出の支障とならないよう一元的に海

外における知的財産の管理や行使を行うことは、個々の育成者権者では判断が困難であると考えら

れるところ。 

このため、「農業知的財産管理支援機関」においては、専門的知見かつ全国的観点から、我が国

の優良な品種について育成者権者から海外における品種管理を受託し、海外パートナーの確保を通

して、一元的に海外等における育成者権の適切な行使を商標や特許等の活用の相談とあわせ行うこ

ととしている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

食品ロス削減・再生可能エネルギーの導入等の推進について、食品ロス削減総合対策事業や食品

産業・６次産業化交付金の拡充や「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」等に基づくプラ

スチック利用対策事業などを新規要求しているが、地方農政局等の役割はどのようになるのか。                                

 

（坂食料産業局総務課長） 

「食品ロス削減総合対策事業」と「プラスチック利用対策事業」については、新規・拡充要求と

なっているが、事業の執行・管理はいずれも本省にて実施することとしており、本事業により地方

農政局等に新たな役割を求めるものではない。 

また、「食品産業・６次産業化交付金」の拡充においては、畜産バイオマス地産地消の推進等の

新たなメニューを追加しているものの、都道府県を経由する交付金の枠組みやバイオマスの利活用

に係る政策の方向性に変更はなく、地方農政局等には従前どおりの役割をお願いしたい。 

いずれにせよ、新規・拡充する事業については、現場への浸透・理解を得るためにも、地方農政
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局等との情報共有に努めていきたい。 

 

（村上調査交渉部長（独法担当）） 

「「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。 

スマート農業総合推進対策事業について、スマート農業の社会実装の加速化のため、51 億円の

大幅な増額要求をしているスマート農業加速化実証プロジェクト等については、前年度２次補正予

算において、今年度から２年間の取組として予算措置されていたが、次年度要求する理由は何か。 

 

（中澤農林水産技術会議事務局研究調整課長） 

スマート農業加速化実証プロジェクトについては、現在、補正予算も活用し 69地区で実施して

いるところである。実証成果のモデルの横展開を図るためには、引き続き実証事業の実施が必要で

あると判断し、普及促進策も含めスマート農業総合推進対策事業として要求している。 

 

（村上調査交渉部長（独法担当）） 

農研機構が母体となって進めている農業データ連携基盤（ＷＡＧＲＩ）の活用推進に係る環境整

備について、具体的にどのようなことを行うのか。 

 さらに、農林水産研究推進事業について、所管国立研究開発法人の役割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） 

WAGRIについては、機能の充実・強化を図るため、農林水産省が保有・収集するデータの実装や

データ保護のためのセキュリティ対策を行うこととしている。 

農林水産研究推進事業については、前の事業（戦略的プロジェクト研究推進事業）と同様、国が

公募する中で、研究開発法人が本事業に応募するものであり、採択されれば、研究を実施すること

になる。 

 

（村上調査交渉部長（独法担当）） 

挑戦的農林水産研究開発事業について、農林水産分野にイノベーションを創出するため、農研機

構に基金を創設するとして、新規に 100億円を要求しているが、どの程度の期間で成果を創出する

ことになるのか。また、基金への申請や承認、研究の進捗状況の管理など、農研機構に相当な業務

量も想定されるが、人員の確保に必要な人件費予算はどのように措置するのか。農研機構の研究に

ついても本事業に重要な役割を果たすことが期待されるが、どのように考えているのか。 

 また、本事業に対して、技術会議事務局はどのように関わるのか。 

       

（中澤農林水産技術会議事務局研究調整課長） 

本事業は、20～30 年後の将来に研究成果が創出されるよう、困難だが実現すれば大きなインパ
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クトが期待される挑戦的な研究開発を実施するものである。 

農研機構の当該業務に係る人件費については、先行するムーンショット型研究開発事業（文科省、

経産省）を参考にして、必要な予算額を要求している。 

 また、本事業の実施にあっては、農研機構の研究能力が極めて重要と考えている。 

技術会議事務局は、予算所管部局として、農研機構への基金造成費の交付等の業務を行うことを

想定している。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

農業農村整備事業＜公共＞について、関係予算はどのような内容となっているのか。また、国営

土地改良事業所等の予算はどのようになっているのか。 

 

                                                  

（吉田農村振興局総務課長） 

令和２年度農業農村整備事業関係予算については、①担い手への農地集積・集約化を促す農地の

大区画化・汎用化による農業競争力強化、②農業水利施設の長寿命化や農村地域の防災・減災対策

による国土強靱化を引き続き重点的に実施することとしており、農業農村整備事業のほか非公共事

業合わせて全体で 5,388億円（対前年度比 122％）を要求したところである。 

また、国営土地改良事業に係る予算については、事業の着実な推進を図る観点から、1,850億円

（対前年度比 111％）を要求しているところである。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

農業農村整備事業費が昨年に引き続き大幅に増額要求されているが、必要な超過勤務予算の増額

を要求しているのか。 

また、実効ある超過勤務縮減が課題となっている中で、工事の発注・監督事務の発注や非常勤職

員の雇用など、業務の簡素・合理化に必要な予算要求をしているのか。 

                               

（吉田農村振興局総務課長） 

超過勤務手当については、国営事業所の業務実態等を踏まえ、業務遂行に必要な予算を要求して

いるところ。 

また、国営事業所における業務の合理化等を図るため、現場技術業務による工事の発注、監督事

務の支援や非常勤職員の雇用等に必要な予算額を要求しているところ。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

事業所等の新設に伴う宿舎等、必要な予算は要求しているのか。           
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（吉田農村振興局総務課長） 

事業所等の新設に伴う営繕宿舎費等の事務的経費については、国営土地改良事業の円滑な推進の

ために必要な予算額を要求しているところ。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

スマート農業に対応した基盤整備＜公共＞について、自動走行農機等の導入・利用に対応した農

地整備を行うとしているが、直轄事業については、どの事業所が該当するのか。 

                         

（吉田農村振興局総務課長） 

国営農地再編整備事業の新しい型として「次世代農業促進型」を要求しているところ。来年度以

降、この型の事業を実施することとなった場合に設置される農地整備事業所等が該当することにな

る。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

農業水路等長寿命化・防災減災事業について、ため池の保全・避難対策や機動的な防災減災対策

など増額要求しているが、国営土地改良事業所等の関わりはあるのか。 

                 

