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平成30年度第１回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成30年９月13日（木）16:27～18：07（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 前 島 明 成 大臣官房秘書課長

同 杉 中 淳 大臣官房予算課長

同 吉 本 俊 彦 大臣官房地方課長

同 神 井 弘 之 大臣官房統計部管理課長

同 沖 和 尚 消費・安全局総務課長

同 谷 村 栄 二 食料産業局総務課長

同 菅 家 秀 人 生産局総務課長

同 大 島 英 彦 経営局総務課長

同 松 本 平 農村振興局総務課長

同 松 尾 浩 則 政策統括官付総務・経営安定対策参事官

同 川 合 豊 彦 農林水産技術会議事務局研究調整課長

同 森 田 健 児 林野庁林政課林政課長

同 栗 原 秀 忠 水産庁漁政部漁政課長

同 塚 田 孝 二 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、平成30年度第１回労使間意見交換会を開催する。

開会に当たり、前島秘書課長から今回の労使間意見交換会の趣旨について説明する。

（前島秘書課長）

本日は、「平成31年度農林水産予算概算要求の概要」と「平成31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。

（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。
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本日の配付資料は、第１部資料として「平成31年度農林水産予算概算要求の概要」、第

２部資料として「平成31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、「平成31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、前島秘書課長、杉中予算課長、吉本地方課長、神井統計部管理課長、沖

消費・安全局総務課長、谷村食料産業局総務課長、菅家生産局総務課長、大島経営局総務

課長、松本農村振興局総務課長、川合農林水産技術会議事務局研究調整課長、森田林野庁

林政課長、栗原水産庁漁政課長、塚田秘書課人事調査官、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、「平成31年度農林水産予算概算要求の概要」について、杉中予算課長から説

明させていただく。

（杉中予算課長）

平成31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、「平成31年度農林水産予算概算要求の骨子」を御覧いただきたい。

農林水産予算総額については、シーリングに基づく要求上限額である２兆7,269億円、

対前年度比118.5％で要求している。

内訳は、公共事業費の要求額が8,308億円、対前年度比121.1％、非公共事業費の要求額

が１兆8,962億円、対前年度比117.3％である。

３頁は、公共事業費の一覧である。

農業農村整備事業については、農地の大区画化による競争力強化・国土強靱化を進める

ため、対前年度比122％の3,917億円を要求している。また、治山事業が729億円、森林整

備事業が1,468億円、水産基盤整備事業が854億円と、いずれも対前年度比122％で要求し

ている。
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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。

平成31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」等に基づく農

林水産業全般にわたる改革を着実に実行する予算として、８つの柱立てに沿って要求して

いる。

最初の柱は「担い手への農地集積・集約化等による構造改革の推進」である。

農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を加速化するとともに、農業分野

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

き方改革」の推進に必要な予算額を要求している。

２番目の柱は「水田フル活用と経営所得安定対策の着実な実施」である。

米政策改革の着実な実施に向けて、水田活用の直接支払交付金について必要な額を要求

している。

また、収入保険制度について、来年１月からの保険期間の開始に向けて、制度の実施に

必要な経費を要求している。

３番目の柱は「強い農業のための基盤づくりと「スマート農業」の実現」である。

農業農村基盤整備関係予算をそれぞれ増額要求しているほか、今般の豪雨災害を受け、

ため池対策を緊急的・総合的に支援する。

次に、産地・担い手の発展状況に応じた切れ目のない機械・施設整備を支援するため

「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」を新たに要求している。

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

の構造改革の推進に必要な予算額を要求している。

さらに、先端技術を活用した「スマート農業」の全国展開に向けた実証に必要な予算額

を新たに要求している。

４番目の柱は「農林水産業の輸出力強化と農林水産物・食品の高付加価値化」である。

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

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

の形成支援に必要な予算額を新たに要求している。

また、規格・認証、知的財産の戦略的推進や６次産業化、食品ロスの削減等に取り組む

ため、必要な予算額を要求している。

５番目の柱は「食の安全・消費者の信頼確保」である。

重要病害虫対策や家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止に必要な予算額を要求して
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いる。

６頁に進んで、６番目の柱は「農山漁村の活性化」である。

日本型直接支払に引き続き取り組むとともに、中山間地農業の活性化支援や「農泊」の

推進、鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進に必要な予算額を要求している。

７番目の柱は「林業の成長産業化と生産流通構造改革の推進」である。

森林経営管理法に基づく新たな森林管理システムを推進するため、「林業成長産業化総

合対策」として、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

に対する重点的な支援に必要な予算額を要求している。

また、昨今の激甚な豪雨災害等に対応し、山地防災力を強化するため「治山事業」を増

額要求している。

８番目の柱は「水産改革を推進する新たな資源管理と水産業の成長産業化」である。

水産業の基礎である水産資源の適切な管理を図るため、水産改革の柱として、新たな資

源管理システムの構築に必要な予算額を要求している。

また、厳しい資源管理の下で漁業の成長産業化を図るための水産業の構造改革に向けて、

漁船漁業の構造改革や沿岸漁業の競争力強化等に必要な予算額を要求している。

さらに、水産改革と一体で水産資源を守るため、外国漁船対策等の強化に必要な予算額

を要求している。

なお、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく農林水産分野における対策に必要な

経費については、今後の予算編成過程で検討することとしている。

以上が、平成31年度概算要求に係る説明である。

（岡本書記長）

９月７日に財務省が公表した2019年度一般会計概算要求・要望額では、各省庁の総額が

102兆7,658億円となり、５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、未曽有の大規模自然災害が続発す

る中にあって、防災・減災対策など国土強靭化を進めるための農業農村整備、治山・森林

整備、水産基盤整備など生産基盤の整備、米政策改革の着実な推進、先端技術を活用した

「スマート農業」の推進、農林水産物・食品の輸出拡大、食の安全・消費者の信頼確保、

農山漁村の活性化、林業・水産業の成長産業化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
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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。

今後の予算編成の過程において査定省との厳しい折衝が予想されるが、必要な要求・要

望額が満額確保されるよう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

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。

「平成31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」としている。農林水産省の次年度予算額

が対前年度比118％と大幅に増額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。

（杉中予算課長）

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状況等を踏まえ、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、増額要求を行ったところである。

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）

平成31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。

（杉中予算課長）

本年７月10日に閣議了解された「平成31年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針

について」において、「新しい日本のための優先課題推進枠」は、「経済財政運営と改革

の基本方針2018」や「未来投資戦略2018」等を踏まえた諸課題に該当するものについて措

置するとされている。
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当省においては、水産政策改革の実現に向けた「新たな資源管理システムの構築」など、

