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令和２年度第１回労使間意見交換会

議事要旨

１ 日 時：令和２年10月19日(月) 15:14～16:54(100分)

２ 会 場：統計部第１会議室（北別館３階 ドア№北314）

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 中澤 克典 大臣官房地方課長

同 小峰 賢哉 大臣官房参事官

同 窪山 富士男 大臣官房参事官

同 松村 孝典 統計部管理課長

同 片貝 敏雄 消費・安全局総務課長

同 坂 康之 食料産業局総務課長

同 山口 博之 生産局総務課長

同 前田 剛志 経営局総務課長

同 吉田 誠 農村振興局総務課長

同 平口 寿 政策統括官付総務・経営安定対策参事官

付調整官

同 岩間 浩 農林水産技術会議事務局研究調整課長

同 永井 春信 林野庁林政課長

同 森 健二 水産庁漁政課管理官

同 大坂 浩之 大臣官房秘書課人事調査官

同 宮長 郁夫 大臣官房秘書課人事企画官

全農林労働組合中央本部 渡邉 由一 書記長

同 村上 嘉則 財政局長

同 永井 和宏 調査交渉部長(非現業担当)

同 大滝 重之 調査交渉部長(独法担当)

同 立花 賢司 組織教宣部長

（宮長秘書課人事企画官）

ただいまから、令和２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３年度農林水産予算概算要求の概要」と「令和３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。

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。

（宮長秘書課人事企画官）

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３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３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。
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それでは、まず、「令和３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、小峰参事官、窪山参事官、松村統計部管理課

長、片貝消費・安全局総務課長、坂食料産業局総務課長、山口生産局総務課長、前田経営局

総務課長、吉田農村振興局総務課長、平口政策統括官付総務・経営安定対策参事官付調整官、

岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長、永井林野庁林政課長、森水産庁漁政課管理官、

大坂秘書課人事調査官、それに秘書課人事企画官の宮長である。

職員団体側として、渡邉書記長、村上財政局長、永井調査交渉部長（非現業担当）、大滝

調査交渉部長（独法担当）、立花組織教宣部長である。

それでは、「令和３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３年度農林水産予算概算要求について説明する。

まず、白本の２頁、「令和３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120.0％の２兆7,734億円として

おり、予算総額のうち、公共事業費は対前年度比121.1％の8,464億円、非公共事業

費は対前年度比119.5％の１兆9,270億円としている。

３頁は公共事業費の一覧である。

「農業農村整備」、「林野公共」、「水産基盤整備」を対前年度比122.0％、海岸、

農山漁村地域整備交付金を120.0％、災害復旧等を100.0％としている。

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。

食料安全保障、国土の保全等に向けた対策を総合的に実施するため、８つの柱立

てに従って事業を整理し、要求している。

４頁から５頁にかけての「１ 生産基盤の強化と経営所得安定対策の着実な実施」

については、コロナ禍でも揺るがない生産基盤・セーフティネットを構築し、生産

者の皆さんに安心して営農を継続していただけるよう、畜産・園芸・水田農業の特

性に応じた対策を実施するために必要な予算を要求している。

５頁の「２ スマート農業・ＤＸ・技術開発の推進、食に対する理解の醸成」に

ついては、新たな生活・生産様式への転換を図るため、ＡＩ等を活用した「スマー

ト農業」の導入を支援する「農業支援サービス事業」の育成を進めるとともに、食

や農林漁業への国民理解の醸成を図るため、官民協働による消費拡大運動等に必要

な予算を要求している。

６頁の「３ ５兆円目標の実現に向けた農林水産物・食品の輸出力強化と高付加

価値化」については、コロナによる国内外の需要変化に対応しながら2030年の輸出

５兆円目標を実現していくため、必要な予算を要求している。

「４ 農業農村整備、農地集積・集約化、担い手確保・経営継承の推進」につい
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ては、地方での事業・雇用の創出のため、農業農村整備事業、いわゆるＮＮ事業に

おいて、新たに防災重点農業用ため池や農業用ダムによる洪水調整、家族農業経営

を始めとする人材確保・経営継承等に必要な予算を要求している。

７頁の「５ 食の安全と消費者の信頼確保」については、家畜伝染病の発生予防

対策等の強化と食の安全確保のため、家畜伝染病予防法の改正を踏まえた飼養衛生

管理の強化や重要病害虫の侵入防止・まん延防止等に必要な予算を要求している。

「６ 農山漁村の活性化」については、地方での定住環境を、農山漁村における

定住や都市と農山漁村の交流を促進するための農泊、農福連携、鳥獣被害の防止の

ための捕獲活動の抜本的な強化やジビエ利活用の推進等に必要な予算を要求してい

る。

８頁の「７ 森林資源の適切な管理と林業の成長産業化の実現」については、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、荒廃山

地の復旧・予防対策や流木対策、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等の実施に必要な予算

を要求している。

「８ 水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化の実現」については、改正漁

業法に基づく新たな資源管理の推進のため、資源調査・評価の着実な実施、資源管

理と両立した漁業の成長産業化に向けた沿岸漁業の競争力強化や漁船漁業の構造改

革、養殖業の成長産業化、水産基盤整備事業による漁港の整備、漁業取締り体制の

強化等に必要な予算を要求している。

なお、防災・減災、国土強靱化緊急対策に係る経費、「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３年度概算要求に係る説明である。

（渡邉書記長）

10月７日に財務省が公表した2021年度一般会計概算要求・要望額では、各省庁の

総額が105兆4,701億円となり、７年連続で100兆円を超え、過去最大となっており、

新型コロナウイルス感染症への対応など数多くの「事項のみの要望」も存在し、最

終的な予算規模はさらに大きくなると想定される。

今ほど説明があったが、今回の農林水産省の要求は、３月に閣議決定された「食

料・農業・農村基本計画」に基づき、経営規模の大小や中山間地域といった条件に

かかわらず、国内の需要にも輸出にも対応し得る生産基盤の強化により国内生産の

維持・拡大を図り、農林水産業・農山漁村の活性化やコロナ禍など危機にも対応可

能な食料の安定供給、食料安全保障の確立に資する持続可能な農林水産業に向けた

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、各所管独立行政法人においては、第５期中長期目標・計画等の実施に向け、