（吉田農村振興局総務課長） 

本事業は、地方からの要望を踏まえて、比較的小規模な水利施設の補修や、ため池のハザードマ

ップ作成等を行うものであり、都道府県や市町村が事業主体として進める補助事業であることか

ら、国営事業との直接的な関わりはない。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

農家負担金軽減支援対策事業について、土地改良事業等の農家負担金の無利子貸付等を行うこと

により、農家負担金の軽減を図り、農用地の利用集積等を促進するとしているが、集中豪雨被害等

が続発するなかで、大幅な減額となっているが、事業推進に支障は生じないのか。                                     

 

（吉田農村振興局総務課長） 

農家負担金軽減支援対策事業は国営事業費及び県営、団体営事業費の農家負担金軽減のため支援

を行っている。令和２年度概算要求ではこれら地区の必要額を計上している。 

なお、集中豪雨等により一定規模以上被災した農用地又は土地改良施設等の受益地に係る営農再

開までの負担金の償還利息に相当する額を３年度分を限度として助成する制度が当該農家負担金

軽減支援対策事業に含まれており、令和２年度概算要求においても当該制度に基づく支援に必要な

額を計上（内数）しているところ。 
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

強い農業・担い手づくり総合支援交付金について、地域農業者の減少や労働力不足等生産構造の

急速な変化に対応するための新たな生産モデル等の育成を支援するとして拡充要求しているが、地

方農政局等の役割はどのようになるのか。                          

 

（川合生産局総務課長） 

今回の拡充要求分は、新しい産地像のモデルを示そうとするものであり、国が直接採択すること

を予定している。このため、地方農政局等においては、計画の審査、事業実施後の現地確認、成果

目標のフォローアップ等を行う予定である。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

持続的生産強化対策事業のうち、花き支援対策については、国と試験研究機関主導による全国レ

ベルでの技術実証を行い、普及・定着を加速化させるとしているが、農研機構はどのように関わる

のか。  

                   

（川合生産局総務課長） 

農研機構においては、公設試験研究機関や産地と連携し、試験設計や現地実証への助言等をして

いただくことを想定しているが、詳細については、今後、農研機構とよく相談して進めてまいりた

い。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

食肉処理施設再編促進・機能高度化支援事業について、畜産農家・食肉処理施設・食肉流通業者

の３者でコンソーシアムを組織し、食肉処理施設の整備などを行うとして新規に 60億円を要求し

ているが、地方農政局等の役割はどのようになるのか。 

                                                                 

（川合生産局総務課長） 

本省での公募及び採択終了後、地方農政局等へ割当を行い、地方農政局等において、交付決定か

ら精算などの進捗管理を行う予定である。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

「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。 

農地中間管理機構による農地集積・集約化と農業委員会による農地利用の最適化について、農地

中間管理事業の推進に関する法律の改正に伴い、人・農地プランを実質化させるための取組を支援

するとしているが、地方農政局等の地域での連携や役割はどのようになるのか。 
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（大島経営局総務課長） 

地域の徹底した話合いにより担い手への農地の集積・集約化を加速化させる観点から、市町村が

策定する人・農地プランを実質化させる取組を推進している。このため、地方農政局等には、現場

からの質問等への対応、運用改善要望等の現場の声の把握について、通常業務の一環として現場の

フォローをお願いしたい。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

農業人材力強化総合支援事業について、地域における新規就農者に対するサポート活動等を支援

するなど拡充しているが、十分な要求額となっているのか。また、今年度は昨年から大幅に減額決

定したことにより、前期分の支払いでとどまっている実態もあるが、後期分は確実に配分されるの

か。 

 

（大島経営局総務課長） 

令和２年度要求では、農業次世代人材投資事業について、対前年度予算比で増額要求しているほ

か、地域のサポート機関が就農準備段階の指導から経営開始時の相談対応などを一貫してサポート

する取組を支援する事業を新たに要求するなど、新規就農者の育成・確保のための支援措置の拡充

を予算要求に盛り込んだところである。 

また、今年度の農業次世代人材投資事業の執行については、例年に比べきめ細く進捗管理を実施

する中で事業要件等に照らし、真に必要な額を精査してきたところであり、これを踏まえ、近日中

に追加配分の実施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） 

外国人材受入総合支援事業について、外国人材の確保・地域への定着支援や適正な受入れの促進、

受入れ機関への支援など就労する外国人材が働きやすい労働環境の整備を推進するとして、９億円

の増額要求をしているが、地方農政局等の地域での連携はどのように考えているのか。                              

 

（大島経営局総務課長） 

外国人材の受入れ（農業者等）における法令等の遵守を促すための巡回指導や制度の周知、外国

人材の定着支援等の事務の一部については、地方農政局に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） 

「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、戦略作物助成のうち飼料用米及び米粉用米への助成につい

て、今回の要求では、複数年契約を基本とすることとされているが、その趣旨を示していただきた

い。 



14 

 

また、対前年度同額の要求とする一方で、高収益定着促進等助成を新設するなどしているが、十分

な予算額となっているのか。 

                                   

（小林政策統括官付総務・経営安定対策参事官） 

飼料用米を安定的に供給してほしいという飼料工場や畜産農家などの需要サイドの声などを踏

まえ、飼料用米等に対する支援は「３年以上の複数年契約を基本とする」こととしたものであり、

飼料用米及び米粉用米の安定的な生産・供給ができるよう誘導したいと考えている。 

予算額については、令和元年産の取組状況等を勘案して要求しており、飼料用米及び米粉用米の

生産拡大にしっかり対応できるものと考えている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

収入保険制度の実施について、令和５年までに法人経営体数を５万法人に増加するとしている中

で、農業経営収入保険特約補てん金造成費交付金は大幅に減額しているが、制度の円滑な推進に支

障は生じないのか。 

                          

（大島経営局総務課長） 

令和２年度の農業経営収入保険特約補てん金造成費交付金の予算要求額については、全国農業共

済組合連合会と業務委託先の農業共済組合等が設定した令和２年の収入保険の加入推進目標５万

５千経営体をベースにし、平成 30年度から令和元年度までに国庫補助として基金造成した金額を

踏まえて、令和2年度の国庫補助の支出が必要と見込まれる部分について所要額を要求していると

ころであり、制度の運営に必要な金額は確保されている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

「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、ツマジロクサヨトウ等の農作物の病害虫や、豚コレラ、アフリ

カ豚コレラ等の家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止及び国産農畜水産物の安全性の向上に向

けた都道府県等の取組を支援するとし、50 億円の大幅な増額要求をしているが、地方農政局等、

植物防疫所、動物検疫所等の出先機関の業務に影響はあるのか。                   

 

