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平成23年度 第４回労使間意見交換会

議事要旨

（開催要領）

１．開催日時：平成23年（2011年）10月13日（木）14:42～16:00

２．場 所：統計部第１会議室（北別館３階ドア№314）

３．出 席 者：

農林水産省 枝元 真徹 大臣官房秘書課長

同 新井 毅 大臣官房文書課長

同 佐藤 速水 大臣官房予算課長

同 德田 正一 大臣官房地方課長

同 榎本 雅仁 大臣官房環境政策課長

同 嘉多山 茂 消費・安全局総務課長

同 大内 秀彦 食料産業局総務課長

同 塩川 白良 経営局総務課長

同 鳩山 正仁 農村振興局総務課長

同 村上 堅治 農林水産技術会議事務局総務課長

同 太田 豊彦 水産庁漁政部漁政課長

同 小松 米夫 大臣官房秘書課人事調査官

同 山口潤一郎 大臣官房秘書課調査官

全農林労働組合中央本部 石原 富雄 副委員長兼調査交渉部長（非現業担当）

同 柴山 好憲 書記長

同 岡本 吉洋 財政局長

同 原子 秀夫 調査交渉部長（独法担当）

同 間 英輔 組織教宣部長

（概要）

（山口秘書課調査官）

定刻になったので、平成23年度第４回労使間意見交換会を開催する。

開会に当たり、枝元秘書課長から今回の労使間意見交換会の趣旨について説明い

ただく。

（枝元秘書課長）

本日は、「平成24年度組織・定員要求」及び「平成24年度予算概算要求」を議題

とした労使間意見交換会を開催することとした。

「平成24年度組織・定員要求」及び「平成24年度予算概算要求」については、総

務省あるいは財務省に提出した要求の概要を今回の資料として提示しており、その

平成23年度 第４回労使間意見交換会



- 2 -

平成23年度 第４回労使間意見交換会

内容について意見交換したいと考えている。

いずれの議題も重要な案件であり、有意義な意見交換としたいので、御協力を御

願いする。

（山口秘書課調査官）

本日の労使間意見交換会は、秘書課長からも説明いただいたように、議題が２つ

あることから、それぞれの議題ごとに実施することとしたい。

本日の配布している資料であるが、第１部で使用する資料が、資料１の「平成24

年度組織・定員要求について」、第２部で使用する資料が、資料２の「平成24年度

農林水産予算概算要求の概要」及び資料３の「東日本大震災により被災した庁舎の

改修実績・見込調べ」である。

これらの資料の労使間意見交換会終了後の取扱いであるが、議事要旨とともに農

林水産省ＨＰ及び職員掲示板に掲載することとする。

それでは、第１部を開催することとする。

まず、第１部「平成24年度組織・定員要求」についての出席者の紹介をする。

当局側として、枝元秘書課長、新井文書課長、德田地方課長、嘉多山消費・安全

局総務課長、鳩山農村振興局総務課長、村上農林水産技術会議事務局総務課長、太

田水産庁漁政部漁政課長、小松秘書課人事調査官、それに私、進行役を務めさせて

いただく秘書課調査官の山口です。

次に、職員団体側として、石原副委員長兼調査交渉部長、柴山書記長、岡本財政

局長、原子調査交渉部長、間組織教宣部長。

それでは、資料１の「平成24年度組織・定員要求について」について新井文書課

長に御説明いただく。

（新井文書課長）

資料１の「平成24年度組織・定員要求について」説明する。

平成24年度組織・定員要求については、本年９月１日に大きな組織再編があった

ため、来年度については大きな組織の要求はしていない。一方で東日本大震災、原

子力災害等への対応を農林水産省に対して喫緊に求められていること及び食と農林

漁業の再生等現下の農林水産省の政策課題に的確に対応するために必要な組織・定

員を要求しているところである。

要求内容については、定員合理化数770のところ、新規増員要求768と例年に比べ

震災対策等新しい業務が増えているため、極めて大きい要求をしている。

これらの要求については出先機関が重要であることから、大臣からの指示に基づ

き出先機関については496の新規増員要求を行っているところである。

主な内容については、東日本大震災対策として114人、これは震災の復旧・復興

及び農業者経営への支援等のために要求している。次に原子力災害対策として160

人、これは損害賠償への対応、安全性のモニタリング、放射性物質の除染等を適切
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に行うために要求している。その他防災・減災・安全対策として、被災地域でない

地域の防災対策あるいは植物防疫所、動物検疫所等の防疫対策等の体制の強化を含

めて273人、また、食と農林漁業の再生等の関係で６次産業化の推進及び再生可能

エネルギーの推進等新しい業務に的確に対応するための体制整備として221人を要

求している。全体で広い意味での東日本大震災からの復興の基本方針関係で524人

を要求している。

（柴山書記長）

今回の組織・定員要求については、東日本大震災対策、原子力災害対策、食と農

林漁業の再生等現下の農林水産省の政策課題に的確に対応するための要求と受け止

める。

しかし、現在においても、非現業・独立行政法人に働く一人ひとりが各々の持ち

場で全力で取り組んでいる中で、770人の定員削減合理化が求められることは、円

滑な農林水産政策の推進に影響を及ぼすことになる。また、農林水産省は、過去４

年間に政府全体の定員純減の１／２にのぼる4,600人を負担し、そのうち2,600人を

府省間配置転換で対応してきた。定員削減の達成に懸命に努力してきた上に、他省

庁より格段に重い削減数を押しつけられたことは、極めて遺憾と言わざるを得ない。

農林水産政策展開に伴う事務・事業を効率的・効果的に遂行するためには、最低

でも組織・定員要求を満額確保することが必要と考える。各級段階の職員が安心し

て職務が遂行できるよう最大限の対応を要請する。

私からは以上を申し上げ、今回の組織・定員要求の内容について、担当より何点

か伺いたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

それでは、私から何点か伺いたい。

まずは、新規増員要求についてである。

総務省は、10月５日に各府省が総務省行政管理局に提出した2012年度機構・定員

の要求状況を公表した。その概要は、増員7,927人に対し、減員▲6,184人となって

おり、差し引きで1,743人の増となっている。また、増員のうち、2,123人が東日本

大震災関連として要求しており、殆どの省庁が定員削減数に対して増員要求を行っ

ている。

こうした中、農林水産省は定員削減770人に対し、新規増員が768人と減員▲２人

の要求となっているが、新規増員に対する農林水産省としての考え方について伺い

たい。

（新井文書課長）

平成24年度の組織・定員要求については、東日本大震災対策、原子力災害対策、
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食と農林漁業の再生等現下の農林水産省の政策課題に的確に対応するために必要な