総額4,971億円を要望したところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「平成31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。

（杉中予算課長）

平成30年度については、当省において、369の事業を対象として行政事業レビューを実

施した。

この中で、本年６月に開催した公開プロセスにおいては、「農山漁村地域整備交付金」

など２事業について「事業内容の一部改善」、「飼料生産型酪農経営支援事業」について

「事業内容の一部改善」又は「廃止」、「国際農業協力等委託・補助事業」など４事業に

ついて「事業全体の抜本的改善」、「農林水産物の品目別輸出促進緊急対策事業」につい

て「廃止」という評価結果をそれぞれいただいたところである。

当省としては、評価結果を真摯に受け止め、各事業の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）

「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に基づく農林水産分野における対策に係る経費につい

ては、協定発効に向けた関係国における国内手続の動向も踏まえつつ、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、その規模や特徴など、どのよう

に考えているのか。

（杉中予算課長）

「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく農林水産分野における対策に係る経費につ

いては、「政策大綱」において「農林水産分野の対策の財源については、ＴＰＰ等が発効

し関税削減プロセスが実施されていく中で将来的に麦のマークアップや牛肉の関税が減少

することにも鑑み、既存の農林水産予算に支障を来さないよう政府全体で責任を持って毎

年の予算編成過程で確保する」とされていることを踏まえ、昨年と同じく概算要求時点で

は「事項要求」とし、秋以降の予算編成過程で検討することとしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「担い手への農地集積・集約化による構造改革の推進」についてである。
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農地中間管理機構等による担い手への農地集積・集約化の加速化について、昨年度の当

初予算192億円と同額の要求となっているが、「人・農地プラン」を尊重した農地利用集

積・配分の促進に必要な要求額となっているのか。

また、農地中間管理機構による農地集積の状況が平成29年度実績で55.2％という状況の

中、更なる加速化のため機構の手続きの見直しや機構以外の農地集積手法の見直し等を進

めるとしているが、具体的にどのような見直しを検討しているのか。

（大島経営局総務課長）

農地中間管理機構法の附則の規定に基づく、いわゆる５年後見直しは、この秋に検討を

本格化させていくこととしており、法制度の見直しと併せ、関係する財政措置のあり方に

ついても予算編成過程で具体的に検討することとしている。

このため、概算要求段階での要求額については、ひとまず現行の仕組みを前提に、これ

までの実績等を踏まえて算定している。

人・農地プランについては、担い手への農地集積・集約化等につながる実質的なプラン

への見直しを推進する方向で考えており、機構関連事業についても、このような新しい人

・農地プランの考え方を踏まえ、そこで目指す農地利用のあり方の実現に資する仕組みと

なるよう予算編成過程で一体的に検討していく考えである。

法制度の見直しの方向性は、関係各方面との議論も踏まえた今後の検討の中で具体化し

ていくものであるが、例えば、現場において、煩雑で時間が掛かるとの声がある機構の手

続きの見直し等が論点になるものと考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

機構が借り入れている農地について、農業者の申請・同意・費用負担によらず、都道府

県が行う基盤整備を支援する事業として要求しているが、地方農政局等の業務に変更はあ

るのか。

（松本農村振興局総務課長）

農地中間管理機構関連農地整備事業については、制度の変更に関する要求は行っていな

いことから業務内容についての変更は生じない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農業支援外国人適正受入サポート事業については、農業分野等において就労する外国人

材が働きやすい労働環境の整備の推進として、昨年度の倍額となる４億円を要求している。

政府の「骨太方針2018」を踏まえ、外国人の就労を認める新たな在留資格の創設が検討さ

れているが、関連はどのようになるのか。
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また、昨年度「地方農政局経営支援課も参画し、関係機関と連携・分担の下、特定機関

の基準適合性の確認、特定機関に対する巡回指導、必要に応じて派遣先農業経営体に対す

る現地調査等を実施することとなる。」との見解であったが、どのような対応となってい

るのか。予算増加により地方農政局における業務に変更はあるのか。

（大島経営局総務課長）

本年６月の「経済財政運営と改革の基本方針2018」に方向性が盛り込まれた外国人材の

受入れに関する新制度については、現時点で対象業種等は決まっていないが、当省の所管

業種においても、近年外国人材活用のニーズが高まっていること等も踏まえ、政府部内で

の検討に積極的に参画しているところである。

要求額が増額となっているのは、外国人材の農業等に関する知識及び技能を評価・確認

するための試験の作成・実施の支援について、対象業種の増にも対応できるようにしたも

のであるが、引き続き、民間団体が実施することを想定しているため、本事業の予算執行

に関して言えば、地方農政局の業務に変更はない。

また、昨年度の見解は、国家戦略特区制度で創設された「農業支援外国人受入事業」に

おける地方農政局の業務に関するものであり、北陸、東海、近畿農政局においては、今年

度より「適正受入管理協議会」の構成員として参画しており、特定機関の基準適合性の確

認等が始まっているところである。

なお、新制度の制度設計の具体化はこれからであるが、政府方針どおり来年４月から施

行ということになれば、地方農政局には、新制度の周知や受入機関等への巡回、助言活動

等をお願いすることになると考えている。

（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。

収入保険制度については、本年秋から加入受付開始、来年１月から保険期間がスタート

することとなるが、頻発する集中豪雨による土砂災害など、大規模気象災害が増加する中、

セーフティネットとしての加入の増加が見込まれ、加入促進など制度を円滑に運用するた

めの万全な体制整備が必要と考えるが、地方農政局等の地方出先機関の役割はどのように

なるのか。また、国庫負担金等の予算は十分に要求されているのか。

（大島経営局総務課長）

地方農政局等の地方出先機関については、ＮＯＳＡＩ全国連が業務委託先の農業共済組

合等と連携して行う収入保険の加入申請等の事務処理に直接関わることはないが、現場と

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

組に対する支援のほか、職務上接する農業者やＪＡ等の関係機関に対して、収入保険の補
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償内容、補てんの仕組み等のポイントの紹介など制度の普及のための取組みを引き続きお

願いしたい。

また、収入保険の実施に必要な平成31年度予算については、今後具体化する加入見通し

等を踏まえ、必要な金額を確保すべく、財政当局と折衝してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「強い農業のための基盤づくりと「スマート農業」の実現」についてである。