（今村消費・安全局総務課人事企画官） 

地方農政局等においては、現在、消費・安全対策交付金の事務として、事業計画の承認、交付決

定通知等を行っているところであるが、今回の増額要求に伴い新たな業務が発生することはない。 

また、植物防疫所、動物検疫所等の出先機関についても、今回の増額要求に伴い業務に特段の影

響は生じない。 
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

植物防疫所の検疫事業費について、重要病害虫の水際侵入防止強化として、空港や国際郵便局に

おける違法な持込み事案への対応を厳格化するなど新規で事務費を計上しているが、今年度予定の

川崎出張所の廃止に伴う出張旅費等十分に確保されるのか。また、輸出検疫の総合対策として事務

費を拡充要求しているが、集荷地・栽培地検査等に伴う旅費等の予算や職場環境の整備に係る予算

は十分に確保されるのか。                                    

 

（今村消費・安全局総務課人事企画官） 

業務に必要な旅費等の予算や職場環境の整備に必要な予算については、植物防疫所全体の予算の

中で必要額を確保し、業務に支障が生じないよう適切な予算執行を行ってまいりたい。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

家畜衛生等総合対策について、家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止として前年度より１億

円増額し 46億円を要求しているが、続発する豚コレラ等の防疫に要する支援、手当金・特別手当

金の交付に必要な予算は十分に確保されるのか。 

                                    

（今村消費・安全局総務課人事企画官） 

家畜衛生等総合対策においては、家畜の伝染性疾病の発生防止やまん延防止等として都道府県

に対する豚コレラ等の防疫に要する支援及び家畜の所有者に対する手当金・特別手当金の交付に

要する予算を要求しているところ。 

  なお、本経費は、必要額が予算を超える状況となった場合、財務大臣の決定により予備費の使

用が可能とされている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

動物検疫所の検疫事業費について、家畜の伝染性疾病の海外からの侵入防止として、動植物検疫

探知犬を大幅に増頭するとしているが、動物検疫所及び植物防疫所による具体的な検疫探知犬活動

や配置についてどのように考えているのか。 

また、動物検疫体制の充実強化を図るとして、本年度当初予算から倍増となる 18億円を要求し

ているが、動植物検疫探知犬の大幅な増頭に伴う補助員等を増員する人件費予算や職場環境整備に

係る予算は十分に確保されているのか。                                    

                   

（今村消費・安全局総務課人事企画官） 

動植物検疫探知犬の配置については、アフリカ豚コレラなどの越境性疾病の発生している国から

の便を重点的に検査するなど引き続き効率的な運用を行うとともに、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のための増頭などにより検査体制の強化を図ること
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としている。 

また、動植物検疫探知犬については、頭数を倍以上とする大幅な増頭や新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施設等における検疫体制の整備に必要な予算を人件費も含め

要求しているところである。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

「農山漁村の活性化」についてである。 

中山間地農業ルネッサンス事業について、棚田地域振興法が施行し、棚田地域振興法関連で中山

間地域等直接支払の拡充や中山間地農業ルネッサンス事業の拡充が要求されているが、地方農政局

等の業務にどのように関わるのか。また、棚田地域振興法に基づき、地方農政局等に設置されてい

る棚田地域振興コンシェルジュの役割はどのようになるのか。  

 

（吉田農村振興局総務課長） 

棚田地域振興法に関連し、中山間地域等直接支払及び中山間地農業ルネッサンス事業の対象地域

の追加やルネッサンス事業の新たなメニューの追加などを来年度拡充事項として要求していると

ころ。 

地方農政局等では法に基づく支援措置の一つである「棚田地域振興コンシェルジュ」が地元から

の問い合わせや相談等への対応などの業務に従事するものの、両制度に新たに取り組む地区数の大

幅な増加は想定しておらず、従来の地元対応と同様であることから、これまでの業務の範囲内と考

えている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

農福連携の推進について、令和６年度までに農福連携等に取り組む主体を 3,000 創出するとし

て、農福連携整備事業や農福連携支援事業に 14億円の新規要求をし、ワンストップ窓口の設置な

ど都道府県の推進体制の強化を図るとしているが、地方農政局等の役割はどのようになるのか。 

 

（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

にかかる事務手続、都道府県との連絡調整等になるものと考えている。 

なお、都道府県の推進体制の強化については、地方農政局からの指導・助言が重要であり、密接

に連携してまいりたい。 

                                                                                         

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

人材交流・ビジネス支援対策について、農山漁村地域における起業促進のためのプラットフォー

ムの運営などにより、地域の課題解決を図る取組を支援するとして、8億円を新規要求しているが、
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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） 

全国的なネットワークを構築するために本省で事業を採択し、実施することを想定しており、地

方農政局等には交付事務に関する作業は発生しない予定。地方農政局等については、派遣先の地域

の情報収集、現地打合せへの同行を依頼することを想定している。 

 

（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、林業イノベーション推進総合対策は新たな事業となるが、森

林総合研究所はどのような役割となるのか。                                 

 

（黒川林野庁林政課長） 

林業イノベーション推進総合対策に関しては、例えば、省力化機械や新素材、育種などの技術開

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。 

水産資源調査・評価推進事業等について、資源評価対象魚種を５年間で 50種から 200種程度ま

で大幅に拡大するとしているが、水研教育機構は、これまで以上の役割を果たすことになるのか。 

一方、水産資源調査の精度を高めるには、調査船調査が不可欠であるが、老朽化する機構船の計

画的な代船建造や修繕費、ドック経費などは確保されるのか。 

また、水産庁漁業調査船「開洋丸」の代船建造を行うとしているが、予算や竣工予定はどのよう

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）） 

水産資源調査・評価推進事業等については、評価精度の向上や資源評価対象魚種の増加に対応し

て資源調査・評価体制を強化するため、調査船調査等を拡充すること等に伴い、水産研究・教育機

構の役割は高まるものと考えている。 

ドック経費及び消耗・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、第４期

中長期目標・計画等の達成に向け船舶の運航及び安全に支障がないよう、所要の要求を行っている

ところである。 

「開洋丸」の代船建造については、令和２年度においては 23億円を要求している。なお、竣工

は令和５年度末を予定している。 
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（村上調査交渉部長（独法担当）） 

スマート水産業推進事業に係る資源・漁獲情報ネットワーク構築事業について、拡充要求となっ

ているが、水研教育機構の役割に変更はないのか。また、スマート水産業推進基盤構築事業に係る

水産業データ連携基盤の構築について、本格稼働の時期及び実施母体はどこが担うことになるの

か。その際、水研教育機構は、どのような役割となるのか。 

                         