組織・定員について、過去にない増員数を要求。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

５月に行った国家公務員給与引き下げに係る総務大臣交渉において、私たちは定

員削減の凍結を要求し、総務大臣からは、「現時点で大幅な純減目標を掲げて定員

削減に取り組む状況ではない。定員の検討にあたっては、昨年と同じような手法を

踏襲するものではない」との回答が示され、各府省の要望をしっかり踏まえて対応

していくことを確認している。

農林水産省の定員状況は、この間の定員純減で非常に厳しいことから、総務大臣

との交渉経過を踏まえ、今回の定員要求については、しっかりと確保することを重

ねて要請する。

（新井文書課長）

しっかり対応したい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、本省、地方農政局、北海道農政事務所、地域センターについてである。

東日本大震災対策、原子力災害対策、食と農林漁業の再生等により、新たに組織

・定員の変更はあるのか。その上で、農業者戸別所得補償制度の適切な実施、６次

産業化の推進、輸出戦略の立て直し等の事業が円滑に推進できる体制となっている

のか。

また、原子力災害対策関係（安全性の調査、作付・流通の指導、損害賠償への対

応、風評被害対策、放射性物質の除染・廃棄物処理）を推進する部署はどこなのか。

（新井文書課長）

本省の課以上の組織の新設・再編等規模の大きい組織改正は地方組織も含めて予

定していない。

なお、戸別所得補償制度や６次産業化等これらの業務が円滑に推進できるように、

事項別に「戸別所得補償制度の実施状況の調査・検討」、「国内食料産業の育成支

援」、「食と農林漁業の再生等に係る６次産業化に係る統計調査の体制強化」、

「林業における６次産業化の推進」及び「輸出検査・証明書の発行等農林水産物の

輸出支援」を、定員要求しているところ。

また、原子力災害対策関係については、大臣官房食料安全保障課が、省内外との

連絡調整等総合的な調整を、

また、
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① モニタリングについては、消費・安全局、生産局、水産庁

② 風評被害については、食料産業局、生産局、林野庁、水産庁、地方農政局、

北海道農政事務所

③ 農林畜水産物の安全性の確保については、各局庁品目所管課

④ 放射性物質の除去については、大臣官房環境政策課、生産局、農村振興局、

農林水産技術会議事務局、林野庁、水産庁、森林管理局

⑤ 損害賠償対応については、大臣官房食料安全保障課等

⑥ 被害に係る農業者・事業者からの相談対応として、東北・関東農政局本局及

び管内地域センター（新潟県を含む。）

を予定している。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、国営土地改良事業所等についてである。

2012年度の事業所、建設所、支所の新設・廃止はどのような要求となっているの

か。

本年度は、長寿命化に転換することに対応するため、土地改良調査管理事務所及

び土地改良技術事務所等に、国営事業所から228名の定員が移動したが、2012年度

はどのような対応を考えているのか。

また、集落による用排水路の保全活動を支援する農地・水保全管理支払いの導入

に伴い、国営事業所から10か所の地域センターに農地・水保全管理官が配置された

が、2012年度はどのような対応を考えているのか。

更に、農地、農業用施設等の復旧・復興対策や関連する補助事業の推進に必要な

定員は確保されているのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

平成24年度に新設を要求している事業所等は、事業所３か所、支所２か所である。

他方、廃止予定の事業所等は、事業所４か所、支所２か所である。なお、これら

については、今後の予算編成過程を経て決定されるものであることをご理解願いた

い。

本年度は、土地改良施設の長寿命化に大きく政策転換を図ったことに伴い、国営

事業所から土地改良調査管理事務所及び土地改良技術事務所に228名の定員を移動

したところ。

平成24年度は、東日本大震災関連の災害復旧等を推進する事業所の拡充を除いて

大幅な定員の移動は考えておらず、土地改良調査管理事務所及び土地改良技術事務

所は現在の定員規模を基本として、土地改良施設に係る長寿命化対策の円滑な事業

の推進に努めていくこととしている。

なお、平成23年度においては、農地・水保全管理支払交付金の内容の周知･調査･

相談等の対応を現場に近いところでより一層推進するため、10か所の地域センター
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に農地・水保全管理官を設置したところ。

平成24年度においては、施設の長寿命化のための活動や高度な農地・水の保全活

動への支援等新たな業務を含む同施策の円滑な推進のための体制整備を全国で行う

こととし、地方農政局等所在府県や東京、神奈川、大阪を除く各県の県庁所在地の

地域センター等に所要の定員を要求しているところ。

農地、農業用施設等の復旧・復興対策や関連する補助事業の推進については、こ

れまでのところ、本省、東北農政局及び関係事業所等において全力を挙げて実施し

ている

平成24年度においては、復旧・復興対策等のより円滑な実施に向けて、本省、東

北農政局及び関係事業所に所要の定員を要求している。

なお、関連する補助事業については、地方公共団体が事業主体となるものであり、

関係する事業所において国営事業との関連があれば調整は行うが、これに係る定員

要求はしていないところ。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、植物防疫所・動物検疫所・動物医薬品検査所についてである。