農林水産施策の推進と一体的な事務・事業と法人の使命と役割が達成できる体制の

継続・確保に必要な予算となる。

私からは以上を申し上げ、今回の概算要求の内容について、それぞれ担当より何

点か伺う。
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（永井調査交渉部長）

まずは、「総論」についてである。

「令和３年度予算の概算要求の具体的な方針」において、「新型コロナウイルス

感染症への対応が喫緊の課題として、要求額は基本的に対前年度同額」となってい

るなかで、農林水産予算概算要求の総額は対前年度比120.0％となっているが、人

件費予算などの義務的経費は十分な要求となっているのか。

また、業務遂行に必要な超過勤務手当や旅費、庁費などは、十分な要求となって

いるのか。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）

義務的経費は、前年度から1,047億円増の7,559億円を要求している。

また、超過勤務手当予算、旅費、庁費等については、超過勤務の実態等を踏まえ、

必要な予算を要求している。

さらに、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ているほか、

フルタイムを含む再任用に必要な人件費についても、実態を踏まえて必要な予算を

要求している。

（永井調査交渉部長）

令和３年度予算概算要求では、新型コロナウイルス感染症への対応など緊要な経

費については、別途、所要の要望を行うことができるとしているが、農林水産省に

おける具体的な要望額はどのようになっているのか。

（宮浦予算課長）

農林水産関係の要求総額２兆7,734億円のうち、「コロナなどの緊要な経費」に

当たる要望額は4,027億円である。

その内訳としては、コロナ禍で重要性を再認識されている食と農の理解醸成を推

進する新たな国民運動、コロナを契機とした地方での就農・定住を促進する農業人

材力強化総合支援事業、人と人との接触機会を削減するためのリモート化・デジタ

ル化を図るスマート農業総合推進対策事業、コロナ禍での生産基盤を支えるセーフ

ティネットを構築する野菜価格安定対策事業等である。

（永井調査交渉部長）

防災・減災、国土強靭化緊急対策に係る経費や「総合的なTPP等関連政策大綱」

を踏まえた農林水産分野における対策に係る経費については、予算編成過程で検討

するとしているが、いつ頃、とりまとめるのか。また、その予算規模や特徴など、

どのように考えているのか。

（宮浦予算課長）

防災・減災、国土強靱化緊急対策に係る経費については、今後の政府・与党内の

議論を踏まえ、また、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」を踏まえた農林水産分野

における対策に係る経費については、これまでの実績の検証や協定の発効後の動向

等を踏まえ、それぞれ、今後検討されていくものである。このため、取りまとめの

時期や予算規模等は現時点で見通せる段階にないが、機会を逃さず、必要な予算の

確保に努めてまいりたい。
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（永井調査交渉部長）

「生産基盤の強化と経営所得安定対策の着実な実施」についてである。

畜産・酪農の生産基盤の強化について、畜産生産力・生産体制強化対策事業とし

て、和牛の信頼確保のための遺伝子型の検査や国産飼料の一層の増産・利用のため

の体制整備により、畜産物の生産力及び生産体制の強化を図るとして、増額要求し

ているが、地方農政局・北海道農政事務所の役割に変更はあるのか。

（山口生産局総務課長）

実際の父牛と家畜登録上の父牛が異なる「血統矛盾」が相次いで確認されている

中、来年度予算において、和牛の父子判定のための遺伝子型検査に要する経費を要

求しており、地方農政局等では、関係都道府県との連絡調整等を実施することとな

る。

また、飼料作物の優良品種の利用推進、国産飼料の増産利用のための体制整備に

要する経費について、今年度と同様、地方農政局等では関係都道府県との連絡調整

等を実施することとなるため、役割に変更はない。

（永井調査交渉部長）

食肉生産流通多角化支援事業として、食肉流通の多角化と輸出を拡大するとして、

新規に21億円を要求しているが、地方農政局・北海道農政事務所はどのような役割

になるのか。

（山口生産局総務課長）

地方農政局等においては、これまでの事業と同様、本省での公募及び採択終了後、

地方農政局等へ割り当て、交付決定から精算などの進捗管理をお願いする予定であ

る。

（永井調査交渉部長）

農業の持続性の確保に向けた生産基盤の強化についてである。

麦・大豆等水田農業の生産体制強化・安定供給推進事業として、水田麦・大豆産

地生産性向上事業など新規に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。

（平口政策統括官付総務・経営安定対策参事官付調整官）

地方農政局等の役割としては、従来の補助事業等と同様に、事業実施において本

省と地方公共団体等との連絡調整、事業の周知、審査、執行、指導等をお願いした

い。

（永井調査交渉部長）

強い農業・担い手づくり総合支援交付金として、生産構造の急速な変化に対応す

るための生産事業モデル等の育成について、国が直接採択するとしているが、地方

農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠点はどのように関わるのか。

（山口生産局総務課長）

生産事業モデル支援タイプについては、令和２年度から実施しているところであ

り、現在、地方農政局等においては、協働事業計画の承認規程及び事業実施要綱の

規定に即して、事業活用希望者からの相談対応、事業者から提出された計画の事前

内容確認や承認された計画の進捗管理、補助金の交付決定等の事務を、県域・地域
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拠点には、事業の周知をお願いしているところである。

なお、このことについてはこれまでも地方農政局等、県域・地域拠点及び都道府

県を対象とする事業説明会において説明しており、今月５日に行われたオンライン

の事業説明会で改めて本省担当から説明を行ったところである。

また、拡充要求する農業支援サービス事業支援タイプについても、県域をまたぐ

取組が想定されることから、国が直接採択する仕組みを検討しており、生産事業モ

デル支援タイプと同様の対応をお願いする予定である。

（永井調査交渉部長）

経営安定対策の着実な実施についてである。

収入保険制度の実施として、頻発化・多発化する自然災害やコロナ禍の影響によ

る収入減、盗難などの損害にも対応する収入保険制度について、加入申請の増加が

見込まれるなかで、昨年度に比べ減額要求となっているが、制度の円滑な推進に支

障は生じないのか。

（前田経営局総務課長）

収入保険関係予算のうち、保険料国庫負担金、事務費負担金、加入推進支援事業、

収入保険事務処理システム整備支援事業については、今後の加入者数の増加を見込

んだこと等により増額している。

一方、特約補てん金造成費交付金については、これまで特約補塡金の最大限の支

払いにも備えて十分な積立てを行ってきたことから、基金残高見込額を勘案して減

額となっているが、制度の運営に必要な金額は確保されている。

（大滝調査交渉部長）

スマート農業・ＤＸ・技術開発の推進、食に対する理解の醸成についてである。

スマート農業総合推進対策事業として、昨年度の予算から大幅な増額要求となっ

ているが、どの部分を拡充しているのか。スマート農業加速化実証プロジェクト等

については、当初、今年度までの２年間の取組とされていたが、延長した理由はな

にか。

（岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長）

スマート農業総合推進対策事業については、スマート農業加速化実証プロジェク

ト等を拡充したほか、スマートグリーンハウス海外展開推進事業及び遠隔営農指導

体制構築支援について新たに要求している。

また、スマート農業加速化実証プロジェクトについては、当初２年間の取組とし

ていたが、ローカル５Ｇ技術等の新たな技術の実証や、新型コロナウイルスによる

人手不足等への対応が必要なことから、事業期間を令和４年度までとしたところで

ある。

（永井調査交渉部長）

農林水産省共通申請サービス（eMAFF)によるＤＸの推進として、農林水産省が所

管する全ての行政手続の業務の抜本的な見直しを進めながら、行政手続きのオンラ

イン化を図り、農林漁業のデジタルトランスフォーメーションを推進するとして、

農林水産省共通申請サービス（eMAFF）を構築するとしているが、地方農政局等出

先機関における審査・承認等の手続きはどのような変更になるのか。

また、デジタル地図を活用した農林水産省地理情報共通管理システムを開発する

としているが、統計部が要求している筆ポリゴン管理システムの整備との関連はど
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のようになるのか。