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当）） 

スマート水産業推進事業のうち資源・漁獲情報ネットワーク構築事業については、民間団体等を

対象とした公募を想定しているところであるが、水産研究・教育機構を中心とした共同実施機関に

より事業を実施してきたところである。こうした経緯も踏まえ、今後対応してまいりたい。水産業

データ連携基盤は、令和２年中に構築・稼働することとしている。事業の実施については、民間団

体等を対象とした公募により委託先を決定することとしている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

外国漁船対策等について、漁業取締体制を強化するとして、指導監督及び取締費、漁業取締代船・

新船建造事業など増額要求しているが、新船や用船の配置先はどこになるのか。また、概算要求基

準の裁量的経費１割削減が継続される中で、船舶の安全運航に必要な船舶運航費などの事務費が削

減となっており、船舶の大型化に伴い電気容量の増加など船舶運航費の増加は明らかであるが、十

分な要求額となっているのか。                        

 

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当）） 

新船については、令和３年度の竣工を予定しているが、現下の漁業取締りをめぐる状況を踏まえ、

能力が効果的に発揮できる場所に配置できるよう、現在調整を進めているところである。 

新規用船についても、能力が効果的に発揮できる場所に配置できるよう、現在調整を進めている

ところである。 

また、船舶運航費については、本年度末に白嶺丸の大型化代船や新造船の白鷲丸が竣工すること

も踏まえ、運航に支障が生じないよう要求をしているところである。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

有明海再生対策について、国営干拓環境対策調査における環境保全対策などの対応の検討状況や

有明海水産基盤整備実証調査の状況はどのようになっているのか。                                        

 

（吉田農村振興局総務課長） 

国営干拓環境対策調査においては、有明海の環境変化の要因解明の調査や調整池からの排水の抜

本的な改善としての水質保全対策の検討等を行っている。 
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このうち調整池の水質浄化対策については、これまで調整池内対策や新干拓地対策、流域対策に

ついて調査、検討を行い、その結果は本年８月に長崎県が策定した行動計画にも反映されたところ。  

今後、その効果についてモニタリング、検証・評価を行うとともに、より効果的な水質浄化対策

について検討を行うこととしている。               

 

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当）） 

有明海水産基盤整備実証調査については、平成 30年度より、タイラギの立ち枯れ斃死の主な要

因であると想定される餌環境の改善を図るため、タイラギ漁場周辺において、餌となる生物の増殖

を促すような基盤整備方策についての調査を行った。本年度は、タイラギの飼料環境改善を図る基

盤の造成による効果の実証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） 

農林水産統計の新たな取組として、統計調査手法開発経費の大幅拡充や電子的農地データの高度

利用に向けた環境整備費を新規に要求しているが、地方農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠

点の業務に変更はあるのか。                                      

 

（松村統計部管理課長） 

統計調査手法の開発経費については、統計調査効率化のための AI(人口知能)等の新技術を導入

した新たな調査手法の開発に要する予算に加え、これまで地方組織で実施してきた情報交流モニタ

ー業務を廃止し、農林漁業者等を対象とした意識・意向調査を民間委託により実施するための予算

を要求しているものである。 

電子的農地データの高度利用に向けた環境整備費については、筆ポリゴンの付加価値向上と業務

効率化の検討に係る予算を要求しているものであり、新技術を導入した新たな調査手法の研究開発

を通じて地方組織における業務の負担軽減につなげていきたいと考えている。 

 

 

（村上調査交渉部長（独法担当）） 

独立行政法人の運営費交付金について、ＦＡＭＩＣでは概算要求額が今年度予算額を下回ってい

るが、どのような理由か。また、その他の法人については、概算要求額が今年度予算額を大きく上

回っているが、どのような要求を行っているのか。 

一方、各法人の業務運営や人件費、老朽化した機械や研究機器の更新など、必要な予算は要求さ

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） 

今般の要求において、中長期計画等の達成に向け各法人の業務に支障がないよう、当該年度の業
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務状況に応じた所要の経費や人件費、定年退職者の再雇用に必要な経費など、必要な額を計上して

いる。 

なお、ＦＡＭＩＣについては、定年退職者の減に伴い人件費の減が大きかったため、総額として

減少したものである。 

 

（村上調査交渉部長（独法担当）） 

施設整備費補助金について、所管６法人からの要求についてはすべて概算要求で計上されている

のか。 

                      

（中澤農林水産技術会議事務局研究調整課長） 

施設整備費補助金については、各法人における事務・事業の推進や防災対策の観点も踏まえ、優

先順位の高いものから計画的に整備が進められるよう、各法人からの要望を踏まえ、必要な予算額

を要求している。 

 

（村上調査交渉部長（独法担当）） 

「同一労働・同一賃金」を含む働き方改革関連法の成立により、2020年４月からの施行となるた

め、今後、所管５法人についても非常勤職員等に対して一時金や各種手当等の支給について検討す

る必要があるが、雇用経費について各法人からの要求を踏まえ概算要求に計上されているのか。 

         

（中澤農林水産技術会議事務局研究調整課長） 

非常勤職員等の雇用・賃金の対応については、各法人において判断されるものであるが、概算要

求に当たっては、法人から次年度の業務運営の計画・必要額等を聞き取りし、内容を把握・精査し

た上で、必要な予算額を要求している。 

 

（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、小林政策統括官付総務・経営安定対策参事

官は退席し、第２部の出席者である松尾地方課長、河嶋秘書課人事企画官が着席する。 

 

 退  席：宮浦予算課長、小林政策統括官付総務・経営安定対策参事官 

  新規着席：松尾地方課長、河嶋秘書課人事企画官 

   

  それでは、第２部を始める。 

  「令和２年度組織・定員要求」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） 

 令和２年度組織・定員要求については、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、農林

水産業の成長産業化に向けて、農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応していけるよう、所要の

体制整備を図るための要求を行っている。 

組織については、農林水産物・食品の更なる輸出拡大に向けて、農林水産大臣を本部長とする政

府全体の司令塔組織として、「農林水産物・食品輸出促進本部（仮称）」の設置を要求するととも

に、食料産業局に「海外輸入規制対策課（仮称）」の設置を要求している。 

また、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、生産局畜産部畜産振興課に「家

畜遺伝資源管理保護室（仮称）」の設置を要求している。 

定員については、期限付き 29人を含む 410人の新規増員を要求しており、その内訳は、農業の

競争力強化関係が 199 人、林業の成長産業化関係が 91 人、水産業の成長産業化関係が 44 人、農

業・飲食料品製造業等における外国人材の確保やスマート農林水産業の実現のための体制強化関係

が 41人、そのほか、施策推進のための体制強化関係が35人となっている。 

なお、地方出先機関においては、昨年を大きく上回る 295人の新規増員を要求しており、この中

には、人・ 農地プランの実質化の推進や大規模災害時の初動対応の迅速化のための期限付きの要

求 21人が含まれている。 

 