農業農村整備事業関係予算は、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。

（松本農村振興局総務課長）

農業農村整備事業の関係予算について、平成31年度概算要求では、農業農村整備事業本

体の3,917億円のほか、関連事業として農山漁村地域整備交付金の農業農村整備分が767億

円、関係非公共事業の農地耕作条件改善事業が367億円、農業水路等長寿命化・防災減災

事業が254億円であり、合計で対前年度比122％となる5,305億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111％の1,843億円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）

地方農政局及び国営土地改良事業所等については、欠員の増加や予算増加に伴う前倒し

発注などにより業務量が増加しているのに対し、必要な要員が配置されていないため超過

勤務が常態化している。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、不払い残業を生じさせないために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・監督事務の外注化

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。

（松本農村振興局総務課長）

超過勤務手当については、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

が、予算の効率的な執行に努めるとともに、超過勤務の縮減についても十分留意しながら

対応してまいりたい。また、現場技術業務による工事の発注・監督事務の外注化や非常勤

職員の雇用などに必要な経費については、国営土地改良事業の円滑な推進に支障が生じな

いよう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）

国営土地改良事業所等では、各事業所等から被災地支援業務に出張対応しているが、次
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年度以降の見通しはどうか。また、必要な旅費等を要求しているのか。

（松本農村振興局総務課長）

被災地の復旧・復興の状況や被災地の要望等を踏まえて判断することになるが、被災地

への支援は引き続き必要となると考えられる。

また、事務費については、被災地への支援に必要な旅費等を含め国営土地改良事業の円

滑な推進に支障が生じないよう予算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）

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。

（松本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

な推進のための予算額が確保されていると考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

７月の西日本豪雨災害を受け、下流の家屋等に被害を及ぼす恐れの高いため池について、

緊急的・総合的な対策を支援するとしているが、今後、ため池緊急点検調査のような国が

直接関わる支援を考えているのか。

（松本農村振興局総務課長）

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

早急に進めるため、農林水産省では、被災市町村等に対して、国の職員である水土里災害

派遣隊を派遣し、農地、農業用施設等の被害調査等の支援を行っているところ。今後につ

いては、被災地の復旧・復興の状況や被災地の要望等を踏まえて判断することになるが、

被災地の支援は引き続き必要となると考えられる。

（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、必要な農業用機械・施設の導入を切

れ目なく支援するとして、従来の強い農業づくり交付金と経営体育成支援事業が統合し、

275億円の新規要求をしているが、本省各局や地方農政局等各部の連携や交付事務はどの

ようになるのか。

（菅家生産局総務課長）

強い農業づくり交付金と経営体育成支援事業の統合により、従来市町村向け補助金であ
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った経営体育成支援事業についても、強い農業づくり交付金と同様の都道府県向け交付金

となることから、要綱を一体的に整備するとともに、要望調査や交付決定などの諸手続に

ついて、関係局間で連携を図り、可能なものは統一することとし、今後、具体的な整理を

行っていくこととしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

持続的生産強化対策事業については、４つの新規対策を含めた全12の対策を一つの事業

に大括り化した上で、農業者等向け補助金等と都道府県向け交付金に分類し、現場ニーズ

に応じた課題解決を後押しするとして224億円を新規要求しているが、本省各局や地方農

政局等各部の連携や役割はどのようになるのか。

（菅家生産局総務課長）

今回、産地の持続的な生産力の強化等を図るため、産地活性化総合対策事業等８つの既

存対策と４つの新規対策との全12の対策を一つの事業に大括り化し、持続的生産強化対策

事業として要求した。

事業の性格やこれまでの実施方法を踏まえ、農業者等向け補助金と都道府県向け交付金

に分類しているが、一部の新規事業を除き、それぞれのメニューの実施方法は既存事業な

いし前身となる事業と同様にする予定であり、本省各局各課や地方農政局等各部の役割分

担に変更は見込んでいない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

持続的生産強化対策事業224億円の内数として、ＩＣＴを活用した畜産経営体の生産性

向上対策を新規要求しているが、生産関連情報を一元化するビックデータの構築は、どこ

が担うこととなるのか。また、地方農政局等及び所管法人である家畜改良センターの役割

はどのようになるのか。

（菅家生産局総務課長）

ビッグデータの構築については、家畜改良事業団が事業実施主体となり平成29年度から

取り組んでいる。

ビッグデータには家畜改良センターが管理している牛の個体識別情報も含まれているこ

とから、家畜改良事業団は、家畜改良センターの協力も得ながら、ビッグデータの構築を

進めているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

スマート農業加速化実証プロジェクトについて、農業の成長戦略として新規に50億円を
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要求し、事業主体は農研機構となっているが、先進的な技術体系を農業者等から「見られ

る・試せる・体験できる場」として提供する｢スマート実証農場｣はどこに整備されるのか。

また、「データ分析・解析を通じた技術の最適化」について、人工知能と農業データ連

携基盤の推進に係る予算は含まれているのか。

なお、総務省のＩＣＴを活用し、2030～2040年頃の実現をめざす「未来をつかむＴＥＣ

Ｈ戦略」におけるＩｏＴを利用した農業の省力化とのかかわりはどのようになるのか。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

「スマート実証農場」は、本事業の事業主体になっていただくことを予定している農研

機構が、全国から公募して選定する方向で検討している。

「データ分析・解析を通じた技術の最適化」は、スマート実証農場における実証で得ら

れたデータを農研機構において分析・解析することで、最適な技術体系を検討するもので

あり、人工知能や農業データ連携基盤に係る基礎研究を推進するものではない。

ただし、スマート実証農場において、人工知能を用いた農業機械を活用することや、農

業データ連携基盤へのデータ提供を必須とする方向で検討していることから、これら技術

の生産現場への導入に寄与するものと考える。

「未来をつかむＴＥＣＨ戦略」は、様々な分野におけるイノベーションの社会実装の実

現に向けて取り組むべき情報通信政策についてとりまとめられ、一次産業における「全自

動農村」は本プロジェクトの趣旨に合致するものと考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

戦略的プロジェクト研究推進事業について、農業現場緊急課題対応プロジェクト、食品

産業技術課題解決プロジェクトとして41億円を増額要求しているが、農林水産省所管の研

究開発法人の役割はどのようになるのか。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

両プロジェクトとも、本事業で実施している既往のプロジェクト、課題と同様、国が公

募を行うので、研究開発法人は、本事業に応募していただき、採択されれば、各課題を実

施することとなる。

なお、「41億円」とあるのは、新規要求の両プロジェクトのほか、継続分を含めた事業

全体の要求額である。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「知」の集積と活用の場によるイノベーションの創出について、イノベーション創出強