海外からの家畜伝染性疾病、植物病害虫の侵入・まん延の防止及び発生時の国内

防疫強化を図るため、植物防疫所・動物検疫所においてはどのような組織・定員要

求となっているのか。また、動物医薬品検査所における組織・定員要求はどのよう

になっているのか。

更に、動植物防疫体制の強化を図るため、水際における動植物検疫体制及び初動

体制の強化、プラムボックスウイルス等の重要病害虫の調査の強化及び特別防除の

実施を掲げているが、どのような実施体制を考えているのか。

植物防疫所出張所における１人庁の対応をどう考えているか。

（嘉多山消費・安全局総務課長）

植物防疫所及び動物検疫所においては、関西空港のLCC運行などの需要に応える

とともに、我が国への家畜伝染病・植物病害虫の進入防止等を強化するための組織

・定員要求を行っているところ。

植物防疫所においては、隔離検疫体制、病害虫リスク管理体制、精密検定体制及

び病害虫の侵入警戒体制の強化等に伴う組織・定員要求を行っているところである。

なお、緊急防除については、主な実施主体である地方自治体との連携により、効

果的な防除を実施することとしており、このため、必要に応じ植物防疫所間での連

携体制を図り円滑に対応することとしている。

動物検疫所においては、平成23年４月の家畜伝染予防法の改正に伴う水際の検疫

体制強化に伴う要求を行っているところであり、平成23年10月から実施している入

国者への質問及び携帯品の消毒等の対応の強化や、検疫探知犬の導入拡大に対応す

るため、各空海港において、地方空港への出張要員も含めて、十分な人員を配置で
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きるよう増員を要求しているところである。

動物医薬品検査所では、家畜伝染病の病原体管理業務体制、国際交流体制、動物

用医薬品承認審査体制等、家畜防疫体制の強化に伴う組織・定員要求を行っている

ところである。

植物防疫所の出張所についてはこれまでも、業務量等に応じた要員を配置するよ

う見直しを行っている。この中で、業務量の減少等により職員１名で対応すべき１

人庁の出張所が発生している。

１人庁の出張所での業務については、基本的には１人で対応可能な業務量と考え

るが、業務の重複時や職員の休暇の取得等により対応が困難となった場合は、近隣

の出張所、支所、本所からの職員の応援体制を取っている。

今後とも適切な植物検疫体制の確保のための体制整備を進めてまいりたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

先に中央本部が取りまとめた植物防疫所、動物検疫所、動物医薬品検査所におけ

る諸課題について、５月に一定の見解をいただいているところであるが、欠員の解

消、業務に見合った要員の確保が引き続きの課題となっている。

先程説明があった家畜伝染予防法の改正に伴う検疫の試行では、「人的リソース

が十分でない」、「検疫体制の強化で業務が増加する一方、業務の効率化が限界に

達している」、重要病害虫への対応については、「発生時に的確な対応がとれるよ

う人員の確保が急務である」などの意見が現場から出されている。先程説明のあっ

た増員要求がしっかり確保できるよう努力を要請する。

（嘉多山消費・安全局総務課長）

しっかり確保するよう対応していきたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、漁業調整事務所についてである。

東日本大震災からの復旧・復興、漁業取締体制の強化を図るため、漁業調整事務

所においてはどのような組織・定員要求をしているのか。

また、取締体制の充実強化を図るため、漁業監督指導官の２名乗船体制が実現で

きる定員要求をしているのか。

（太田水産庁漁政部漁政課長）

東日本大震災からの復旧・復興、漁業取締体制の充実強化を図るため、漁業調整

事務所において、

① 東日本大震災対策に係る漁業関係者等との連絡調整のための体制強化に伴う



- 8 -

平成23年度 第４回労使間意見交換会

増

② 漁業取締体制の充実強化を図るため、漁業監督指導官の２名乗船体制などの

体制整備に伴う増

③ ＶＭＳ導入等に伴う漁業取締情報管理体制の強化に伴う増

④ 漁業取締船の漁業取締活動の強化に伴う増

の定員要求を行っている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

船舶及び漁業調整事務所の課題については、要請書に取りまとめ、４月28日に官

房長に提出し、一定の見解をいただいている。

欠員の解消、業務に見合った要員の確保を要請する。

次に、農林水産技術会議についてである。

農林水産技術会議については、2011年度組織定員要求において、「政務三役主導

により、農林水産分野の技術開発政策と行政や民間との連携機能を十全に発揮でき

る枠組を構築」とされていたが、2012年度における組織・定員要求はどうなってい

るか。

（村上農林水産技術会議事務局総務課長）

農林水産技術会議における平成24年度組織・定員要求については、東日本大震災

からの復興に向けた体制を強化するため、被災地域における農林水産業の再生に必

要な技術開発及び放射性物質の除染技術開発に必要な定員を要求しているところ。

当該技術の開発に当たっても、行政部局との連携強化や横断的な試験研究機関間

の連携強化など、昨年とりまとめた農林水産技術会議のあり方見直しに即して、取

り組む考え。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、平成24年度級別定数改定要求についてである。

私たちは、行政職（一）の３級、４級の定数拡大、特に地域センター及び本省係

長の４級の定数拡大、行政職（二）の本省５級定数、地方農政局の３級定数の拡大、

専門行政職の３級、４級定数拡大について要求してきたところである。

級別定数の改定要求について、どのような要求内容となっているのか。

なお、行政職（二）の運用基準の緩和、医療職（三）及び海事職（一）、（二）

の昇格については、喫緊の課題であることをこの間の交渉において申し上げてきた

ところである。

処遇改善が図れる級別定数改定となるよう、最大限の対応を要請する。
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（枝元秘書課長）