（岡本書記長） 

今回の組織・定員要求については、今ほど説明があったが、増員と減員の差引では近年に比べ減

少したものの、連年にわたる定員削減により各職場で人員不足が最大の課題となっている中で、大

幅な新規増員要求を求めてきたことからすれば、不十分なものと言わざるを得ない。 

 私からは、新たな定員削減計画の初年度となる重要な要求と受け止め、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。 

 ５年間の定員削減計画が確定した以上は、新規増員要求の満額確保が極めて重要と考える。2020

年度の新規増員要求 410人は、前年の要求数と同数となっているが、現在でも業務が高度・複雑化

し、人員不足が最大の課題となっている中で、政府全体の取組である観光立国推進や農林水産物、

食品の輸出促進などを円滑に推進するためには、昨年以上の増員要求をすべきではなかったのか。 

 また、内閣人事局が９月５日公表した「令和２年度機構・定員等の要求状況について」では、新

たな定員削減計画の初年度において、多くの省庁が減員を上回る定員要求をしているのに対し、農

林水産省と内閣府本府だけは要求時点で減員が増員を上回っているが、農林水産省としてどう認識

し、どのような対策を講じるのか。 
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 次に、定員削減の割当についてである。 

 2019 年度までの定員削減では、その大部分が地方農政局等に割り当てられ、退職者数に見合う

人員が配置されなかったことから、県域・地域拠点は存在自体が危ぶまれる状況となっている。地

方農政推進に支障を生じさせないために 2020年度からの定員削減にあたっては、地方農政局等に

偏重した削減の割当を見直すべきであるがどのように考えているのか。 

 

(森秘書課長) 

新規増員の要求数については、「令和２年度内閣の重要課題を推進するための体 制整備及び人

件費予算の配分の方針」（令和元年７月 31日内閣総理大臣決定）において、「前年度要求数と同数

以下となるよう、厳しく抑制する。」とされており、当省として要求できる最大限の数を要求して

いる。 

次に、内閣人事局の公表資料についてであるが、時限増員の「29人」が増員数に含まれていない

ためであり、時限増員を含めれば、減員を上回る増員要求になっている。 

令和２年度の定員合理化目標数の配分については、必要な定員を中長期的に確保していく観点か

ら、本省と地方組織との間、あるいは地方農政局や県域拠点等の組織内でしっかりメリハリを付け

ることが必要と考えており、業務の実施状況や実施体制、業務の合理化や欠員の状況等を考慮しつ

つ、業務に支障が生じないよう対応してまいりたい。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

「組織・定員要求」についてである。 

農林水産物・食品の更なる輸出拡大に向けて輸出先国の規制への対応を強化するため、農林水産

大臣を本部長とする司令塔組織として農林水産物・食品輸出促進本部（仮称）を設置するとしてい

るが、指揮命令系統を含め具体的にどのような組織体制を考えているのか。 

また、地方農政局等において輸出促進本部の設置や組織の見直しを考えているのか。 

                                      

（坂食料産業局総務課長） 

農林水産省に特別の機関として、農林水産物・食品輸出促進本部（仮称）を設置することを検討

しているが、この本部は、農林水産大臣を本部長とし、関係閣僚を本部員とするものとしている。

この本部の事務局の業務については、食料産業局に新しく設置する組織において担うことを検討し

ている。 

また、地方農政局等の出先機関に、ただいま申し上げたような本部を置くことは考えていないが、

経営・事業支援部の地域食品課及び地域連携課を地域食品・連携課（仮称）と輸出支援課（仮称）

に組み替え、拡充することを検討している。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 



23 

 

厚生労働省との連携による施設認定等を含め、他府省との連携等はどのようなイメージになるの

か。 

併せて、各種対応のスピードアップ等が求められており、施設認定のほか、証明書発行を農林

水産省も行えることとするなどの内容を実現するための新たな法制度について早期に国会に提出

するようであるが、対応する職員の労働強化につながらない十分な組織・定員要求となっている

のか。                                                        

 

（坂食料産業局総務課長） 

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律案の検討を進めており、この法律により、厚生労

働省だけでなく、農林水産省等による輸出証明書の発行、施設の認定等の権限を明確化したいと考

えているが、関係省の連携・分担の在り方については検討しているところである。当省の具体的な

業務が決まり次第、情報提供を行う予定である。 

本省・出先機関の増員要求を行うとともに、証明書発行システムの整備のための予算も要求して

いるところであり、業務の効率化も含めて、全体として労働強化につながらない要求内容になって

いると考えている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

食料産業局に海外輸入規制対策課（仮称）を設置するとしているが、その規模はどのようになっ

ているのか。また、先の緊急増員 20人は今回の内数なのか。                                        

 

（坂食料産業局総務課長） 

食料産業局に海外輸入規制対策課（仮称）を設置し、農林水産物・食品輸出促進本部の事務局等

を担える体制とするため、本年度の緊急増員に加えて、必要な組織・定員要求を行っている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

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、生産局畜産部畜産振興課に家畜遺伝

資源管理保護室（仮称）を設置するとしているが、地方農政局等の配置はどのように考えているの

か。また、家畜改良センターはどのように関わるのか。  

                             

（川合生産局総務課長） 

令和２年度の組織・定員要求において、「家畜遺伝資源管理保護室（仮称）」の設置を要求し、和

牛遺伝資源の流通・在庫状況の把握、家畜人工授精所等に対する立入検査等の円滑な実施が可能な

体制を整備することとしている。 

地方農政局等においては、10 人の増員要求を行っており、各局管内の家畜人工授精所の数に応

じて配置することを検討している。 
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また、家畜改良センターについては、従来から実施されている種畜検査等の機会を活用して立入

検査等への御協力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） 

優良な植物品種の海外流出の防止のための体制を強化するとしているが、具体的にはどのような

体制強化を考えているのか。                            

 

（坂食料産業局総務課長） 

輸出戦略上重要な種苗の海外流出の防止等を図るため、海外への品種登録の支援体制を強化する

とともに、種苗の適切な流通や品種登録制度の充実のための増員等を要求している。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