化研究推進事業は、実施主体が農研機構となるが、農研機構が研究課題を主体的にすすめ
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ることになるのか。

｢知｣の集積による産学連携推進事業においても農研機構の関わりに変更はあるのか。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

イノベーション創出強化研究推進事業においては、本年度と同様、農研機構の生研支援

センターに資金配分機関としての審査・採択、研究の進行管理等業務を行っていただく方

針である。また、傘下の各研究機関におかれては、本研究資金を積極的にご活用いただき

たいと考えている。

｢知｣の集積による産学連携推進事業においては、これまでと同様、農研機構に特段の業

務を担っていただくものではないが、一研究機関として、当該事業で行うイベント等に参

画いただきたいと考えている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

持続的生産強化対策事業224億円の内数として、次世代につなぐ営農体系の確立支援を

新規要求し、ロボット・ＡＩ等の先端技術を取り入れた新たな営農技術体系の検討支援を

行い、その際、その先端技術をスマート実証農場で実証を行うとしているが、農研機構の

関わりはどのようになるのか。

（菅家生産局総務課長）

本事業は、地域の協議会が自らの地域に適した先端技術を選択し、当該技術を組み入れ

た新たな産地の営農技術体系を検討する取組を支援するものであり、直接的に農研機構が

本事業に関わることは想定していない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「農林水産業の輸出力強化と農林水産物・食品の高付加価値化」についてである。

新規要求している「ＧＦＰ」、グローバル・ファーマーズ・プロジェクト推進のための

コミュニティ形成や輸出に必要な情報提供について、地方農政局、北海道農政事務所、県

域・地域拠点における役割はどのようになるのか。

また、８月31日に食料産業局に設置された輸出プロジェクト室は、どのような役割を担

うのか。

（谷村食料産業局総務課長）

農林水産物・食品輸出プロジェクトである「ＧＦＰ」のコミュニティサイトを８月31日

に立ち上げたところであり、今後は生産者等に対して本コミュニティへの参画を広く呼び

かける活動を行っていただくとともに、輸出に意欲的に取り組む生産者等に対して情報提
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供を行っていただくこととしている。なお、本コミュニティでは参画していただいた生産

者等のうち輸出診断を希望する者に対して、農林水産省の地方農政局等及び地方参事官室

の職員、ＪＥＴＲＯの職員、６次産業化プランナーやサイトに登録された専門家等が現地

訪問等により実施する方向で今後具体的な検討を行っていくこととしており、業務の状況

を考慮しつつ進めてまいりたい。

また、８月31日に設置された輸出プロジェクト室は、主にＧＦＰの窓口として事務局機

能を担うとともに、引き続き輸出拡大チームの事務局の役割も行っていくこととしている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

輸出促進に資する動植物検疫等の環境整備として、検疫証明書の電子化など増額要求し

ているが、植物防疫所及び動物検疫所の業務にはどのような影響があるのか。

また、外国クルーズ船の寄港増加など訪日外国人旅行客が急増し、検疫業務にかかる職

員の環境整備は重要となっており、勤務環境の整備等に十分な予算となっているのか。

（沖消費・安全局総務課長）

検疫証明書の電子化は、利用者の利便に資するものであるが、電子申請システムの構築

により輸出検査に係る審査業務を省力化し、効率的に行うことができると考えている。

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

ルビル国際線対応旅客施設等における検疫体制の整備に必要な備品等の経費を要求してい

る。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

2019年度までに2017年４月時点の３倍以上のＧＡＰ認証を目標に掲げているが、現状の

進捗状況はどうなっているのか。また、輸出促進に必要な国際水準ＧＡＰ取得拡大など推

進加速化に向けた地方農政局等の出先機関の役割はどうなるのか。

（菅家生産局総務課長）

2018年３月末時点の認証取得経営体数は約4,700となっている。

ＧＡＰ推進の加速化に向け、都道府県向け交付金によるＧＡＰの取組・認証取得の拡大

等の取組を展開していくこととしており、地方農政局等におかれては、引き続き、交付金

事業を通じた都道府県への指導・助言、各ブロックにおけるＧＡＰの理解促進の役割をお

願いしたい。

（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。
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加工食品の原料原産地表示の適正な実施は2022年までに全て義務化されるが、法の周知

にあたり予算は確保されているのか。また、食品トレーサビリティの普及啓発について、

地方農政局、北海道農政事務所、県域・地域拠点、所管法人であるＦＡＭＩＣの役割をど

のように考えているのか。

（沖消費・安全局総務課長）

加工食品の原料原産地表示制度の周知については、その円滑な導入に向け、中小規模の

食品事業者に向けたセミナーの開催に要する予算を要求している。

また、食品トレーサビリティの普及については、本省で行うフードチェーンを通じた食

品トレーサビリティの推進方策を検討するための予算を要求しているところである。地方

農政局等においても、現在行っている実践的なマニュアルの説明・普及等を引き続き行っ

ていただきたい。なお、ＦＡＭＩＣにおける対応は想定していない。

（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、前年度対比100億円増の500億円を要求してい

るが、優遇措置などを含め山村地域にとって使い勝手の良い制度となっているのか。多く

の支援事業の連携が必要となるが、予算増加に合わせて地方農政局等の推進体制の整備は

図られるのか。

（松本農村振興局総務課長）

地域の特色を生かした多様な取組を支援する本事業の優遇措置として受益面積要件の緩

和や山村振興交付金との連携によるより一層の山村振興施策の充実など、山村地域を含む

中山間地域において使い勝手の良い制度となっており、引き続きより良い制度となるよう

努めたい。

事業推進に当たっては、地方農政局において関係部局が一堂に会して採択審査するなど

の工夫により効率的な事務処理が可能であり、引き続き関係部局間の連携を図るなど効率

的な事業実施に努めたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「農泊」を持続的なビジネスとして実施できる地域を2020年までに500地域創出すると

しているが、現状の進捗状況はどうなっているのか。また、インバウンド需要への対応と

して外国人旅行客等が農産物等を持ち帰る仕組みの中、植物防疫所の検疫業務と検疫代行

業者との関係はどのようになるのか。また、植物防疫所の検疫業務に影響はあるのか。
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（松本農村振興局総務課長）