行政職（一）の級別定数改定については職員の処遇改善の観点から、人事院への

平成24年度級別定数改定要求に際し、特に、年齢構成上の山となっている中位級

（行政職（一）３～６級）を重点に定数の拡大と職務評価の適正化を要求している

ところである。

また、行政職（二）、専門行政職及び海事職（一）、（二）の級別定数について

も、定数の拡大を要求しているところである。

行政職（二）、医療職（三）及び海事（一）、（二）の昇格については、運用基

準の緩和、暫定定数の設定等、弾力的に運用されるよう人事院に要望を重ねてきた

ところであり、今後も引き続き努力して参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

最後に、前々回の意見交換会において、今後のブロック間の人員の不均衡の解消

については、退職者及び定員事情も見据えた上で検討するとの回答がなされたが、

地方農政局における今後の人事異動に関して伺いたい。

（德田地方課長）

人事異動については、今後の定員削減、新規要求の査定状況等を見据えた上で検

討することとなる。

なお、文書課長から説明のあったとおり、昨年に続き、非常に厳しい合理化目標

が示されたところであり、これに対し省全体として合理化数に近い数の新規要求を

行っているが、東日本大震災からの復旧・復興並びに福島第一原発事故への対応が

政府の最優先課題である中、地方農政局に関しては、東北、関東、更には東北管内

でも被害の大きい岩手、宮城、福島県に要求員数が集中している状況にある。

こうした状況も踏まえ、人事異動に関して検討して参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

例年11月１日現在で記入している職務希望調書については、どのような取り扱い

となるのか。

（枝元秘書課長）

職務希望調書を記入いただくスケジュール等についても、定員削減、新規の定員

要求の査定状況等を踏まえて検討することとしているところである。
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（山口秘書課調査官）

以上を持って第１部を終了する。

第１部のみの当局出席者は、ご退席いただき、第２部の出席者に御着席いただく。

それでは、第２部を始めたい。第２部は当局側として、枝元秘書課長、佐藤予算

課長、榎本環境政策課長、嘉多山消費・安全局総務課長、大内食料産業局総務課長、

塩川経営局総務課長、鳩山農村振興局総務課長、村上農林水産技術会議事務局総務

課長、太田水産庁漁政部漁政課長、小松秘書課人事調査官に参加いただく。

まず、予算課長から資料２の「平成24年度農林水産予算概算要求の概要」につい

て御説明いただく。

（佐藤予算課長）

それでは、お手元の白本について概要を説明させて頂く。平成24年度農林水産予

算概算要求の骨子の総括表について、農林水産予算総額としては、要求、要望額合

わせて2兆3,293億円、対前年度比で102.6％を要求している。そのうち、公共事業

が5,436億円、同じく対前年度比104.6％、非公共事費が1兆7,858億円、対前年度比

101.9％ということで要求している。

２ページ目では、公共事業費一覧ということで、農業農村整備事業については、

昨年度の2,129億円から24年度の概算要求においては、重点化措置要望も活用して、

2,222億円ということで、対前年度比104.4％を要求している。林野公共については、

治山事業、森林整備事業合わせて1,885億円、対前年度比105.3％を要求している。

水産基盤整備については、761億円、対前年度比105.2％を要求している。この他、

農山漁村地域整備交付金が333億円、それに災害復旧等を加えて、総額5,436億円と

なっている。なお、注２に書いているとおり、この他に内閣府が計上するものとし

て、地域自主戦略交付金、今年度に創設されたいわゆる一括交付金と、地域再生基

盤強化交付金、いわゆる道の交付金・港の交付金・汚水処理の交付金を内閣府が計

上している。

３ページ目では、今回の24年度概算要求においては、「日本再生重点化措置」と

いうことで、総額政府全体として７千億円程度を措置するということが組み替え基

準で決定された。農林水産省においては、許された要望総額1,664億円の範囲で目

一杯要望をしているところである。内訳は、非公共事業として、戸別所得補償制度

関係で米価変動補填交付金1,028億円、米価変動補填交付金所要額全体は昨年の概

算要求なり概算決定で決められた1,391億円だが、このうち特別会計で見切れない

分一般会計から繰入をする必要がある。その金額が1,028億円ということで、米価

変動補填交付金については、実質まるまる日本再生重点化措置で要望するというこ

とになっている。公共事業については、農業については農地の大区画化を図る事業

を、森林・林業については路網整備の加速化を図る事業、水産については、流通拠

点漁港の整備及び広域的な漁場の資源回復を図る事業を要望している。また、この

他に集中豪雨等による災害防止対策として、農地の湛水被害の防止、山地における

再度災害の防止、沿岸農地の浸水被害の防止に関連する災害防止事業を合わせて63
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5億円を要望したところである。

４ページ目では、24年度概算要求においては、いわゆる歳出の上限71兆円の他に、

別途管理ということで、東日本大震災からの復旧・復興対策を要求している。農林

水産省全体として58事業、2,934億円を要求しているところである。詳細な事業名

は５ページから７ページに掲げているところであり、大半は今年度の１次補正から

３次補正に盛り込まれた事業についての24年度の所要額を要求しているところであ

る。

８ページ以降に通常要求の重点事項を掲げている。これについては、逐一説明は

省略させて頂くが、８月に取りまとめられた「食と農林漁業の再生のための中間提

言」に基づく事業を中心に、他方で行政レビューを通じた歳出見直しも合わせ、い

わゆるメリハリをつけた予算要求、概算要求ということで、そのうち重点事項によ

るものをまとめている。この関係での説明は省略させて頂く。

（山口秘書課調査官）

資料３として、「東日本大震災により被災した庁舎の改修実績・見込調べ」をお

示ししている。国土交通省を中心に対応を検討中である盛岡地域センター宮古支所

庁舎を除き、他の庁舎については、既に改修を終えているか、予算措置済み又は平

成23年度第３次補正予算、平成24年度当初予算で要求中の対応となっており、順次

改修が進められることとなっている。

以上の説明を踏まえて意見交換を行いたい。

（柴山書記長）

今回の概算要求については、厳しい財政事情のもと、大震災からの復興対策を優

先すると同時に、財政健全化への取り組みが最重点課題とされている。そのような

中、農林水産省としての概算要求は、東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経

費の別途要求、7,000億円規模とする「日本再生重点化措置」としての要望額、な

ど、重点的・戦略的な予算編成のための「組み替え基準」に基づく要求・要望と考

えている。

一方、財務省は、2012年度予算概算要求の一般会計総額が過去最大の99兆円程度

に達し、このうち震災復興費3.4兆円、日本再生重点化措置の要望額は1.9兆円に上

ったと公表している。

そのような中で政府は、予算編成過程において、「裁量的経費のみならず、義務

的経費等についても、行政刷新会議による事業仕分け等を通じ、聖域なく制度の根

幹にまで遡った見直しを実施し、必要に応じ、より優先順位の高い施策の財源に充

当する」としている。

先の夏季・秋季要求回答交渉の際にも要請しているが、大震災からの復興を軌道

に乗せるとともに、農業者戸別所得補償制度、農山漁村の６次産業化、優良農地の

確保など、国家戦略である食と農林漁業の再生のためには必要な予算の確保が不可
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欠である。