豚コレラ、アフリカ豚コレラ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の適切な実

施に向けた体制を強化するとしているが、本省、植物防疫所及び動物検疫所は具体的にどのような

組織体制を考えているのか。 

また、動植物探知犬の大幅な増頭が予定されているが、それらに伴う十分な増員要求となってい

るのか。                        

 

（今村消費・安全局総務課人事企画官） 

本省においては、豚コレラ等の家畜伝染病や病害虫に対する国内防疫の体制を強化するため、植

物防疫所及び動物検疫所においては、地方空港を含めた全国の空港や国際郵便局での水際検疫の体

制を強化するため、それぞれ増員要求を行っているところ。 

また、動植物探知犬の増頭に必要な増員要求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） 

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のための体制

を強化するとしているが、具体的にはどのような体制強化を考えているのか。 

                           

（吉田農村振興局総務課長） 

近年みられる自然災害の頻発・激甚化及び進行する農業水利施設の老朽化に対応するため、「農

業用ため池の管理及び保全に関する法律」（ため池法）の施行等に合わせて都道府県等に必要な対

策を指示するための地方農政局の体制整備及びパイプラインの破裂等の突発事故対策や農業水利

施設の強靱化のための体制整備に必要な増員要求を行っている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 
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国有林から意欲と能力のある林業経営者に対して長期・安定的に木材を供給するための樹木採取

権制度の導入に向けた体制を強化するとしているが、具体的にはどのような体制強化を考えている

のか。                              

 

（黒川林野庁林政課長） 

樹木採取権制度に関し、樹木採取区の指定や民間事業者の公募選定、民間事業者の行う伐採・造

林の指導・監督、樹木採取権の登録事務などの業務があると考えており、本庁国有林野部、森林管

理局・署のそれぞれについて、増員要求を行っている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

豪雨等による大規模な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を強化するとし

ているが、具体的にはどのような体制強化を考えているのか。 

また、要求額が大幅に増加された公共工事予算に見合った増員要求となっているのか。 

                                           

（黒川林野庁林政課長） 

災害への対応に関し、昨年の西日本豪雨のような広域の豪雨や、予想される南海トラフ巨大地震

等の発生など、今後、大規模かつ広域にわたる山地災害の発生が懸念されることを踏まえ、 

① 初動対応の強化 

 ② 発生時の緊急対策から恒久対策まで、一体的な技術指導や進捗管理 

 ③ 特に流木災害の防止・軽減に向けた技術指導 

などの業務があると考えており、来年度予算概算要求を行うとともに、本庁森林整備部・国有林野

部、森林管理局・署のそれぞれについて、増員要求を行うこととしている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

悪質・巧妙化する外国漁船に対する漁業取締りの体制を強化するとしているが、具体的にはどの

ような体制強化を考えているのか。                       

 

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当）） 

我が国周辺水域においては外国漁船等の活動の活発化とともに違法操業等も頻 発しているこ

とから、漁業取締能力の向上及び体制の強化を進めており、本年度末に新造官船の白鷲丸に加え白

嶺丸の大型化代船の竣工を予定している。また、令和３年度には新造官船１隻及び白萩丸の大型化

代船の竣工を予定している。 

このため必要な増員要求を行っている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 
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水産政策の改革を推進するため、新たな資源管理システムの導入・実施等に向けた体制強化では、

水産庁及び水研教育機構の果たす役割はそれぞれどの程度増加するのか。 

また、増加する任務に応じた組織・定員要求は十分なものとなっているのか。                         

 

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当）） 

資源管理については、国際的にみて遜色のない科学的・効果的な評価・管理手法とすること、具

体的には、持続的に採捕可能な最大の漁獲量を達成できる資源水準を目標とすることとしており、

水産庁においては、ＴＡＣ対象魚種の拡大や個別割当（ＩＱ）制度の導入、密漁対策等の強化、沖

合漁業分野における漁業調整対策、水産資源の維持・増大に向けた漁場整備の体制強化等を、水産

研究・教育機構においては、資源評価対象魚種の拡大や目標とする資源水準の算定などを行うこと

としている。 

また、これらの増加する業務に対応して本庁に専門官３人、係長２人の増員要求を行っている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

農業、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を

強化するとしているが、具体的にどのような体制強化を考えているのか。  

                             

（大島経営局総務課長） 

外国人材の受入れ機関（農業者等）における法令等の遵守を促すための巡回指導や制度の周

知、外国人材の定着支援等に対応する体制強化のための増員要求を行っている。                              

 

（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

となることから、所要の体制整備を図るものである。                           

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

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の体制強化では、地方農政局等及び農研機構の果たす役割は、それぞれどの程

度増加するのか。 

また、増加する任務に応じた組織・定員要求は十分なものとなっているのか。 

 

（中澤農林水産技術会議事務局研究調整課長） 

スマート農林水産業の実現を図るためには、地方農政局等及び農研機構との連携を強化し、更な

る社会実装の推進やデータ連携基盤の活用促進等に向けた取組を着実に進める必要がある。 
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このため、全国各地での先端技術の情報発信や技術の導入支援、データに基づく高度な経営アド

バイスの提供、農業データ連携基盤の活用促進等に向けて、地方農政局等を含め必要な増員要求を

行っている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

「定員削減・新規増員」についてである。 

新規増員要求の内訳を部局・機関別毎に示すこと。 

また、時限要求を昨年より２人多い 29人としているが、その内訳と理由、時限年次を示すこと。 

                           

（河嶋秘書課人事企画官） 

部局・機関別毎の新規増員要求数については、本省庁は、大臣官房６人、統計部２人、消費・安

全局 14人、食料産業局17人、生産局 10人うち期限付き３人、経営局２人うち期限付き２人、農

村振興局１人、政策統括官２人うち期限付き１人、技術会議事務局５人、林野庁 14人うち期限付

き１人、水産庁 42人うち期限付き１人であり、地方出先機関は、農林水産研修所１人、植物防疫

所 27人、動物検疫所 29人、動物医薬品検査所２人、地方農政局 95人うち期限付き７人、農地事

業所 32人、北海道農政事務所８人、森林管理局及び森林管理署 91人うち期限付き 14人、漁業調

整事務所 10人である。 

 期限付きの要求については、 

・ 令和４年度末期限が、米穀の流通・販売に関する指導体制の強化で政策統括官に１人、 

人・農地プランの実質化の推進及び認定農業者制度における国による認定制度の創設のための体

制整備で経営局に２人と地方農政局に７人 

・ 令和６年度末期限が、生産構造改革に向けた体制整備で生産局に２人、気候変動対策の推進で

生産局に１人、大規模災害時の初動対応の迅速化で林野庁に１人と森林管理局に 14人、漁船漁

業対策の強化で水産庁に１人 

の計 29人である。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

農林水産省における 2020 年度からの５年間の定員削減数は、2,820 人から自律的再配置分 815

人を除いた 2,005人であるが、初年度となる 2020年度の定員削減はどうなるのか。 

また、自律的再配置の活用をどのように考えているのか。 

                    