500地域創出に向けて、農山漁村振興交付金の農泊推進対策により、平成30年度の一次

公募時点までで307地域を支援している。具体的には、農泊実施体制強化のための専門家

活用、体験プログラムや食事メニューの開発、古民家等の改修等を支援している。

（沖消費・安全局総務課長）

検疫代行業者は、外国人旅行客等が直売所などで購入した農産物等について、検疫を経

て空港等で円滑に受け取ることができるよう、外国人旅行客等の代わりに輸出検疫カウン

ター等で検疫の代行を行うものであることから、植物防疫所の業務内容についての変更は

生じない。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

深刻化・広域化する野生鳥獣被害への対応及びジビエ利活用の推進のため、大幅な増額

要求をしているが、総合的な鳥獣被害対策における捕獲活動経費の直接支援について、地

方農政局で交付金の審査を行うのか。

（松本農村振興局総務課長）

鳥獣被害防止総合対策交付金における捕獲活動経費の直接支援については、事業実施主

体である市町村等が捕獲確認や交付金の支払事務等を行い、都道府県がその書類審査等を

行うこととしている。地方農政局は、交付要綱に基づく都道府県からの申請書類の審査を

行うものの、都道府県あたりの予算が増額した場合にあっても交付申請書の審査書類が概

ね同程度と想定しているため、今年度と比較しても業務の負担増にはならないと考えてい

る。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「林業の成長産業化と生産流通構造改革の推進」についてである。

林業成長産業化総合対策186億円の内数として、「スマート林業構築」が計上されてお

り、実施主体が協議会や民間団体となっているが、森林総合研究所など研究開発法人の役

割はどのようになるのか。

（森田林野庁林政課長）

スマート林業構築推進事業のうち、スマート林業実践対策は、都道府県や市町村、林業

事業体等で構成する協議会を事業主体としＩＣＴ等の先端技術を現場レベルで活用する実

践的取組を支援するものである。

このため、森林総合研究所等が直接事業主体となる事業ではないが、森林総合研究所等
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は、これまで航空レーザーを活用した森林資源の計測やＩＣＴ技術などに関する研究・技

術開発を実施し、シンポジウムを開催して産学官の研究成果の普及にも取り組んできたと

ころであり、スマート林業実践対策の効果的な推進を行う上で必要となる、研究開発や技

術普及を行っている。

なお、民間団体等を事業主体とする事業内容については、森林総合研究所等の研究開発

法人も活用可能である。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「水産改革を推進する新たな資源管理と水産業の成長産業化」についてである。

水産資源調査・評価推進事業について、国際的に遜色のない水産資源の評価・管理方法

の導入により水産資源を回復するため、「調査船調査などの資源調査を拡充し情報収集体

制の強化を図る」として、昨年度対比43億円増の74億円を増額要求しているが、水産研究

・教育機構の役割はどのようになるのか。

（栗原水産庁漁政課長）

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

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

向け、今後も適切な民間団体に委託してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

浜の活力再生・成長促進交付金について、漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラ

ン」の着実な推進を支援するため、122億円を新規要求しているが、漁業調整事務所の役

割はどのようになるのか。

（栗原水産庁漁政課長）

浜の活力再生・成長促進交付金については、本年度の浜の活力再生交付金と同様に、漁

業調整事務所において、申請書類の確認等の事務を行うことが予定される。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

スマート水産業推進事業について、漁業者等から効率的に操業・水揚げデータ等を収集

・活用して資源評価の高度化を図る体制を整備し、様々なデータを集積・共有するスマー

ト水産業連携基盤を構築するため、昨年度対比13億円増の17億円を要求し、実施主体は民

間団体等となっているが、データ集積などで水産研究・教育機構の役割はどのようになる

のか。
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（栗原水産庁漁政課長）

スマート水産業推進事業については、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。なお、このうち資源・漁獲情報ネットワーク構築事業については、今年度から

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。

スマート水産業の推進に向け、今後も適切な民間団体に委託してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

外国漁船等の違法操業への取締強化等として、前年度対比188億円増の336億円と大幅な

増額を要求し、漁業取締船２隻の代船建造、また、２隻の新船と併せて４隻の官船の建造

を要求しているが、2018年度からの継続要求となっているのか。

（栗原水産庁漁政課長）

平成31年度予算要求においては、平成29年度補正予算において認められた白嶺丸の代船

建造及び新船１隻の建造の予算を継続して要求している。

この２隻に加えて、平成31年度から新たに白萩丸の代船建造及び新船１隻の建造の予算

を要求しており、これらを合わせて２隻の代船建造及び２隻の新しい官船の建造を要求し

ているところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「官用車関係」についてである。

地方農政局や植物防疫所等においては、官用車の長距離運転が常態化していることから、

安全対策を強化するため現場実態を踏まえたライトバン型車両の機能性向上や乗用車型車

両の購入などに必要な予算要求を行っているのか。

（吉本地方課長）

予算概算要求について、各地方農政局等の要望を踏まえライトバン型から乗用車型への

切り替えを進めている。その際、バックカメラや衝突被害軽減ブレーキ等の安全装置が標

準装備となっている車種等を導入しており、地方農政局や植物防疫所等において、平成31

年度要求もこれらの必要台数を要求している。

（村上調査交渉部長）

「独立行政法人の運営費交付金等」についてである。

所管法人の運営費交付金及び施設整備費補助金について、各法人からの要求を満額計上

しているのか。特に、施設整備費補助金については、衆参農水委員会において採択された

整備法附帯決議にある「各法人の老朽化の著しい施設、研究機材については、災害対策及
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び国際競争力の観点からも、早急に対策を講じること」を踏まえ、機械や研究機器・機材

の更新など、必要な予算は要求しているのか。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）

独立行政法人への運営費交付金及び施設整備費補助金については、第４期中長期目標・

計画等の達成に向け各法人の業務に支障がないよう、必要な予算の確保に努めてまいりた

い。

また、施設については、各法人の事務・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必要な予算の確保に努めてまいりたい。