今後の予算編成過程において、査定省との厳しい折衝が予測されるが、これらの

要求・要望額の確保に向けて最大限の努力を要請する。

私からは以上を申し上げ、今回の概算要求の内容について、それぞれ担当より何

点か伺いたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

私から、本日説明のあった内容とそれに付随する課題について伺いたい。

まず、予算概算要求全般についてである。

2012年度予算概算要求の編成について、先の夏季・秋季要求回答交渉において、

「近年の厳しい財政事情を背景とした作業方針を踏まえ、相当メリハリの効いた予

算にしていくことが不可欠」との回答が示されたところであるが、食と農林漁業の

再生を実現する予算とするため、どのようなメリハリをつけているのか。

また、震災対応による超過勤務手当の増額及び北海道農政事務所の超勤単価の改

善は、義務的経費としてどの程度要求しているのか。

（佐藤予算課長）

平成24年度予算については、行政事業レビュー等において、既存予算の徹底的な

見直しを行った。非公共で630億円程度の財源捻出を行った。

一方で、我が国の食と農林漁業の再生を実現するため、「我が国の食と農林漁業

の再生のための中間提言」（平成23年８月２日食と農林漁業の再生実現会議）に即

して必要な予算を要求している。

具体的には、

① 新規就農促進に向けた就農給付金の交付（158億円）や農地集積の促進（協

力金制度創設（66億円））

② ６次産業化を促進のための６次産業化プランナーの増員、施設整備等の総合

的な対策（108億円）、再生可能エネルギーを地域主導で供給する取組の推進

（28億円）のほか、これらに係るファンドの設立等の取組の推進（200億円

（財投資金））

に対応する予算を盛り込んでいる。

③ さらに、農業農村整備対策については、公共・非公共合わせて、3,000億円

超を要求するとともに、農業生産関連の施設（果樹の選果場、カントリーエレ

ベーター等）の整備（新規95億円）にも配慮することとしている。

④ 鳥獣被害対策についても、24年度予算は、昨年度と同額（113億円）を措置。

このほか、「日本再生重点化措置」に係る特別枠については、米価変動補塡交付

金と農・林・水の公共事業を要望（1,664億円）することとしている。
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（枝元秘書課長）

超過勤務手当は、予算上、義務的経費に含まれている。

平成24年度の超過勤務手当予算の概算要求において、震災からの復興業務を始め

とする業務全般の超過勤務の状況等を踏まえ、増額要求を行っている。

また、北海道農政事務所についても戸別所得補償等重要政策への対応等を踏まえ、

増額要求したところである。

今後その確保に向けて努力して参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

５月に行った総務大臣との交渉において、私たちは東日本大震災への対応を踏ま

えた必要な超勤予算の確保を求め、総務大臣からは、「超勤予算は各府省が確保す

るものであり、総務大臣としてもそういった要請を行い対応を求めたい」との回答

が示されている。

現在、昼夜を問わず本省・地方が一体となって、復旧・復興対策に対応している

ところであり、超過勤務手当がしっかり確保できるよう努力を要請する。

（枝元秘書課長）

努力して参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

「日本再生重点化措置」として要望する事業として、農業者戸別所得補償制度を

はじめ５つの対策を要望しているが、これら事業を要望するにあたっての考え方を

示していただきたい。また、予算編成過程における検討スケジュールはどうなって

いるのか。

（佐藤予算課長）

「日本再生重点化措置」の要望に当たっては、

① 非公共事業については、一定のまとまった額が計上され、かつ、農業者への

セーフティネットを提供し、マニフェスト施策として新成長戦略にも位置付け

られた農業者戸別所得補償制度の柱の一つである「米価変動補塡交付金」を要

望

② 公共事業については、各省との競争の中でも予算が確保できる事業として、

成長戦略に掲げている「将来の成長に真につながる」メニューに絞って要望

したところであり、平均以上の予算獲得に万全を期したところ。

なお、「日本再生重点化措置」については、概算要求組替え基準において、予算

編成に関する政府・与党会議を設置し、政府・与党一体となって取り組むこととさ

平成23年度 第４回労使間意見交換会
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れているが、具体的なスケジュールは、事業仕分けも含めて現時点では未定である。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、農業農村整備対策予算についてである。