（窪山参事官）

農林水産省共通申請サービス（eMAFF）の構築に当たっては、農林水産省が所管

する全ての行政手続の申請に係る書類や申請項目等の抜本的な見直しを行った上

で、農林漁業者等が自分のスマホやタブレット、パソコンからオンラインで申請で

きるようにするものである。行政手続の中には、地方農政局等の出先機関が審査・

承認等を行うものもあるが、オンライン化による書類の削減等により、事務の簡素

化や効率化が図られるものと考えている。

また、農林水産省地理情報共通管理システムは、デジタル地図を活用して、農地

台帳、水田台帳等の農地の現場情報を統合できるようにするものであるが、その際、

統計部が整備・運用している筆ポリゴンを活用して、農地台帳、水田台帳等の農地

情報の紐づけを行うこととしている。

（大滝調査交渉部長）

イノベーション・技術開発の推進について、生産基盤強化に向けた新品種等開発

強化プロジェクトとして、農研機構が中心に、農業研究機関の新品種開発資源を結

集するとし、新規に25億円を要求している。事業目標としている新品種及び栽培技

術等の開発を2027年（令和９年）までの７年の短期間で30以上の達成に向け農研機

構はどのような役割となるのか。

（岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長）

農研機構は、主要作物の遺伝資源と新品種開発のノウハウ等を有していることか

ら、本事業の実施主体として、自ら新品種開発等の課題に取り組むとともに、全国

的な展開を図る必要があることから、地域に合った品種の育成を公設試等で実施す

るのに必要な育種素材を提供することを考えている。また、この際に必要となる指

導・助言や結果を取りまとめ、フェノタイピング技術の確立など育種のための評価

の統一化、WAGRIを通じた全国的な成果の公表を行うことも農研機構の役割と考え

ている。

（大滝調査交渉部長）

スタートアップ総合支援事業として、農研機構・生物系特定産業技術研究支援セ

ンターとこれまで推進してきた産学官連携の枠組みと連携しながら、民間企業等を

支援するとして新規で10億円を要求しているが、生物系特定産業技術研究支援セン

ターはどのような役割となるのか。

（岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長）

本事業は、『「知」の集積と活用の場』等の産学官連携の場と連携して実施する

こととしているが、生物系特定産業技術研究支援センターについては、同センター

が行う他の事業と同様に、資金配分機関として、民間企業等が行う研究開発等を支

援する役割を担うことを想定している。

（永井調査交渉部長）

食と農に対する理解の醸成のための国民運動の推進について、食料安全保障の確

立に向けた新たな国民運動推進事業として、関係団体と連携した国産の消費拡大に

繋がる国民運動を実施するとして、新規に「食を軸とした地域経済循環構築事業」

など10億円を要求しているが、地方農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠点は
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どのような役割になるのか。

（小峰参事官）

新たな食料・農業・農村基本計画においては、農は「国の基」との認識を国民全

体で共有し、食料自給率の向上と食料安全保障の確立を図るため、食と農に関する

国民運動の展開を通じた国民的合意の形成について打ち出されたところである。

これを受け、令和３年度予算要求として、新たに「食料安全保障の確立に向けた

新たな国民運動推進事業」を立ち上げ、その中で、地域の取組が全国的な国民運動

につながるよう、「食を軸とした地域経済循環構築事業」として、地域の関係者が

連携・協働した地域農林水産物の利活用や消費拡大につながる様々な取組として商

品・メニュー開発、販売促進、普及活動等に対するソフト面の定額補助による支援、

各地域における意識・行動変化等の委託による分析・評価を実施することとしてい

る。

本事業の目的達成のためには、地域ごとに異なる産業構造や抱える課題、現場の

ニーズ等を踏まえた取組の実施や、採択からその後のフォローアップまできめ細や

かな対応が必要となる。

このような観点から、最も現場に近い組織として日頃から地域の関係者と接して

いる地方農政局等及び県域・地域拠点において、通常業務を遂行する際の地域関係

者との交流の中で、本事業の内容周知、支援対象として相応しい事案を掘り起こし

て頂き、採択・執行まで一貫して実施していくことを想定している。

（永井調査交渉部長）

食育の推進と食文化の保護・継承として、栄養・教育関係者と生産者との連携推

進等の新規要求や地域の食文化の保護・継承など増額要求しているが、地方農政局

・北海道農政事務所、県域・地域拠点の地域での役割はどのようになるのか。

（片貝消費・安全局総務課長）

栄養・教育関係者と生産者との連携推進事業については、事業の執行・管理につ

いては、本省にて実施することとしているが、連携の意向がある生産者と地場産農

産物を給食に使用したい栄養・教育関係者を結びつける事業であることから、地域

における情報を把握することが必要であり、各地方農政局等においては食育推進の

ための情報収集・発信やネットワーク作りの業務の一環として、本事業に関する情

報提供やニーズの把握への対応をお願いすることを想定している。

地域の食文化の保護・継承事業については、今年度と同様に、国の委託事業とし

て実施するものであり、民間事業者が事業主体となる予定である。来年度の執行に

おいても、各地方農政局等には、今年度と同様に事業主体の執行に際し、各都府県

とも連携し地域の有識者の御推薦等の協力をお願いする予定である。なお、今年度

の増額要求は、郷土料理データベースの多言語化に関するものであり、この増額要

求関連については、本省にて実施することとしているため、現時点では、地方農政

局等への御協力等は想定していない。

（大滝調査交渉部長）

地域食農連携プロジェクト推進事業として、新規に4.6億円を要求しているが地

域の食と農に関する多様な関係者が参画した地域食農連携プロジェクト（ＬＦＰ）

に農研機構の農業コーディネーターも参画することとなるのか。
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（坂食料産業局総務課長）

地域の農林水産物を活用したローカルフードビジネスを創出するため、都道府県

において地域の食と農に関する様々な関係者が参画したプラットフォームを形成す

ることとしており、ローカルフードビジネスに関心を持つ当該地域の大学や公設試

験場等の食や農の多様な専門家の自発的な参画を想定している。

なお、農研機構の農業コーディネーターが、地域における専門家として参画いた

だくことを妨げるものではない。

（永井調査交渉部長）

５兆円目標の実現に向けた農林水産物・食品の輸出力強化と高付加価値化につい

てである。

グローバル産地づくりの強化として、「農林水産物・食品輸出プロジェクト」（Ｇ

ＦＰ）に基づき、ＧＦＰグローバル産地計画の策定などの支援として、31億円増の

36億円の大幅な増額要求をしているが、輸出事業計画の審査・認定などを行う地方

農政局等の出先機関の役割はどのようになるのか。

（坂食料産業局総務課長）

今回の増額要求においては、輸出目標５兆円の達成に向け、様々な新規要望を行

っているが、このうち、地域の食品製造事業者への支援が都道府県を交付先として

いることから、地方農政局・北海道農政事務所において交付事務を行っていただく

ことを想定している。また、県域・地域拠点には事業の周知をお願いしたい。

（永井調査交渉部長）

輸出環境整備推進事業及び食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設の整備とし

て、輸出手続きの円滑化、利便性の向上として、人員の増強や検査機器の導入等体

制整備、証明書の発行場所の拡大に向けた体制整備等を支援する輸出環境整備推進

事業32億円や食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設の整備79億円など、大幅な

増額要求しているが、原発事故関連証明書や食品の自由販売証明書、水産物の衛生

証明書などの審査・発行業務やＨＡＣＣＰ対応施設認定関連業務を行う地方農政局

・北海道農政事務所、県域・地域拠点や植物防疫所、動物検疫所、漁業調整事務所

等の出先機関の役割に変更はあるのか。

（坂食料産業局総務課長）

地方農政局・北海道農政事務所等において役割の変更はなく、引き続き、各種証

明書の審査・発行、ＨＡＣＣＰ対応施設等の認定関連業務を担っていただくことと

している。

（永井調査交渉部長）

知的財産の流出防止、規格・認証の国際化対応について、ＧＡＰ（農業生産工程

管理）拡大の推進として、農産物の輸出拡大にむけ、ＧＡＰ認証（ＧＬＯＢＡＬＧ．

Ａ．Ｐ，ＡＳＩＡＧＡＰ）の取得支援など増額要求しているが、地方農政局・北海

道農政事務所の役割はどのようになるのか。

（山口生産局総務課長）

今回の要求では、主に、オンライン審査の導入やGAP認証の取得支援を強化した

ところである。オンライン審査については民間団体への支援であるが、GAP認証の

取得支援については、これまでと同様、地方農政局等においては、都道府県やJA、
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農業者等に対する事業の周知や執行をお願いする予定である。