（村上調査交渉部長）

水産研究・教育機構における調査船について、取締船に比べ更新年次が長く老朽化する

調査船が増加し、大規模修繕が必要となっている。特に、しらふじ丸は2018年度調査船調

査で運航することができなくなり調査計画に支障をきたしている。老朽化する調査船の代

船建造費や修繕費、ドック経費等は要求しているのか。

（栗原水産庁漁政課長）

水産研究・教育機構の所有する調査船については、水産研究・教育機構の研究体制のあ

り方検討会の提言を踏まえ、そのあり方について、代船建造のみならず、用船の活用、他

の調査研究機関や地方公共団体との連携強化、新たな観測手法の導入等を含めて、早急に

検討することとしている。これらの検討結果を踏まえて、必要な予算の確保に努めてまい

りたい。

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

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、

所要の予算要求を行っているところである。

（村上調査交渉部長）

本年の人事院の報告における働き方改革と勤務環境の整備等では、「非常勤職員の給与

については、指針に基づく各府省の取組状況等を踏まえ必要な指導」とされており、所管

する独立行政法人においても指針と同等に期末・勤勉手当を措置できるよう予算要求して

いるのか。

また、来年４月以降、非常勤職員の無期労働契約への転換が実質的にはじまることにな

るが、継続雇用に必要な雇用経費は要求しているのか。

（川合農林水産技術会議事務局研究調整課長）
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非常勤職員の雇用や給与については、各法人において判断されるものであるが、農林水

産省としては、各法人の業務運営に支障が生じないよう必要な予算の確保に努めてまいり

たい。

（岡本書記長）

最後に、今般の概算要求において、独立行政法人の運営費交付金及び施設整備費補助金

を大幅に増額要求していると聞いている。特に施設整備費補助金は、この間、われわれが、

東日本大震災後に大幅減額となって以降、施設や機器等の老朽化の進行に対し、強く予算

確保を求めてきたものを踏まえたものと理解している。各法人の事務・事業の推進と使命

達成、組合員の雇用・労働条件に支障をきたさないよう、要求した運営費交付金、施設整

備費補助金の満額確保を重ねて求める。

（横山秘書課調査官）

以上をもって、第１部を終了する。

当局側として第１部のみの対応となる杉中予算課長、菅家生産局総務課長、大島経営局

総務課長、川合農林水産技術会議事務局研究調整課長は退席し、第２部の出席者である松

尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官、河嶋秘書課人事企画官が着席する。

退 席：杉中予算課長、菅家生産局総務課長、大島経営局総務課長、川合農林水産技

術会議事務局研究調整課長

新規着席：松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官、河嶋秘書課人事企画官

それでは、第２部を始める。

「平成31年度組織・定員要求」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。

（河嶋秘書課人事企画官）

平成31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するた

め、農業の競争力強化、林業の成長産業化、水産業の成長産業化の大きく３つの観点から

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、近年頻発する大規模な自然災害の発生時における農地や農業水利施設

の防災体制の強化を図るため、農村振興局整備部防災課に「防災・減災対策室（仮称）」

の設置を要求するとともに、先の通常国会で成立した森林経営管理法に基づく新たな森林
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管理システムの適切な運用を図るため、林野庁森林整備部森林利用課に「森林集積推進室

（仮称）」の設置を要求している。また、外国漁船に対する漁業取締りの一層の強化を図

るため、「漁業取締課（仮称）」の設置を要求している。

このほか、公文書管理と情報公開の適正の確保を図るため、各省共通の要求事項として、

審議官級の「公文書監理官（仮称）」の設置を要求している。

定員については、期限付き27人を含む410人を要求しており、その内訳は、農業の競争

力強化関係が206人、林業の成長産業化関係が77人、水産業の成長産業化関係が89人、そ

のほか、公文書管理などの施策推進のための体制強化が38人となっている。

なお、地方出先機関においては、272人を要求しており、この中には、改正土地改良法

に基づく土地改良区の組織体制の整備や豪雨災害からの復旧対応などのため、期限付きの

要求14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、農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応するため

の体制を整備する要求と受け止めている。

しかし、各職場の実態や2019年度が現行の定員削減計画最終年度を迎えることを踏まえ、

例年より早い時期に提出した「2019年度予算概算、組織・定員要求に関する要請書」や

「夏季要求書」において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。農林水産省が掲げる諸施策の展開に伴う事務・事業を効率的かつ効

果的に遂行するためには、今回の組織・定員要求を確実に確保することが必要である。

あわせて、先の夏季要求に対する回答交渉において、４月以降の業務運営及び組織再編

の点検結果を踏まえた改善を求め、今後、各原局から当局見解が示されるが、人員不足が

最大の課題となっている中で、本年度の円滑な業務運営体制を確立することが重要である。

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、担当より何点か伺う。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「組織要求」についてである。

農林水産業の技術革新、イノベーションの推進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組織体制を考えているのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

担い手の減少・高齢化が深刻化している我が国農林水産業においては、生産現場の求め

る技術を的確に把握してその解決に向けた技術開発を促進するとともに、その成果を確実

に生産現場に実装することが急務となっていることから、現場ニーズを的確に把握し、開

発された技術を各生産現場の状況に応じてカスタマイズして着実に実装を図るための体制
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強化のための定員要求を行っている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農林水産物・食品に係る戦略的な輸出体制の整備のため、優良な植物品種の海外流出の

防止や動植物検疫の適切な実施等に向けた体制を強化するとしているが、具体的にどのよ

うな組織体制を考えているのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

輸出力の強化を図るため、輸出戦略上重要な種苗の海外流出の防止等を図るための種苗

の流通監視や適切な利用管理等の体制整備、ＨＡＣＣＰに沿った品質管理の取組の推進の

ための体制整備、輸出入検査業務の増加等に伴う動植物検疫の体制強化のほか、輸出戦略

上重要な品目に係る輸出体制の強化のための定員要求を行っている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

土地改良事業による競争力強化を図るため、事業推進体制を強化するとともに、防災・

減災対策室（仮称）を設置するとしているが、具体的にどのような組織体制を考えている

のか。

（松本農村振興局総務課長）

土地改良法の改正に伴う土地改良区の財務会計等に対する指導監督体制の整備や土地改

良施設の機能損壊による農業経営への支障を軽減するための耐震及び突発事故対策を国の

判断によって迅速かつ機動的に実施するための体制整備並びに農業水利施設の強靱化対策

や長寿命化等のための体制整備を本省、地方農政局、調査管理事務所、建設事業所におい

て行うための要求をしたところである。

また、本年７月の西日本豪雨災害など、近年の自然災害による農地・農業用施設等の被

害が激甚化していることから、ため池などの農業水利施設の被害状況等を人工衛星やドロ

ーンの活用によって効率的に把握して迅速に共有できる防災情報ネットワークを構築する

など、大規模自然災害における農業水利施設の防災体制の強化を図るため、防災・減災対

策室（仮称）を本省に設置するための要求をしたところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

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

進室（仮称）を設置するとともに、林業の成長産業化に向け、木材の利用促進等を図るた

めの体制を強化するとしているが、具体的にどのような組織体制を考えているのか。
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（森田林野庁林政課長）