農業農村整備対策予算について、東日本大震災からの復旧・復興対策と合わせた

要求額とその内容はどうなっているのか。そのうち、国営土地改良事業所等に関す

る予算はどうなっているのか。

また、概算要求は、2012年度における国営土地改良事業所等の事務・事業が計画

的かつ円滑に推進できる内容となっているのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

農業農村整備対策予算のうち農業農村整備事業は2,222億円、農地・水保全管理

支払交付金のうち向上活動支援交付金(長寿命化対策)は62億円、戦略作物拡大・防

災保全整備事業は270億円を要求・要望額とし、合計は2,554億円。

農業農村整備対策予算の復旧・復興対策枠は別途477億円を要求し、要求・要望

額2,554億円と合わせ 3,031億円（対前年比126.5％）を要求している。

なお、農業農村整備対策予算のうち国営事業に関する予算は、国費1,567億円(対

前年比125.6％）を要求している（復旧・復興枠含む）。

また、農業農村整備事業については、平成24年度概算要求において、農業水利施

設等の保全管理や防災・減災対策の強化、担い手への農地集積を促す基盤づくり等

に必要な予算を要求している。

今後とも、農業農村整備事業等に係る事務・事業を計画的かつ円滑に推進するた

めに、必要な予算の確保に努める所存。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

東日本大震災からの復旧・復興対策には、国直轄で行う事業はあるのか。また、

これに伴う事業所等の新設はあるのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

東日本大震災からの早急な復旧に向けて、農林水産省は、農地・農業用施設等に

係る直轄災害復旧事業等の予算として平成23年度第１次補正において、約126億円

を確保しているが、事業所等の新設はない。

平成23年度第３次補正においても、土地改良法特例法による直轄災害復旧事業を

迅速に進めるべく、所要額の確保、併せて、事業推進に向け必要不可欠な事業所等

の新設についても財務当局等と調整中である。

平成24年度当初予算においても、復旧・復興対策に必要な所要額265億円を要求
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しているが、この関連では、平成23年度第３次補正で立ち上げる事業所の本格化を

除いて、事業所等の新設はない。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

2011年度第３次補正において、事業所等の新設について財務当局等を調整中との

ことだが、２年目の予算となる2012年度災害復旧等事業費が前年度と同額の要求で

事業に影響は生じないのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

東日本大震災関連の災害復旧等事業費については、当面必要な予算額を第３次補

正予算において要求しているところ。

災害復旧等事業は、例年、災害の発生状況に応じて、当初予算だけでは対応でき

ない所要額を、補正予算等で確保しており、今後とも、当初予算を上回る災害が発

生した場合は、財務当局と調整の上、必要額を確保していく方針。

なお、平成24年度当初の災害復旧等事業費においては、東日本大震災以外の災害

への対応を想定している。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門への対応について、現在の検討状況と今後のス

ケジュールはどうなっているのか。

（鳩山農村振興局総務課長）

諫早湾干拓の潮受堤防排水門については、昨年12月の福岡高裁判決の確定に伴い、

国は、平成25年12月までに開門すべき義務を負っており、開門の実現に向けて対応

している。

９月23日には、鹿野大臣はじめ政務三役が長崎県を訪問し、長崎県関係者と意見

交換を行った。その際、長崎県関係者からの防災上・営農上・漁業上の懸念の声を

受けて、鹿野大臣の判断で調整池の水位を現状維持とする「ケース３－２」を基本

として進めたい旨を伝えたところ。

開門については、長崎県側は「開門に断固反対」、佐賀県側は「全開とすべき」

など関係者の間で様々な意見があり、今後とも、関係者の方々と誠心誠意、話し合

い、理解と協力が得られるよう努めていく。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、農業者戸別所得補償制度についてである。
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８月９日の３党合意文書では、「平成24年度以降の制度のあり方については、政

策効果の検証をもとに、必要な見直しを検討する」こととなっているが、概算要求

は前年同額となっている。政策効果の検証はどのような状況なのか。

（塩川経営局総務課長）

農業者戸別所得補償制度は、農業が食料の安定供給や多面的機能の維持という重

要な役割を担っていることを評価し、意欲ある農業者が農業を持続できる環境を整

えるもの。

今年度の加入申請者は、７月末時点で昨年度を約３万人上回っており、また、ア

ンケート調査では、モデル対策に加入した農業者の４人に３人は制度を継続すべき

と回答。

さらに、農業者や地方公共団体からは、この制度を安定的に実施してほしいとの

要請が多数寄せられているところ。

８月９日の３党合意では、「平成24年度以降の制度のあり方については、政策効

果の検証をもとに、必要な見直しを検討する」こととされているところ。

今後の３党協議に際しては、農林水産省としても、加入状況、支払い実績等の客

観的データを整理してお示しするなど、誠実に対応していく考え。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、農山漁村の６次産業化についてである。

６次産業化の担い手の資本力強化増強のため、農林漁業成長産業化ファンド（仮

称）の創設を要求しているが、経営支援の内容及び地方農政局等における役割はど

うなるのか。

また、農林漁業の成長産業化の実現事業として、108億円を新規要求しているが、

地方農政局等における推進体制及び業務運営はどうなるのか。

（大内食料産業局総務課長）

農林漁業成長産業化ファンド（仮称）が成長資本の提供と一体的に行うハンズ・

オン支援（経営支援）については、

① 農林漁業者と他産業の事業者とのビジネス・マッチングに始まり、

② 専門家等の人材の派遣、

③ 経営戦略の策定、販路の開拓等の支援

等を行うことを内容として想定している。

こうした経営支援を効率的・効果的に推進していくためには、地方農政局等が既

に取り組んでいる６次産業化プランナー等の助言・サポート体制を最大限に活用す

ることが重要であるため、それに向けた連絡調整を新しくやっていく機構、機構が

使っていくサブファンド（地域ファンド）の組成と並行して実施していくこととし

ている。
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また、今後のサブファンドの組成や投資案件の発掘に当たっては、各ブロックに

おける６次産業化推進のネットワークの中核である地方農政局等が管内の先進的な

農林漁業者や自治体、地方銀行、地元企業等に対して積極的に働きかけを行うこと

等により、その役割を遺憾なく発揮することを期待している。

農林漁業の成長産業化の実現事業については、食と食を作り出す農山漁村の資源

や環境に関連する産業を育成・発展させ、他産業の持つ革新的技術の融合により新

しい雇用・所得を農山漁村にもたらす必要がある。

このため、農林漁業の成長産業化の実現のため、

① ６次産業創出対策として４５億２千２百万円、

② 輸出戦略の立て直しとして１４億９百万円、

③ 新事業創出対策として４９億６百万円

を要求しているところ。

これらの予算要求については、既存の事業を組み替えて要求しているものであり、

地方農政局等においては、現行の推進体制で業務運営を図って参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、農山漁村再生可能エネルギー対策についてである。