（河嶋秘書課人事企画官） 

「令和２年度から令和６年度までの定員合理化目標数について」（令和元年６月 28日内閣人事局

長通知）において、「計画期間の各年度において、合理化目標数（業務改革に係るものを除く）の

１／５の員数の定員を合理化する」とされていることから、令和２年度の定員合理化目標数は 401
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人となる。 

また、令和２年度における自律的再配置については、農林水産省共済組合の支部の廃止による共

済事務の集約化などにより、290人の要求を行っている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

「定年退職者の再任用、新規採用」についてである。 

農林水産省の厳しい定員事情により、県域・地域拠点では引き続きフルタイム再任用職員が配置

されていない状況となっている。今後の５年間は、多くの退職者が見込まれる中で、職員の希望ど

おりのフルタイム再任用を配置するため、どのように対応するのか。初年度となる来年度をどのよ

うに考えているのか。 

                                               

（森秘書課長） 

フルタイム再任用職員の配置は、県域・地域拠点における欠員状況を勘案しつつ、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まいりたい。

いずれにしても引き続き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） 

行政職（二）及び海事職について、希望どおりの再任用ができるのか。 

                                              

（森秘書課長） 

行政職（二）職員の業務については、昭和 58年の閣議決定により、民間委託等の合理化措置を

積極的に講ずることとされている。 

一方、海事職職員については、本年度において、船舶職員２人（海事職（一）１人、海事職（二）

１人）のフルタイム再任用を実施したところである。 

 行政職（二）職員、海事職職員等の再任用についても、職員としての経験を踏まえつつ、雇用と

年金の接続が確実に図られるように、適切に実施してまいりたい。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

「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。 

地方農政局は昨年より 25 人増の 95 人、北海道農政事務所は昨年より５人増の８人とそれぞれ

要求しているが、輸出促進や農林水産業改革など新たな農政展開に十分な増員要求となっているの

か。                                          

 

（松尾地方課長） 

地方農政局等の定員については、輸出拡大に向けた輸出先国の規制への対応強化や特定技能外国
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人材の確保及び適正な受入れの体制強化など、新たな農政展開への要求がなされている。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

組織再編に伴う附帯決議を踏まえ、現場と農政を結ぶ機能の強化及び統計調査の専門性や食品表

示監視業務の継承、経営所得安定対策の推進に必要な定員を確保するよう強く求めてきたが、今回

の組織・定員要求にどのように反映しているのか。   

また、県域・地域拠点、地方参事官室等の増員要求をしているのか。 

                                             

（松尾地方課長） 

現場と農政を結ぶ業務の中心となる地方参事官室の定員は、今年度においても維持してきたとこ

ろであるが、令和２年度においても、同様の規模を踏襲していきたいと考えている。 

他方、統計調査については、既に職員の減少に対応した専門調査員化等の業務見直しを行ってお

り、こうした中でも統計調査の確実かつ継続的な実施に向け作業を進めている。 

食品表示監視業務については、人員体制も考慮し、調査対象や調査店舗数を設定した上で、地域

の状況や配置人員に応じて食品表示、米穀等流通監視、牛トレサ担当が監視業務を横断的に実施す

るなど柔軟に対応してきている。 

経営所得安定対策等業務については、既に農政推進業務との連携やシステム開発等を活用した業

務見直しを進めるなど、柔軟な業務執行が可能な体制にしているところである。 

これらのことから、地方参事官室を含め、県域・地域拠点の増員要求は行っていない。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

専門調査員による調査の外部化を引き続き推進するとしているが、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」においては、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、職員を育成することが要請されている。この政府統計

全体の見直しを踏まえれば、調査の外部化を進めるだけではなく、現場段階にも職員を増員し育成

することが必要であるが、そのような定員要求となっているのか。 

           

（松村統計部管理課長） 

「公的統計の総合的品質管理を目指して」を踏まえ、本省統計部管理課に、 

① 調査原課室から独立した分析的審査、 

② PDCAサイクルが確実に回るよう各統計作成工程の品質管理機能の統括及び監視等の総合的 

品質管理体制として、統計品質向上室（仮称）の設置を要求している。 

また、地方段階については、当面、総合的品質管理に係る新たな業務が見込まれないことから増

員要求は行っていないが、専門調査員化を円滑に進めるための予算措置等の対応を着実に行いつ

つ、調査の実施に必要となる職員数の確保に努めてまいりたいと考えている。 
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

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、長年に亘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、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。

そのためにも新規採用及び若手職員の配置は待ったなしの状況であるが、2020 年度における具体

の配置計画をどのように考えているのか。 

                 

（森秘書課長） 

 若手職員の配置については、地方組織においても、その維持・活性化を図るため、設置法の附帯

決議の趣旨を踏まえ、中長期的な視点に立って行っており、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、引き続き計画的な人材育成に取り組むとともに、今後において

も一定数の新規採用者を確保し、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てまいりたい。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

繰り返しになるが、県域・地域拠点の活性化は待ったなしの状況である。業務の安定的な継承を

図るためにも、2020年度からの確実な配置を強く求める。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

「国営土地改良事業所等」についてである。 

次年度の事業所、建設所、支所の新設・閉鎖はどのようになっているのか。                         

 

（吉田農村振興局総務課長） 

令和２年度に新たに４事業所及び４支所を設置することとしており、事業実施期間については、

各事業地区で予定されている工期内を予定しているところであり、設置初年度の定員については、

これまでと同様、事業所では９ポスト、支所では３ポストを予定している。 

なお、新設する事業所については、法手続が必要なものについては８月１日、その他については

４月１日の設置を予定している。一方、廃止するのは、４事業所、１建設所及び４支所である。な

お、事業所等を廃止する際に生じる課題等については、今後ともしっかり対応することとしたい。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

国営土地改良事業所等では、この間も一人当たりの業務量が増加し超過勤務は上限規制の特例扱

いまでせざるを得ない状況となっている。その最大の原因は、絶対的な人員不足であり、これらが

解消される定員要求となっているのか。                              
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（吉田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、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並びに農業の競争力強化に向けた体制を強化するため、昨年度