森林経営管理法が平成31年4月から施行され、新たな森林管理システムが本格的に動き

出すことから、森林集積推進室（仮称）を設置し、都道府県・市町村に対し私有林の集積

・集約化に関する指導・調整等を行う体制整備に必要な増員要求を行っている。また、林

業の成長産業化に向けて、国産材の生産流通構造改革や、これまで木材利用が進んでこな

かった非住宅建築物等への木材利用促進に必要な体制の強化について要求を行っていると

ころ。

（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係る防災・減災及び災害復旧のための体制を強化する

としているが、具体的にどのような組織体制を考えているのか。

（森田林野庁林政課長）

平成31年度に向けて、今般の豪雨を含む大規模かつ広域にわたる山地災害の復旧にあた

り、森林管理局の実行体制を整備するとともに、大規模災害発生時の即応体制の構築や関

係機関との連携、航空レーザー等の新技術を活用した防災・減災対策の強化に資する体制

を要求している。

（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一層の強化を図るため、漁業取締課

（仮称）を設置するとともに、新たな資源管理システムの構築に向けた体制を強化すると

しているが、具体的にどのような組織体制を考えているのか。

（栗原水産庁漁政課長）

課室名についてはいずれも仮称であるが、悪質巧妙化する外国漁船に対する漁業取締り

の一層の強化を図るため、漁業取締課を設置する要求を行っている。あわせて、資源管理

部内の組織再編を行い、資源管理と漁業調整を担う管理調整課を設置するとともに、国内

外におけるかつお・まぐろに関する業務を一体的に行うかつお・まぐろ漁業室を国際課に

設置する要求を行っている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

水産業の成長産業化を図るため、水産物の流通構造の改革、国産水産物の輸出拡大等に

向けた体制を強化するとしているが、具体的にどのような組織体制を考えているのか。

（栗原水産庁漁政課長）



- 24 -

水産物の流通構造の改革に関しては、品質面・コスト面等で競争力のある流通構造を確

立するため、生産・加工・流通等のバリューチェーン関係者が一体となって低コスト化や

高付加価値化を図る取組や産地市場の統廃合・機能強化を促進する取組等を推進していく

ために必要な増員要求を行っている。

また、国産水産物の輸出拡大に関しては、輸入国が求める様々な証明書の円滑な発給に

必要な体制に加えて、ＥＵ－ＨＡＣＣＰ認定を取得した水産加工場等に対して適切な監視

・指導を行うための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、時限要求は27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５人うち期限付き２

人、消費・安全局８人うち期限付き１人、食料産業局10人うち期限付き１人、生産局12人、

農村振興局10人うち期限付き１人、政策統括官３人うち期限付き１人、技術会議事務局２

人、林野庁16人、水産庁72人うち期限付き７人であり、地方出先機関は、植物防疫所27人、

動物検疫所31人、動物医薬品検査所２人、地方農政局70人うち期限付き７人、農地事業所

33人、北海道農政事務所３人、森林管理局及び森林管理署85人うち期限付き７人、漁業調

整事務所21人である。

期限付きの要求については、平成32年度期限が、農林水産省デジタル・ガバメントの推

進の体制整備で大臣官房に２人、輸出証明書の発給事務の体制整備で水産庁に２人、平成

33年度期限が、米穀の輸出推進の体制整備で政策統括官に１人、平成34年度期限が、平成

29年九州北部豪雨の復旧で森林管理局に３人、平成35年度期限が、農業用ドローン利用の

安全対策の体制整備で消費・安全局に１人、ＨＡＣＣＰ関連の体制整備で食料産業局に１

人、土地改良区の財務会計等に対する指導監督体制の整備で農村振興局に１人と地方農政

局に７人、平成30年西日本豪雨の復旧で森林管理局に４人、漁協指導及び養殖業の成長産

業化のための体制整備で水産庁に５人の計27人である。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

最終年度となる2019年度の定員削減はどうなるのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

平成31年度の定員合理化数は458人であるが、部局・機関別の定員合理化数は、12月の
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予算の概算決定や組織・定員の決定に向けて検討することとしている。配分に当たっては、

業務の状況を考慮してメリハリをつけて行うなど、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）

農林水産省における2015年度からの５年間の定員削減数は、3,175人から自律的再配置

分884人を除いた2,291人であり、この４年間で1,833人減員となる中、その大部分の1,321

人が地方農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠点に割り振られた結果、地方組織の存

在自体に影響を及ぼしかねない状況となっており、組織再編に伴う附帯決議が履行されて

いないことは大きな問題である。このことについて当局としてどのように認識しているの

か。地方農政推進に支障が生じないよう、地方に偏重した削減割当を見直すこと。

（河嶋秘書課人事企画官）

平成27から31年度までの現行の国家公務員の定員合理化計画の策定後、平成27年の農林

水産省設置法の改正時の附帯決議において、「農林水産省本省及び地方農政局等において

必要な定員を確保」することとされており、これまでも、農業の競争力強化や林業・水産

業の成長産業化等様々な課題の解決を図る観点から、地方農政局等の地方支分部局を含め

て必要な定員を要求・確保してきているところであり、今後とも、業務に支障が生じない

よう必要な定員の確保に努めてまいりたい。

また、定員合理化の配分に当たっても、業務の状況を考慮してメリハリを付けて行うな

ど、業務に支障が生じないよう対応してきたところであり、平成31年度についても、業務

の実施状況や実施体制、業務の合理化等や欠員の状況等を踏まえて対応してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

内閣人事局が９月７日公表した「平成31年度機構・定員等の要求状況について」では、

農林水産省以外の省庁が減員を上回る定員要求をしているのに対し、農林水産省だけが減

員が増員を上回る定員要求となっている。この仕組みを変えない限り、現定員削減計画終

了以降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。

（河嶋秘書課人事企画官）

毎年、多くの職員が退職している中で、これまでも、農業の競争力強化や林業・水産業

の成長産業化等様々な課題の解決を図る観点から、必要な定員を要求・確保してきている

ところであり、今後とも、業務の状況を考慮しつつ、必要な定員の確保に努めてまいりた

い。
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（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。農林水産省全体でもフルタイム再任用者率は１割に止ま