（永井調査交渉部長）

地理的表示保護・活用総合推進事業として、ＧＩ登録申請から登録後のフォロー

アップまでの一貫したサポート体制の構築など2.9億円の新規要求をしているが、

地方農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠点の役割はどのようになるのか。

（坂食料産業局総務課長）

概算要求中の本事業では、GI保護制度の活用促進や輸出拡大のため、GI登録申請

から登録後のフォローアップまでの一貫したサポートを行うGIサポートデスクを東

京都内に設置し、販路拡大等の活動を支援するとともに、国内及び相互保護対象国

におけるGI侵害に対する監視強化の取組を支援することとしている。

一方、地方農政局及び北海道農政事務所は、GI保護制度を所管する行政庁として

制度全般に関する相談等を受けるほか、GIサポートデスクが開催する説明会におい

てGI制度を説明するなどの対応を行うが、申請そのものへの相談についてはGIサポ

ートデスクで一元的に行うこととしている。

このほか、地方農政局及び北海道農政事務所では、GI保護制度の適切な運用を図

るため、GI登録後の生産者団体が産品の明細書に沿って生産や表示を適正に行って

いるかの定期検査やGIが不正使用されている場合には疑義産品の調査等を行うこと

となっている。

（永井調査交渉部長）

農業農村整備、農地集積・集約化、担い手確保・経営継承の推進についてである。

競争力強化・国土強靭化のための農業農村整備の計画的な推進について、「農業

農村整備事業＜公共＞」として、農業農村整備事業関係予算は、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３年度農業農村整備事業関係予算については、農業の競争力強化のための農

地の大区画化や汎用化・畑地化、新たな農業水利システムの構築、国土強靱化のた

めの農業水利施設の適切な更新・長寿命化、ため池の防災・減災対策や農業用ダム

の洪水調節機能強化、生活インフラや情報通信環境の整備等を推進することとして

おり、農業農村整備事業のほか非公共事業等を合わせて全体で対前年度比122％の5,

408億円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

ら対前年度比115％の1,932億円を要求しているところである。

（永井調査交渉部長）

農業農村整備事業費が昨年度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
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な予算を要求しているところである。

また、国営土地改良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

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

ころである。

（永井調査交渉部長）

事業所等の新設に伴う宿舎等、必要な予算は要求されているのか。

（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である。

（永井調査交渉部長）

防災重点農業用ため池緊急整備事業＜公共＞として、588億円を新規要求してい

るが、ため池工事特措法の有効期間内の地方農政局、国営土地改良事業所等の役割

はどのようになるのか。

（吉田農村振興局総務課長）

地方農政局においては、都道府県への推進計画作成に当たっての指導、助言や

事業実施のための工事要望量や予算の調整を行うこととしているところである。

なお、国営土地改良事業所等にあっては、防災重点農業用ため池の豪雨災害対

策や耐震化対策等を実施できるよう要求しているところである。

（永井調査交渉部長）

国営造成施設総合水利調整管理事業＜公共＞について、洪水調節機能の強化に係

る事業や水利権更新に係る事業として、5.9億円を新規要求しているが、地方農政

局、国営土地改良事業所等の役割はどのようになるのか。また、どこの事業所が担

うのか。

（吉田農村振興局総務課長）

本事業については、洪水調節機能の強化に係る事業と水利権更新に係る事業か

らなっており、ともに土地改良調査管理事務所において、事業を執行することと

している。なお、水利権更新に係る事業は、今年度に国営造成施設水利管理事業

で実施している内容を本事業の中で実施するものである。

（永井調査交渉部長）

農業水路等長寿命化・防災減災事業として、前年度より75億円増の333億円を要

求しているが、ため池工事特措法の施行により、ため池の保全・避難対策など地方

農政局、国営土地改良事業所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）

地方農政局においては、都道府県等が実施するため池の整備やハザードマップ

の作成などの、ため池の保全・避難対策の要望量や予算の調整を行うこととして

いるところである。

なお、国営土地改良事業所等にあっては、防災重点農業用ため池の豪雨災害対

策や耐震化対策等を実施できるよう要求しているところである。
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（永井調査交渉部長）

家族農業経営、法人経営等の担い手の確保と経営継承の促進について、経営継承

・発展等支援事業として、国と地方が一体となって、家族農業経営をはじめとする

担い手の経営を継承し発展させる取組を支援するとして、55億円の増額要求をして

いるが、地方農政局等出先機関の役割に変更はあるのか。

（前田経営局総務課長）

経営継承・発展支援事業として、新たに地域の中心経営体等の経営を継承し発展

させる取組を支援するために必要な予算を要求している。

予算の執行に当たっては、民間団体等を通じた都道府県や市町村への交付を予定

しており、地方農政局等には、現場への浸透を図るための周知、都道府県等への助

言等をお願いしたい。

（永井調査交渉部長）

植物防疫所の検疫事業費として、昨年度と同程度の要求となっているなかで、検

疫処理の国際基準化事業費やモニターシステム確立事業費など新規事業の要求があ

るが、水際侵入防止強化や厳格化対応など植物検疫の充実強化に必要な予算や集荷

地・栽培地検査等に伴う旅費等の予算、職場環境の整備に係る予算は十分に確保さ

れるのか。

（片貝消費・安全局総務課長）

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。

（永井調査交渉部長）

家畜衛生等総合対策について、家畜伝染病予防費及び国内防疫・水際対策として、

豚熱等の防疫対策を強化する改正家畜伝染病予防法が７月１日に施行される中で、

国内では、９月に半年ぶりの豚熱が発生するなど、さらなる衛生管理の徹底が重要

となっている。家畜伝染病予防費については、50億円と本年度予算に比べ36億円減

の要求となっているが発生予防対策に支障は生じないのか。

（片貝消費・安全局総務課長）

飼養衛生管理基準の強化や予防的な殺処分を可能とする家畜伝染病予防法の改正

を踏まえ、前年度に予算措置したＡＳＦ等の大規模発生に必要な金額を見直し、予

算を要求しているところである。

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。

（永井調査交渉部長）

動物検疫所の検疫事業費について、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７億円増となる23億円を要求しているが、動植物検疫探知犬の140

頭体制となる大幅な増頭に伴う補助員等の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。

（片貝消費・安全局総務課長）

動植物検疫探知犬の増頭に伴う予算については、補助員等の人件費を含め必要と
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なる予算を要求しているところである。

（永井調査交渉部長）

農山漁村の活性化についてである。

中山間地農業の所得向上を始めとした農山漁村の活性化について、農福連携の推

進として、農福連携に関する施策を推進するため、農村振興局に農福連携推進室（仮

称）を設置要求している中、前年度と同程度の予算要求となっているが、推進体制

の強化に支障は生じないのか。

（吉田農村振興局総務課長）

農福連携については、令和元年６月に内閣官房長官を議長とする「農福連携等

推進会議」において、障害者の農業分野へ参画する等の農福連携の今後の推進の

方向性をとりまとめた「農福連携等推進ビジョン」が取りまとめられるとともに、

本年３月、関係団体及び関係省とともに、国民的運動として農福連携等を応援す

る「農福連携等応援コンソーシアム」を設立したところである。

このビジョンに基づき、農福連携に関する施策を強力に推進していくため、令

和３年度概算要求においては、これらの着実な推進のため、前年度予算と同程度

の規模で要求しているところである。

（永井調査交渉部長）

鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進として、本年度当初予算に比べ61億円増

の162億円となる大幅な増額要求となっているが、地方農政局等出先機関の役割は

どのようになるのか。

（吉田農村振興局総務課長）

野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため、捕獲頭数の増加など捕獲活動

の抜本的強化の取組や、ジビエフル活用に向けた取組等の支援に必要な予算額を

要求している。

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、

交付金の交付に関する事務手続、都道府県との連絡調整等を想定している。

（永井調査交渉部長）

地方への定住促進に向けた環境整備についてである。

農村整備事業＜公共＞において、集落排水施設や農道等の再編・強靭化対策等の

支援や情報通信環境の整備を支援するとして、73億円を新規要求しているが、地方

農政局、国営土地改良事業所等はどのような役割になるのか。

また、事業目標として「小さな拠点」の形成の推進を掲げているが、総務省の新

たな過疎対策としての住民の暮らしを支えるサービスを集約する「小さな拠点」の

推進との関わりはどのようになるのか。

（吉田農村振興局総務課長）

今回の要求は、補助事業を新設するものであり、国が採択することを予定してい

る。このため、地方農政局においては、計画の審査、事業の進捗管理、実施主体へ

の指導・助言などを行う予定である。

また、本事業は、農村生活に不可欠な集落排水施設等の再編等を推進するもので

あり、事業実施に当たり、住民の暮らしを支えるサービスを集約する「小さな拠点」

の形成との整合を図ることによって、その形成の推進に寄与することを考えている。
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（大滝調査交渉部長）