農山漁村再生可能エネルギー導入事業を推進するにあたり、地方農政局等におけ

る役割をどのように考えているのか。また、小水力等可能エネルギー導入促進にあ

たり、国営土地改良事業所等の役割はどうなるのか。

（大内食料産業局総務課長）

農山漁村再生可能エネルギー対策についてであるが、農山漁村に豊富に存在する

資源を再生可能エネルギーとして最大限活用することにより、雇用と所得を創出し、

農山漁村の活性化につなげていくことが重要である。

このため、農山漁村再生可能エネルギー導入事業を要求し、農林漁業者主導の再

生可能エネルギーの活用モデル構築などの取組を推進する必要がある。

また、事業の実施に当たっては、地域の事情に精通する地方農政局等の役割が重

要であり、地域における取組等の情報収集、補助金の執行事務、事業実施主体への

指導・監督等を行っていただくことが適切と考えているところ。

これらの業務に対応するため、地方農政局等における再生可能エネルギー推進に

係る組織・定員要求を行っているところ。また、予算要求の内容について積極的に

情報提供を行い、効果的な事業執行を行っていただける条件整備を図って参りたい。

（鳩山農村振興局総務課長）

国営土地改良事業所等の役割についてであるが、小水力等再生可能エネルギーの

導入促進については、喫緊に推進すべき課題と考えており、関係事業地区において
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国営土地改良事業所等の役割が重要であることから、今後とも十分連携をとって推

進して参りたい。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、原発被害対策関係についてである。

原発被害対策関係として、放射性物質による農畜産物等影響実態調査対策を要求

しているが、実施主体はどこになるのか。

また、農地及び森林等における除染対策を推進するため、どのような要求をして

いるのか。また、どのような実施体制を考えているのか。

（嘉多山消費・安全局総務課長）

農畜産物等影響実態調査対策であるが大きく分けて２つある。１つ目は、農畜産

物等の放射性物質濃度の調査で濃度を調査するためのものと、２つ目は、飼料及び

肥料等の基準を設定する関係で科学データをとるものがある。濃度の調査の方は、

１つ目は各県がサンプリングして検査する際に検査能力が無い場合に検査機関を斡

旋して、料金は国で負担する形で行っていくものや、消費・安全対策交付金の中で

各県が行う検査の機器の整備である。

飼料及び肥料等の放射性物質の実態調査は、民間団体等に委託して行うものであ

る。

（榎本環境政策課長）

農林水産省においては、平成23年度の東日本大震災復旧・復興予備費において農

地及び森林における除染技術の開発・実証等に係る予算を措置したところ。

他方、農地及び林地における除染の実施に必要な予算については、環境省が一括

計上予算として要求しているところであり、その実施に際しては環境省等との一体

的な連携の下、取り組んでまいる所存。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、動植物防疫対策の推進についてである。

動物検疫所及び植物防疫所の検疫事業費は、2011年度当初予算に比べ減額した要

求となっているが、「農畜産物の振興・食料の安定供給・公衆衛生の向上」という

政策目標の達成に影響はないのか。

一方、水際での防疫体制を強化するため、検疫探知犬の増頭など所要の要求をし

ているが、どの程度の増頭を考えているのか。また、羽田空港において、動物検疫

所の予算で検疫探知犬を導入し、植物防疫所と共同で使用、管理・ハンドリングを

しているが、それぞれの組織において施設・備品等の整備に必要な予算要求をして
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いるのか。