と同程度の増員要求を行っているところであり、今後、内閣人事局等との折衝において、必要な定

員が確保できるよう対応してまいりたい。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

植物防疫所及び動物検疫所においては、海外での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昨年度と同程度の増員要求となっているが、大幅な増員要求が必要

ではないか。 

 

（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、訪日外国人旅行客数 4000万人に向けた体制強化、病害虫リスク分析及

び侵入病害虫対応強化に向けた体制強化など、的確な業務遂行に向けて必要な業務量を踏まえ、増

員要求を行っているところである。 

動物検疫所においては、アフリカ豚コレラなどの越境性疾病の侵入リスクが高まる中で、引き続

き国際便やクルーズ船の増加による主要空港及び地方空海港での訪日外国人旅行者の増大が見込

まれることから、必要な業務量を踏まえて増員要求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） 

両職域においては、定員枠があっても実際には要員として配置されていないケースや育児休業等

に対する代替要員の確保もままならないケースも見られる。特に、来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、10月には確実な人員配置が行えるのか。 

また、増員要求に伴う人員配置は４月から実施すべきではないか。 

       

（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。 
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なお、増員要求に伴う人員配置は、査定官庁による増員数や配置時期の決定に基づき実施するこ

ととなっているところである。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

漁業調整事務所は昨年の要求数 21 人に対し本年は 10 人と大幅に減少しているが、その理由は

何か。具体的にどのような体制強化を考えているのか。                         

 

（永濵水産庁漁政課課長補佐（総括班担当）） 

漁業取締りの重要性は変わらないものの精査の上 10人の増員要求を行っている。 

具体的には、九州漁業調整事務所に漁業監督指導官・漁業監督専門職・外国漁船の活動状況等を

分析する情報官を各１人、北海道・新潟・境港の各漁業調整事務所に漁業監督指導官・漁業監督専

門職を各１人、仙台漁業調整事務所に漁業監督指導官を１人要求している。 

 

（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

漁業取締体制の強化を図る中、新造船の建造に伴う漁業監督官並びに船舶職員（海事職）の確実

な確保や欠員の早期解消が急務である。これまでも、漁業取締時の安全を確保するため官船・用船

における漁業監督官の複数乗船体制の確立や船舶職員の確保を求めてきたところであるが、十分に

対応可能となる定員要求となっているのか。                                                  

また、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、十分な船舶予備員の増員要求

を行っているのか。 

 

（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時の安全を確保するため、引き続き用船における３人

乗船体制の確立を目指し、本庁及び漁業調整事務所合わせて 19人の漁業監督指導官及び漁業監督

専門職の要求を行っている。 

また、船舶職員関係については、新造官船の船舶職員として 15人、白萩丸、白鷗丸、白嶺丸、

白鷲丸の一等航海士について、各船１人の増員要求を行っている。 

なお、漁業監督官の欠員については、人事異動等により早期に解消するよう努めてまいりたい。 

船舶予備員は、病気などにより欠員が生じた場合の交代要員として位置付けられており、その充

実は必要なものと認識しているものの、新造船や船舶の安全運航等に必要な定員の確保を最優先に

対応していることを御理解いただきたい。引き続き、増隻等の状況を踏まえつつ、検討してまいり

たい。 

なお、病気等により下船者が発生した場合には、速やかに予備員を派遣するなど、できる限りの

対応を行っているところであり、今後とも、船舶の運航に支障が生じることのないよう、引き続き

努力してまいりたい。 
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（渡邉財政局長兼調査交渉部長） 

「級別定数改定要求」についてである。 

行政職（一）の３級・４級・５級定数拡大、地方農政局専門職の４級・５級定数の拡大、行政職

（二）の本省５級定数、地方農政局の４級定数の拡大、専門行政職の２級・３級・４級定数の拡大

などを要求してきたところである。また、地方農政局の組織再編により県域拠点も管区機関に位置

付けられることとなったが、級別定数の改定要求はどのようになっているのか。 

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となるよう、最

大限の対応を要請する。   

 

（森秘書課長） 

級別定数改定については、職員の処遇改善の観点から、 

・ 行政職（一）は、年齢構成上多数の職員が偏在する３～６級の中位級を重点に要求した。 

地方農政局県域拠点においては、級別標準職務表上の管区機関としての位置付けや職責の高ま

り等を踏まえ定数拡大を、 

・ 行政職（二）、研究職、専門行政職及び海事職についても、定数拡大を要求したところであ 

る。 

なお、昇格基準の緩和等については、行政職（二）、医療職（三）及び海事職にかかる運用基準

の緩和等、弾力的な運用について、引き続き人事院に要望してまいりたい。 

 

（岡本書記長） 

予算概算要求および組織・定員要求について、それぞれ説明いただいたが、今後は、消費税増税

を控える中、査定省との間において歳出改革・財政再建を背景に厳しい折衝が予想される。 

 私たち全農林の組合員は、農林水産行政を円滑に遂行するため、あらゆる職場で、昼夜を分かた

ず懸命に努力しているが、良い仕事をするためには整備された良い労働環境が必要であり、そのた

めに必要な予算・定員の確保を求めている。 

 特に、定員要求に関しては、現行の定員合理化計画期間中を顧みれば、全省庁平均で要求数の査

定結果が６割から７割となっているのに対し、農林水産省は２割から３割に抑えられており、これ

を変えない限り、これまでと同様な大幅な純減が継続することとなる。今回の組織・定員要求を確

実に確保するよう当局の最大限の努力を要請する。我々労働組合としても年末の政府決定までの

間、改めて要請書を提出するとともに、予算・定員の確保に向け、様々な取組を展開していくこと

としている。 

 また、退職者数が増加する中で、組織の活性化を図るための新規採用と本人の希望に基づくフル

タイム再任用の実現に必要な定員をしっかり確保するよう、重ねて要請する。 
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 最後に、先の夏季要求に対する回答交渉においても申し上げたが、人員が減少する中で、本年度

における業務運営改善も重要な課題であることから、別途、点検・意見集約を行うので、現場の意

見を真摯に受け止め、実効ある業務の効率化が図られるよう、当局の誠意ある対応を求める。 

 

（森秘書課長） 

 本日は、令和２年度農林水産予算概算要求の概要、組織・定員要求等について意見交換させてい

ただいた。各職場における業務運営上の課題については、職員からの意見等を踏まえ真摯に対応し

ていきたい。 

 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に必要な

予算、組織・定員の確保に努めるとともに、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ので、引き続き御協力願いたい。 

 

（横山秘書課調査官） 

  以上をもって、令和元年度第１回労使間意見交換会を終了する。 

 

                                                    － 以  上 － 