森林資源の適切な管理と林業の成長産業化の実現についてである。

林業イノベーション推進総合対策として、林業イノベーション推進総合対策の林

業イノベーションハブ構築事業について、産学官のプラットフォームを構築すると

して、新規に6千8百万円を要求しているが、森林総合研究所はどのような役割とな

るのか。

（永井林野庁林政課長）

本事業については、「林業イノベーション現場実装プログラム」に掲げる技術開

発や普及等を着実に実施するための推進機関として、プラットフォームを設置し、

技術的な支援、助言等を行うこととしている。直接的には森林総合研究所との関連

はないものと考えているが、同事業は民間団体への委託を予定していることから、

森林総合研究所が事業主体として応募・採択されれば関連することもあり得る。

（大滝調査交渉部長）

水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化の実現についてである。

改正漁業法に基づく新たな資源管理の推進について、水産資源調査・計画推進事

業等として、調査船調査、市場調査、海洋観測等を拡充するとして、38億円増額し

ているが、水産庁漁業調査船「開洋丸」の代船建造予算は十分な要求となっている

のか。

また、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

する水産研究・教育機構船の計画的な修繕費、ドック経費などは確保されるのか。

（森水産庁漁政課管理官）

水産庁漁業調査船「開洋丸」の代船建造予算については、契約額に応じた金額と

なっており、要求額は十分である。

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、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。

（大滝調査交渉部長）

スマート水産業推進事業として、昨年度の予算から大幅な増額要求となっている

が、どの部分を拡充しているのか。

また、資源・漁獲情報ネットワーク構築事業について、昨年度、水産研究・教育

機構を中心とした共同実施機関により実施してきたが、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、としていたが、民間団体等に

委託したのか。まだ、水産研究・教育機構が中心に実施しているのか。

（森水産庁漁政課管理官）

主要な漁協・産地市場から、2023年度までに400市場以上を目途に水揚げ情報の

収集を行うための体制を構築することとしており、今年度はそのうち200市場以上

の情報収集体制の構築を行うための経費等を拡充要求しているところである。

令和２年度の資源・漁獲情報ネットワーク構築事業は、公募により水産研究・教

育機構を代表機関とした都道府県水産試験場、大学等で構成されるコンソーシアム

が受託し、実施しているところである。
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（大滝調査交渉部長）

新資源管理導入円滑化等推進事業として、新規に10億円を要求しているが、水産

資源調査を行っている水産研究・教育機構が資源・漁場保全支援事業に関わること

となるのか。

（森水産庁漁政課管理官）

今般要求している新事業においては、TAC・IQの導入に伴い、更なる操業制限を

行う漁業者が取り組む漁場保全活動や水産資源調査を支援することとしており、こ

れらの活動の実施に当たって、水産研究・教育機構や、都道府県の水産試験場が有

する科学的知見やアドバイスを踏まえて、より効果的な活動とすることを想定して

いる。

当該活動は、資源管理への理解の促進を目的に漁業者が実施するものであり、水

産研究・教育機構等には活動内容の検討への助言など、必要に応じて参画していた

だくという関係になっているところである。

（永井調査交渉部長）

漁業取締体制の増強、国境監視機能等の多面的機能の発揮について、外国漁船対

策等として、令和３年度末には2,000ｔの新船建造する中、指導監督及び取締費は

前年同額要求としているが、取締体制に支障は生じないのか。

また、船舶の大型化に伴う船舶運航費の増加見込みを踏まえた十分な要求額とな

っているのか。

（森水産庁漁政課管理官）

我が国周辺海域における外国漁船の操業の広域化や悪質・巧妙化等に対応するた

め、漁業取締体制の強化の一環として取締船増隻するとともに、取締装備品の充実

化や船舶の維持管理経費等を精査したところ前年度同額となったものである。

（永井調査交渉部長）

有明海再生対策として、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

の検討状況はどのようになっているのか。また、国直轄での実施状況はどのように

なるのか。

（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。

このうち調整池の水質浄化対策については、これまでに実施してきた調整池内対

策や新干拓地対策、流域対策を踏まえ、昨年８月に長崎県が第３期の行動計画を策

定したところである。今後は新たな計画に基づき、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。

（永井調査交渉部長）

統計関係についてである。

政府統計改革を踏まえた農林水産統計の総合的品質管理として、農林水産統計作

成プロセスモニタリングシステムの開発・運用経費に1.7億円を新規要求している

が、地方農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠点の統計作成業務はどのような

変更となるのか。
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（松村統計部管理課長）

調査担当者がExcelや作業日誌等の独自方法でバラバラに行なっている進捗管理

業務が、モニタリングシステムで統一的に管理されることになる。

このため、進捗状況把握、作業実績報告、各種点検結果報告等の進捗管理業務に

係る取りまとめ、報告、連絡事務等の業務が自動化され大幅に効率化されることと

なる。

（永井調査交渉部長）

専門調査員の資質向上のため、LMS（学習管理システム）を導入するとして新規

要求しているが、職員はどのように関わるのか。

（松村統計部管理課長）

LMS(学習管理システム)は、これまで専門調査員を拠点等に参集して実施してい

た一部の研修について、民間事業者がオンライン研修を実施する方法に代替するも

のであり、職員が行っていた当該研修に係る業務が合理化されることとなる。

（永井調査交渉部長）

デジタル技術等を活用した業務の効率化として、2.2億円を新規要求しているが、

どのような業務の効率化、省力化が図られるのか。

（松村統計部管理課長）

デジタル技術等を活用した業務の効率化は、回答のオンライン利用率が高まって

いる統計調査について、調査票の配布、回収、督促等について、RPA（Robotic Pro

cess Automation）を用いたe-mailの送受信の自動化、漁獲量のスマートフォンに

よる報告手法の導入、経営統計調査において、AI-OCRとRPAの活用による紙媒体調

査票の自動電子データ化、審査・データ補正を行うためのAIを導入、により、実査、

取りまとめ業務等の効率化、省力化を図るものである。

（永井調査交渉部長）

データに基づく農業経営の実現（スマート農業やEBPMの推進）として、筆ポリゴ

ン（電子的農地地図情報）の利活用の推進など増額要求しているが、地方組織はど

のように関わるのか。

（松村統計部管理課長）

筆ポリゴンに関する増額要求については、更新に係る精度の向上、履歴管理のた

めのシステム構築、筆ポリゴンの活用に関する実証事業を内容とするものである。

このことについて、地方農政局の方々と一緒に筆ポリゴンの利活用の可能性を追求

していきたいと考えているが、これらの事業を実施することで、地方組織の業務が

著しく増加するようなことは想定していない。

（大滝調査交渉部長）

独立行政法人の運営費交付金等についてである。

独立行政法人の運営費交付金について、８月に農林水産大臣あてに要求書を提出

して、運営費交付金に係る「効率化係数」の廃止等を求めてきたが、概算要求はど

のような要求となっているのか。
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（岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長）