更に、大和隔離ほ場の移転にあたり、維持管理に必要な施設整備費等を要求して

いるのか。

（嘉多山消費・安全局総務課長）

東日本大震災の復旧・復興への対策が重要となっている現状において、植物防疫

所及び動物検疫所においても、所要の予算を要求したところ。

植物防疫所においては、大和圃場の移転等、重要な項目については所要額を要求

しており、今回の予算要求が昨年度当初予算に比べ減額していることをもって、

「農畜産物の振興・食料の安定供給・公衆衛生の向上」という政策目標の達成に影

響することはない。

また、動物検疫所においては、改正された家畜伝染病予防法に基づく海外からの

入国者に対する質問や携帯品の消毒、検疫探知犬の増頭、近隣アジア諸国から輸入

される加熱処理畜産物等の検査体制の強化に必要な経費等を要求しているものであ

り、同様に政策目標の達成に影響はない。

なお、動物検疫所の検疫事業費が今年度当初予算に比べ減額となっているのは、

昨年単年度で要求した移動式レンダリング装置実証費が24年度年に計上されていな

いためである。

検疫探知犬については、現在、成田空港、関西空港及び羽田空港に２頭ずつ配置

しており、平成24年度は、中部空港及び福岡空港にそれぞれ２頭ずつ増頭し、また、

高齢になった成田空港の２頭を更新することとして、必要な予算を要求している。

平成23年度に動物検疫所において予算を確保した羽田空港における検疫探知犬の

導入については、植物防疫所と共同で使用、管理、ハンドリング業務を行う予定で

あり、それぞれの組織において応分の負担となるよう、必要な経費を配分して対応

することとしている。

大和圃場の移転に関して必要な施設整備費については、特定国有財産整備特別会

計で平成21年から23年の３カ年の間に措置されており、今年度中には施設は完成予

定である。

なお、移転に関する経費、光熱水料及び備品等については平成24年度の予算要求

を行っている。

（原子調査交渉部長）

次に、全農林が組織する10独立行政法人の予算についてである。

2012年度予算概算要求の運営費交付金及び施設整備費補助金は、どのような要求

となっているのか。
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（佐藤予算課長）

平成24年度独立行政法人運営費交付金及び施設整備費補助金概算要求については、

９月20日に閣議決定された「平成24年度予算の概算要求組替え基準について」及び

各独法の中期計画に即し、研究独法については第３期の中期計画、農畜産業振興機

構及び農業者年金基金については、第２期の中期計画であるが、

① 各研究独法については、対前年度一般管理費３％減、業務経費１％減、

② 農畜産業振興機構については、対前年度一般管理費1.3％減、業務費１％減、

③ 農業者年金基金については、対前年度一般管理費3.25％減、業務費1.36％減

として要求を取りまとめたところである。

平成24年度農林水産省所管の独立行政法人向け交付金の概算要求額は1,068億円、

23年度予算額に比べ12億円減、及び施設整備費補助金の概算要求額は21億円、23年

度予算額に比べ25億円減としたところである。

（原子調査交渉部長）

東日本大震災からの復旧・復興対策として要求する事業のうち、独立行政法人が

実施する事業はあるのか。

また、事業推進に必要な予算は、運営費交付金と別に要求しているのか。

（村上農林水産技術会議事務局総務課長）

復旧・復興対策として要求している事業のうち、独法が実施するものとしては、

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が、農林水産政策における様々な課

題の解決に資するイノベーション（技術革新）の創出を目指した基礎的な研究及び

応用研究を支援するイノベーション創出基礎的研究推進事業がある。

平成24年度予算概算要求において、東日本大震災からの復旧・復興対策事業とし

て、このイノベーション創出基礎的研究推進事業を拡充し、復興枠を設け、被災地

からのニーズを受け公的研究機関と民間企業が共同して実施する研究開発について、

提案公募を通じて委託費を出すという事業を設けることとしている。

なお、当該事業は形式的には運営費交付金の中に入っているが、拡充部分につい

ては通常の人件費等とは別に増額要求しているところ。

（原子調査交渉部長）

津波により大きな被害を受けた水産総合研究センター施設の復旧・整備費はどの

ように要求しているのか。

（太田水産庁漁政部漁政課長）

水産総合研究センター施設について、今回の地震、津波により全壊した「宮古栽

平成23年度 第４回労使間意見交換会
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培漁業施設」及び水産工学研究所の「球面波水槽設備」については、被災地の水産

業復興に貢献するため、平成23年度第３次補正予算における整備を要求していると

ころ。

（原子調査交渉部長）

新規就農総合支援事業にかかる農業者育成支援事業では、「高度な経営力、地域

リーダーとしての人間力等を養成する高度な農業経営者教育機関等に支援する」と

しているが、農業者大学校の役割はどうなるのか。このような中、平成24年度以降

の農業経営者教育の運営主体及び予算はどうなっているのか。また、学生募集はい

つから行うのか。

（塩川経営局総務課長）

既にご案内のとおり、現行の農業者大学校における教育については平成23年度ま

でであるが、24年度予算の概算要求に当たっては、持続可能な力強い農業の実現に

向けて、就農希望者や経営発展を目指す農業者のレベルを向上させ、今後の地域農

業のリーダーとなる人材の層を厚くすることを目的に、

① 農業者大学校などの地域の中核となる農業教育機関の教育の強化に向けた支

援のみならず、

② 高度な農業経営者育成教育を実施する教育機関への支援

に取り組むなど、国として、農業経営者育成教育を一層推進する観点から「新規

就農総合支援事業（農業者育成支援事業）」を要求したところ。

平成24年度以降の新たな農業経営者育成教育は、意欲的に教育に取り組む民間法

人を公募により選定し、実施することとしている。なお、学生募集については、選

定された教育機関において時期を定めて行われるものと考えている。

（石原副委員長兼調査交渉部長）

次に、2011年度第３次補正予算についてである。

第３次補正予算については、先の夏季・秋季要求回答交渉において、「東日本大

震災からの復旧・復興対策について、「水産復興マスタープラン」に即した漁業・

養殖業と一体となった取り組み、「農業・農村の復興マスタープラン」に即した生

産基盤の整備や農業経営の再建等に取り組む考え。除染対策については、森林や農

地における除染技術の開発・実証等を進める」との回答が示されたが、具体的な要

求額及び内容はどうなっているのか。

（佐藤予算課長）

第３次補正については、現在、与野党協議が行われているところであるが、当省
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関係予算は、総額9,900億円程度で調整しているところである。農林水産省として

は、東日本大震災からの復旧・復興対策について、県、市町村とも連携を取りつつ

復興を進めているところであり、水産業の復興の関係では、漁業、養殖業復興支援

事業に810億円程度、水産業の共同利用施設の復旧関係で980億円程度、漁港関係の

復旧関係で2,340億円程度とそれぞれ要求しているところである。また、農業の復

興に向けて、公共事業として、農地、農業用施設災害復旧事業として2,080億円程

度を要求しているところである。また、林業においても、復興木材安定供給等の対

策として1,390億円程度を要求している。その他除染体策としても、農地における

実証事業20億円程度、森林における実証事業２億円程度のほか所要の額を要求して

いるところである。

（柴山書記長）

予算概算要求及び組織・定員要求について、それぞれ説明いただいたが、冒頭、

申し上げたとおり、来年度予算を巡っては、厳しい財政事情を背景に、今後の予算

編成過程においても更に徹底した歳出削減が求められるものと思われる。

また、組織・定員についても、国家公務員の人件費２割削減や地方分権改革の動

向により、査定省との厳しい折衝が見込まれる。

しかしながら、東日本大震災からの復旧・復興、食料自給率の向上、農林水産業、

農山漁村の振興・再生は正に喫緊の課題である。

３月11日の大震災以降、農林水産省に働く職員・組合員については、東北地方、

本省も含めて昼夜を問わず奮闘している状況にある。ある意味では、予算が付くか、

定員が付くかということは、組織のモチベーションにつながる。

また、最近は公務員バッシングが厳しくなっており、職員のモチベーションが下

がる傾向にある中で、限られた予算、定員で農林水産行政を推進をしていかなけれ

ばならない。要望額を含めた予算の確保、事務・事業を遂行するための組織・定員

がしっかりと確保されるよう最大限の努力を要請する。

（枝元秘書課長）

今回説明した平成24年度組織・定員要求及び平成24年度予算概算要求については、

東日本大震災からの復旧・復興及び食と農林漁業の再生等、現在の当省の政策課題

に的確に対応するために必要と考えており、その確保に向け努力してまいりたい。

（山口秘書課調査官）

それでは、以上を持って平成23年度第４回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