独立行政法人に交付される運営費交付金については、国民から徴収された貴重な

財源で賄われることから、独立行政法人は運営費交付金を効率的に使用するよう努

めることとされている。

こうした中で、農林水産省が所管する６法人について、平成１３年度の独立行政

法人化以降、現在に至る、累次の中長期目標の改定の中で効率化目標を定めてきて

いる状況に鑑み、次期中長期目標となる令和３年度予算の概算要求に当たっては、

引き続き効率化目標を盛り込みつつ、必要な業務経費の確保を行うこととしたとこ

ろ。具体的には、各年度の業務の状況に応じて必要な経費を計上するとともに、知

財収入等の自己収入のうち控除対象外となる項目の拡充や効率化係数の適用除外と

なる経費の範囲の拡充など、法人ごとの状況に応じた要求を行っているところであ

る。

（大滝調査交渉部長）

所管６法人の運営費交付金の概算要求額について、農林水産消費安全技術センタ

ー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

ように要求を行っているのか。

一方、各法人の業務運営に必要な人件費、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。

（岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長）

所管法人の運営費交付金については、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、農林水産消費安全技術センターの概算要求額が今年度予算額を下回ってい

る主な理由は、退職予定者の減少による人件費の減によるものである。

（大滝調査交渉部長）

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。

（岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長）

所管法人の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。

（大滝調査交渉部長）

「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、本年４月からの

施行となっている。所管５法人の非常勤職員等に対する一時金の予算確保について、

2020年度は、各原局により予算の確保状況が異なっていたが、2021年度の雇用経費

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。

（岩間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、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。
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（宮長秘書課人事企画官）

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、小峰参事官、窪山参事官、松村統計

部管理課長、坂食料産業局総務課長、山口生産局総務課長、前田経営局総務課長、平口政策

統括官付総務・経営安定対策参事官付調整官、岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長は

退席し、第２部の出席者である中澤地方課長が着席する。

退 席：宮浦予算課長、小峰参事官、窪山参事官、松村統計部管理課長、

坂食料産業局総務課長、山口生産局総務課長、前田経営局総務課長、

平口政策統括官付総務・経営安定対策参事官付調整官、

岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長

新規着席：中澤地方課長

それでは、第２部を始める。

「令和３年度組織・定員要求」について、説明させていただく。

令和３年度組織・定員要求については、新たな基本計画に沿って、農林水産業の

成長産業化やその土台となる生産基盤の強化等に向け、農林水産行政をめぐる諸課

題に的確に対応するため、大きく４つの観点から要求を行っている。

１点目は、農政改革を更に推進するための組織の見直しについてである。

我が国農業を発展させていくためには、輸出を更に拡大するとともに、国内農

業の生産基盤を強化することが重要であり、本省について、省内の輸出関連施策

を中心に直接実行し、省横断的に強力に指揮・指導するとともに、輸出を含む対

外関係についての全体的な調整を一元的に実施する「輸出・国際局（仮称）」、耕

種農業の高収益化を強力に進めるため、米・麦・大豆等と園芸作物を一体で担当

する「農産局（仮称）」、畜産物の輸出拡大を踏まえた生産基盤の強化を担当する

「畜産局（仮称）」、食に関する新事業を創出し、国産農林水産物の需要拡大への

貢献が期待される食品産業の振興等を専門的に担う「大臣官房新事業・食品産業

部（仮称）」を設置する要求を行っている。

さらに、農地・農業用施設に係る防災・減災及び国土強靭化のための体制強化、

国内防疫及び水際検疫の適切な実施のための体制を強化する要求を行っている。

２点目は、林業分野について、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強化を図るとともに、林業労働力の確保、育成と林業経営体

の収益力向上に向けた指導を一体的に実施するため、林野庁林政部経営課に「林

業労働・経営対策室（仮称）」を設置する要求を行っている。

３点目は、水産分野について、新たな資源管理システムの実行を図るための体

制を強化するとともに、漁獲証明制度を創設し、水産物流通の適正化を図る体制

を強化するため、水産庁漁政部加工流通課に「漁獲証明室（仮称）」を設置する

ほか、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要求を行って

いる。

４点目は、その他として、農福連携に関する施策を推進するため、農村振興局

農村政策部都市農村交流課に「農福連携推進室（仮称）」を設置する要求を行っ

ている。

定員要求数については、期限付き25人を含む410人を要求しており、その内訳は、

輸出の更なる拡大や国内農業の生産基盤の強化に向けた本省組織の再編関係が

90人、頻発する自然災害や家畜伝染病等の発生に対応するための体制の充実関係



- 19 -

が107人、林業の成長産業化関係が95人、水産業の成長産業化関係が51人、農福連

携関係が10人となっているほか、イノベーション推進のための体制整備、農林水産

省デジタル政策推進体制整備など施策推進のための体制強化の要求が57人となっ

ている。地方出先機関においては、287人の新規増員を要求している。

（渡邉書記長）

今回の組織・定員要求については、今ほど説明があったが、新たな「食料・農

業・農村基本計画」に基づき、「産業政策」と「地域政策」を引き続き車の両輪

として推進し、頻発する自然災害や家畜疾病の発生、コロナ禍での食料供給リス

クなどが懸念されるなかにあっても、将来にわたって国民生活に不可欠な食料を

安定的に供給し、食料自給率の向上と食料安全保障の確立に向けた農林水産施策

を本省・地方が一体となって、円滑に推進するために必要な組織・定員要求と受

け止める。

しかし、内閣人事局が10月７日に公表した「令和３年度機構・定員等の要求状

況について」では、コロナ禍にあって、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、農林水産省だけが要求時点で減員数が増員数を上回るマイナス

要求となっている。

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、

昨年以上の大幅な新規増員要求を求めてきたことや、内閣総理大臣決定の緊急重

点分野であるCIQの実現に係る体制や新設組織に係るものは新規増員要求の厳しい

抑制から除外されていることを踏まえれば、不十分なものと言わざるを得ない。

私からは、以上を申し上げ、具体の内容について、担当より何点か伺う。

（永井調査交渉部長）

2021年度組織・定員要求についてである。

新たな基本計画に沿って、農林水産業の成長産業化やその土台となる生産基盤の

強化等に向け、農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応するため、本省の組織再

編を行うとしているが、2021年度組織・定員要求に盛り込んだ理由は何か。再編時

期をいつ頃に考えているか。

また、地方農政局及び北海道農政事務所においても同様の再編を要求しているの

か。仮に要求をしていない場合、十分に施策が地方・地域において周知され、展開

させるためには、本省・地方が一体となって推進する体制が必要と考えるがどのよ

うに対応するのか。

（宮長秘書課人事企画官）

我が国農業を発展させていくためには、５兆円という新輸出目標の達成に向け、

「農林水産物・食品輸出本部」による政府全体の司令塔機能の発揮等を通じ、輸出

を更に拡大するとともに、国内農業の生産基盤を強化することが重要であると考え

ている。これら課題の解決を図るため、令和３年度組織定員要求において、本省組

織の体制整備が必要と考えている。なお、再編時期については、今後、査定当局と

の折衝の中で、決定することになる。

また、今回は、本省組織の再編であり、地方農政局等での組織再編まで今時点で

考えているものではないが、農林水産施策を推進する上で、本省と地方組織が連携

しながら業務運営していくことが重要と考えており、既存の地方組織を活用しつつ、

業務に支障が生じないよう対応してまいりたい。
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（永井調査交渉部長）

食料産業局、生産局、政策統括官、大臣官房国際部及び生産局畜産部を「輸出・

国際局(仮称)」、「農産局(仮称)」、「畜産局(仮称)」及び大臣官房に「新事業・食

品産業部(仮称)」に再編する機構改革となっているが、再編全体として部課室など

具体的な組織体制はどのようになっているのか。

組織再編の財源として、地方農政局等からの振替要求を行っていないのか。

（宮長秘書課人事企画官）

要求する組織については、いずれも仮称であるが、「輸出・国際局」では、省内

の輸出関連施策を直接実行し、省横断的に強力に指揮・指導するよう食料産業局の

輸出関係部門を独立させるとともに、国際交渉や国際協力等の業務を通じて各国の

社会経済情勢を把握し、国際関連業務に習熟している大臣官房国際部を統合し、輸

出施策と国際交渉等を一体的に進める体制を整備することとしている。

「農産局」では、米・麦・大豆等と園芸作物等を耕種農業として一体的に取り扱

い、コスト削減を含めた生産性向上のための品目対策と機械・施設の整備支援等を

連携させ、必要な政策を総合的に企画・立案する体制を整備することとしている。

「畜産局」では、今後の更なる輸出拡大の主翼を担う畜産分野について、畜産現

場の課題解決に集中的に取り組む専門部署を立ち上げ、迅速な意思決定を行い生産

基盤の強化等に取り組む体制を整備することとしている。

「大臣官房新事業・食品産業部」では、新事業の創出に取り組むとともに、食品

産業の振興や食品流通の高度化等の既存の施策についても、新たな部を大臣官房に

設置することにより、省内各局に対する司令塔として、施策を推進していく体制を

整備することとしている。

なお、今回の再編に係る要求において、地方農政局等から本省への振替要求は考

えていない。

（永井調査交渉部長）

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

化を図る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）

本年の令和２年７月豪雨等を始めとした、近年の自然災害の頻発化・激甚化に対

応するため、既存ダムの洪水調節機能強化の推進のための体制整備、防災重点農業

用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の施行に伴う体制整備、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防災・減災及び強靱化のための

体制整備に必要な増員要求を行うこととしている。

（永井調査交渉部長）

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。
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（片貝消費・安全局総務課長）

本省においては、家畜伝染病予防法の改正を踏まえた体制強化や農産物の輸出促

進に向けた検疫協議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の増

員要求を行っているところである。

（永井調査交渉部長）

大規模な山地災害に対する防災・減災、国土強靭化を図る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。

（永井林野庁林政課長）

令和２年７月豪雨のような広域の豪雨を始め、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や、昨年の台風災害を教訓に防災基本計画が改定され

たことを踏まえ、災害発生時に、国・地方自治体等との間で専門的知見をもって機

動的に連絡調整や初動対応等を担う人的支援体制の整備、災害発生の現場で現地調

査や事業調整を行う国の現場力の確保と強化、大規模な山地災害の国による復旧整

備の実施のため、本庁森林整備部、森林管理局・署のそれぞれについて、増員要求

しているところである。

（永井調査交渉部長）

林業労働力の確保・育成と林業経営体の収益力向上に向けた指導を一体的に実施

するため、林野庁林政部経営課に「林業労働・経営対策室（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。

（永井林野庁林政課長）

林業経営体の育成指導と林業従事者の処遇改善等の対策を一体的に行うことがで

きるよう、林業労働対策室を林業労働・経営対策室に変更し、林業経営体の企業分

析を行うため、１名の増員要求を行うとともに、林業経営体の育成指導を担当する

経営育成指導班を林野庁経営課から林業労働・経営対策室に移し、３班体制から４

班体制とする要求を行っているところである。

（永井調査交渉部長）

新たな資源管理システムの実行を図るための体制を強化するとともに、漁獲証明

制度を創設し、水産物流通の適正化を図る体制を強化するため、水産庁漁政部加工

流通課に「漁獲証明室（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、漁獲証明制度への漁業調整事務所及び水産研究・教育機構

の関わりはあるのか。

（森水産庁漁政課管理官）

課長補佐２名、係長２名を新規に要求しており、合計５名体制で要求中である。

また、当該制度に係る業務を漁業調整事務所及び水産研究・教育機構において行

っていただく予定はない。

（永井調査交渉部長）

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。



- 22 -

（森水産庁漁政課管理官）

官船では、令和３年度中に、新造官船1隻及び大型化した白萩丸を竣工させる予

定であるが、新造官船の船舶職員として17人、白萩丸の三等機関士１人の増員要求

を行っている。

用船では、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10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、取締実践対策官（海事職）１人の増員要求を行い、官船に乗船し十分なス

キルを有する者を用船に乗り込ませることによるスキルアップや、現場に即した効

果的な取締方針等の立案等を担わせ、取締能力の向上を図ることとしている。

（永井調査交渉部長）

「農福連携等推進ビジョン」に基づき、農福連携に関する施策を推進するため、

農村振興局農村政策部都市農村交流課に「農福連携推進室（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、地方農政局及び北海道農政事務所は、具体的にどのように考えているのか。

特に北海道農政事務所においては、組織上、農村振興局関係に対応する部課室が

設置されていないなかで、この間、農泊事業等に対応している。農福連携関係業務

をどのように対応するのか。

（吉田農村振興局総務課長）

農福連携推進室（仮称）については、農福連携推進室長の下に、農福連携推進に

関する政策の総合的な企画及び施策の調整を担う係、また、農福連携推進に関する

事業の企画及び事業の実施指導・指導を担う係を設置し、「農福連携等推進ビジョ

ン」への適切な対応をしていく体制を要求しているものである。

地方農政局においては、各局に担当係を配置する要求をしているところである。

なお、北海道においては、本省が直接採択・事業管理事務を行っているところで

あり、北海道農政事務所に対しては、適宜情報交換をしながら推進していく考えで

ある。

（永井調査交渉部長）

定員削減・新規増員についてである。

2021年度の新規増員要求410人は、前年の要求と同数となっているが、特に水際

対策を担う植物防疫所及び動物検疫所においては、税関など同じＣＩＱのなかでも

明らかに人員が少ない状況下での業務遂行を行っており、人員不足を解消するため

には昨年以上の増員要求をすべきではなかったのか。410人以上の新規増員要求と

ならなかった理由を示すこと。

（宮長秘書課人事企画官）

新規増員の要求数については、「令和３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２年７月21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、

ＣＩＱ関係を含め、当省として要求できる最大限の数を要求しているところである。

（永井調査交渉部長）

新規増員要求の内訳を、部局・機関別毎に示すこと。

また、時限要求は、昨年より４人少ない25人としているが、その内訳と理由、時

限年次を示すこと。
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（宮長秘書課人事企画官）

部局・機関別毎の新規増員要求数について、本省庁分は、大臣官房10人、統計部

２人、消費・安全局10人、食料産業局12人、生産局18人、経営局２人、農村振興局

５人、政策統括官５人、技術会議事務局２人、林野庁14人、水産庁43人である。ま

た、地方出先機関分は、植物防疫所23人、動物検疫所30人、動物医薬品検査所２人、

地方農政局96人、農地事業所32人、北海道農政事務所９人、森林管理局及び森林管

理署86人、漁業調整事務所９人である。

このうち、期限付きの要求については、令和４年度末期限が、農林水産省デジタ

ル政策推進体制の整備で大臣官房に１人、令和５年度末期限が、インボイス制度導

入に対応する体制の整備で食料産業局、経営局、林野庁及び水産庁に各１人、農協

経営の持続性確保のための体制整備で経営局に１人、令和７年度末期限が、農林水

産省デジタル政策推進体制の整備で大臣官房に２人、生産構造改革に向けた体制整

備等で生産局に４人、水産基盤整備における施工推進体制の強化で水産庁に１人、

病害虫のまん延防止や早期根絶を図るための体制強化で植物防疫所に１人、経営所

得安定対策等の手続電子化の推進のための体制整備等で地方農政局に10人、北海道

農政事務所に１人の合計25人である。

（永井調査交渉部長）

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、2021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は、どのように考えているのか。

（宮長秘書課人事企画官）

「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３年度の定員合理化目標数は401人となる。

また、令和３年度における自律的再配置については、旅費等内部管理業務共通シ

ステムの事務集約化に対応するための体制整備などにより、205人の要求を行って

いる。

（永井調査交渉部長）

内閣人事局が10月７日に公表した「令和３年度機構・定員等の要求状況について」

では、コロナ禍にあって、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、

農林水産省だけが要求時点で減員数が増員数を上回るマイナス要求となっている。

内閣総理大臣決定の緊急重点分野であるCIQの実現に係る体制や新設組織につい

ては、増員抑制が除外されていることを踏まえ、農林水産省としてこの機に大幅な

新規増員要求を行わない限り、現行定員削減計画期間中も農林水産行政に必要な定

員を確保することができないと考えるが、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。

（宮長秘書課人事企画官）

内閣人事局の公表資料についてであるが、当該資料記載の新規増員要求数には、

時限増員の「25人」が含まれておらず、これを加えると、当省の新規増員要求数は、

昨年同数の410である。一方、他府省の時限増員を含む新規増員要求数について昨

年の要求数と比較すると、新型コロナ感染症の拡大防止のための体制整備、防災・
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減災、国土強靭化や治安・海上保安の基盤強化などの内閣の重要施策に係る多数の

要求を行わざるを得ない一部の省のみが昨年を上回る要求を行っているところであ

り、それ以外の府省庁は前年度要求数を下回っている。このような中、農林水産行

政をめぐる諸課題に的確に対応するため、ＣＩＱ関係を含め、当省として要求でき

る最大限の数を要求しているところである。

（永井調査交渉部長）

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のなか、県域・地域拠点でもフルタイム再任用を配

置できるようになったが、今後も多くの退職者が見込まれるなかで、職員の希望通

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。

（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。

（永井調査交渉部長）

行政職（二）、医療職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、2020年度において、船舶職員４人（海事職（一）

１人、海事職（二）３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適切に実施してまいりたい。

（永井調査交渉部長）

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、昨年度とほぼ同数である１人増の96人、北海道農政事務所も昨年

度より１人増の９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。

（中澤地方課長）

地方農政局等の定員については、輸出の更なる拡大や国内農業の生産基盤の強化、

頻発する自然災害への対応強化、農福連携に関する施策の推進など、新たな農政展

開に向け必要な要求がなされている。

（永井調査交渉部長）

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、地方参事官室の増員を考えているのか。
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（中澤地方課長）

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３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、米穀流通の監視担当職員が監

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

ころであるとともに、令和３年度組織・定員要求の中において、手続電子化の推進

等のための本局の職員の増員を要求しているところであり、都道府県拠点での業務

をフォローできるよう体制を強化することとしている。

これらのことから、地方参事官を含め、県域・地域拠点の増員要求は行っていな

い。

（永井調査交渉部長）

地方農政局、北海道農政事務所については、100人を超える新規増員要求が昨年

から継続されるとともに、県域・地域拠点への若手職員の配置も一部であるが実施

されていることは、労使が共通の認識を持って対応してきた成果と評価するが、こ

の間、退職者数に見合った新規採用者や若手職員が配置されないため、組織の活性

化が図られず将来不安は増大し続けている。地方農政局、北海道農政事務所、県域

・地域拠点における安定的な業務運営や技術の継承には、退職者数に見合った新規

採用、中途採用、若手職員及びフルタイム再任用等を計画的に配置し、盤石な県域

・地域拠点を確立する必要があることは、この間の交渉等においてその考えが示さ

れているが、2021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）

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、引き続き計画的な配置に努めてまいりたい。

（永井調査交渉部長）

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３年度に新たに６事業所、１建設所及び３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、

建設所では６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、いずれも４月１日を予定している。一方、

廃止事業所等は、４事業所、１建設所及び２支所について廃止する。なお、事業

所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。
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（永井調査交渉部長）

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。

（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。

（永井調査交渉部長）

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昨年度より４人少ない23人を、動物検疫所において昨年度よ

り１人増の30人をそれぞれ要求しているが、入国制限の段階的な緩和による水際対

策の強化が求められるなか、海外でのＡＳＦの発生などによる輸出入検疫体制の強

化、輸出促進等に伴う検疫業務が増加している。ＣＩＱ関係として大幅な増員要求

が必要と考えるが、探知犬の大幅な増頭対応を含め十分に対応可能となる定員要求

となっているのか。

（片貝消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、訪日外国人旅行者の増加に伴う輸入検疫業務の体制強化、

農産物の輸出促進に向けた体制整備など、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、アフリカ豚熱などの越境性動物疾病の侵入リスクが高ま

る中で、国際航空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

国人旅行者の増大に対応するための増員要求を行っているところである。

なお、動植物検疫探知犬の増頭は民間委託で行うこととしており、業務の拡大に

伴う補助員等の確保に必要な予算を要求しているところである。

（永井調査交渉部長）

水際対策の強化が求められるなか、現場からは、動植物検疫探知犬の増頭に伴う

検疫業務の増大も懸念されており、新規増員要求数を確実に確保するよう重ねて求

める。

両職域においては、引き続き、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受け

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業務量は確

実に増加すると想定されるが、確実な人員配置が行えるのか。

また、昨年度の新規増員要求に伴う人員は、この10月から確実に配置できたのか。

（片貝消費・安全局総務課長）

人員が限られている中で、各所の業務執行体制、業務量等を勘案して配置してい

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、中途採用を行うなど人員確保に努めてまいり

たい。

また、引き続き業務量等を勘案しながら人員の調整や応援体制を維持できるよう
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努めてまいりたい。

（永井調査交渉部長）

漁業調整事務所についてである。

漁業調整事務所は、昨年度、要求数が21人から10人に大幅に減少し、本年度はさ

らに少ない９人となっているが、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。

（森水産庁漁政課管理官）

漁業取締の重要性は変わらないものの精査の上９人の増員要求を行っている。

具体的には、北海道漁業調整事務所に漁業監督指導官、船舶管理係長を各１人、

新潟・仙台の各漁業調整事務所に漁業監督指導官を各１人、境港・九州の各漁業調

整事務所に漁業監督指導官、漁業監督専門職を各１人、瀬戸内海漁業調整事務所に

捜査専門官を１人要求している。

（永井調査交渉部長）

漁業取締り体制の強化を図るなか、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が、どう体制をつくって

いくのか。

これまでも、悪質・巧妙化する外国漁船に対する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。

（森水産庁漁政課管理官）

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10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17人、白萩丸の三等

機関士１人、取締実践対策官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。

（永井調査交渉部長）

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
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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）、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。

(渡邉書記長)

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、査定省との間において短期間での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、新型コロナウ

イルス感染症拡大に不安を抱えながらも、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、定員削減計画が継続される中で、全省庁で当初要

求数に対する査定結果がこれまでの６割強から2020年度は８割を超えたのに対し、

農林水産省は２割から３割強に抑えられており、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ことは、この間も指摘してきたところ

である。持続可能な農林水産業の推進に向け、本省・地方が一体となって対応し

ていくためにも、今回の定員要求数を確実に確保することを第一義に、最低限、

他省庁並みに８割以上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。

なお、本省組織の再編など組織の見直しについては、地方組織の体制も含めて、

労働条件に大きく影響を与えることとなることから、前広な情報提供を行うとと

もに我々と十分な協議を行うよう求める。

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３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。
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（宮長秘書課人事企画官）

以上をもって、令和２年度第１回労使間意見交換会を終了する。