っており、原則、フルタイムの再任用により雇用と年金を接続するとした政府決定と年々、

乖離幅は拡大している。農林水産省当局の雇用責任として、フルタイム希望を踏まえ、定

員をどう要求しているのか。

（河嶋秘書課人事企画官）

フルタイム再任用職員を配置するための定員上の取扱いなどの課題については、制度官

庁の動向を注視しつつ、政府全体の中で適切に対応していく考えである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

特に、行政職（二）職員及び船舶職員、海事職（一）職員、海事職（二）職員について

も、希望者全員が再任用できる要求となっているのか。

（前島秘書課長）

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。

このような中、平成30年度においては、船舶職員の海事職（二）職員１人のフルタイム

再任用を継続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70人の増員要求となっており、昨年度より要求数は増加しているが、その

理由と内訳はどうなっているのか。

（吉本地方課長）

水利施設の長寿命化事業、土地改良施設の突発事故対策を国の事業として実施する等の

土地改良事業による競争力強化を図るための事業推進体制強化や「農泊」の取組の体制強

化などの農村振興局関係で33人、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化への対応などの食

料産業局関係で10人、農業分野における国内外の人材確保に係る体制強化などの経営局関
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係で10人、ＧＡＰの推進や資材費低減対策の体制強化などの生産局関係で17人と各局にお

いて要求がなされている。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

私たちは、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。

（吉本地方課長）

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、30年度においても維持して

きたところであるが、平成31年度においても、同様の規模を踏襲する考えである。

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すると

ともに、実際の調査・監視に当たっては、地域の状況や配置人員に応じて食品表示、流通

監視、米・牛トレサ担当が調査・監視業務を横断的に実施する体制を活用するなど柔軟に

対応してきている。

経営所得安定対策等業務については、既に体制を見直し、参事官室が行っている農政推

進業務との連携や柔軟な業務執行が進めやすい体制にしているところである。

以上のことから、県域・地域拠点、地方参事官室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）

今ほど、県域・地域拠点、地方参事官室の増員要求は行っていないとの見解が示された

ところであるが、私たちが取り組んだ「４月以降の業務運営の点検結果」では、「３月の

労使間意見交換会で示された業務の効率化は殆ど図られず、人員の減少だけが先行し、一

人当たりの業務負担が大幅に増加している」との意見が依然として多くの分会から報告さ

れており、今ほどの見解と現場の実態に乖離があると言わざるを得ない。このような実態

の中で、定員要求を行わず、どのように必要な体制を確立するのか。

また、本年度における業務運営にあたり、実効ある業務の抜本的な見直し・合理化をど

のように図るのか。

更に、県域・地域拠点全体での適正な業務マネジメントが図られていないとの意見も多

く報告されていることから、職員の意見を十分に把握・反映し職場全体として業務運営や

役割分担の見直しを図ること。



- 28 -

（吉本地方課長）

これまで「地方組織における業務の見直しについて」をもとに、業務の見直し・効率化

に努めてきたところ。引き続き、本省各部局においても職員の減少に伴う業務の合理化に

ついて検討が加えられており、さらに県域・地域拠点も業務の合理化について具体的に提

案を行うよう促しているところ。

また、地方農政局と県域・地域拠点及び管理職と職員の間で十分なコミュニケーション

を図りつつ、円滑に業務を進められるよう、風通しのよい職場づくりに努めるとともに、

管理職が十分なマネジメント能力を発揮できるよう、今後とも指導してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

地方組織における業務見直しについては、政策統括官及び食料産業局関係業務は地方農

政局への集約が進められているところであるが、現場段階ではその業務見直しによる合理

化・効率化が図られているとはいえないと報告されている。集約後の効率化状況などフォ

ローアップを行い、改善策を講じているのか。

（谷村食料産業局総務課長）

食料産業局関係業務の地方農政局への集約時期は、平成30年度末としており、集約され

た農政推進業務が継続的に実施できるよう、業務システムを含む業務の効率化に関する説

明会を定期的に開催するなど、一層の効率化を図っていくとともに、必要に応じて職員研

修等を行うなど、フォローアップを行っていくこととしている。

（松尾政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

経営安定対策等関係業務については、本年より印刷業務の本局移管を進める等、現場段

階での効率化を進めているところ。

本年については、初年度でもあり、効果を実感しづらいかもしれないが、引き続き業務

の効率化の進捗状況のフォローアップや優良事例の横展開を進めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

監視業務については、対象店舗数の減少や調査対象商品数の絞り込み等による「業務の

効率化・負担軽減」が進められているが、現場からは実質的な業務量の低減には繋がって

いない、と報告されている。

また、チェックリストの導入により、店舗等での調査・確認時間が延びている等の課題

も報告されていることから実効性のある課題改善を図ること。

（沖消費・安全局総務課長）
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監視業務については、監視対象事業者の重点化を進めるとともに、本省から各地方農政

局等に出向いて把握した現場の改善要望を踏まえ、調査項目・手法等の見直しを行ったと

ころである。食品表示の適正化・米穀の適正流通に関する消費者の期待に応えられるよう、

監視実績の分析結果にも基づき、今後とも必要な見直しを行ってまいりたい。

また、チェックリストは、新たに監視業務を担当する職員を含め確実な検査の実施につ

ながっていると考えているが、８月末までに地方農政局等から提出された意見について、

必要な見直しの検討を行ってまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農林水産統計の実査業務における統計専門調査員については、４年目となり、毎年増員

が図られる中、高齢による交替など経験度や習熟度に差異もあり、育成・指導に多くの時

間や労力を要すなど困難度は高まっており、業務の軽減につながっていないと報告されて

いる。調査項目の削減や調査内容の抜本的な見直しを図るとともに必要な人員を確保する

こと。

（神井統計部管理課長）

定員合理化計画に基づく地方統計職員の継続的な定員削減に適切に対応するため、専門

調査員制度運用に係る予算の確保と合わせて、農林水産業改革に対応した統計調査の見直

し・重点化に取り組んでいるところである。

このうち、平成31年度については、営農類型別経営統計について調査手法の簡素化、共

済減収調査の廃止、海面漁業生産統計調査について稼働量調査の廃止等の大幅な簡素・効

率化を予定している。

今後、引き続き、専門調査員制度運用に係る予算の確保と合わせて、各統計調査の簡素

・効率化の検討を行うとともに、必要な人員の確保に努めてまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

円滑な業務運営体制の確立は、労働条件の維持・確保を図る上で重要な課題である。点

検結果で把握された課題の改善を各原局に求めているので見解を示すとともに、各原局の

見解内容を地方農政局等の管理職に徹底し、各職場で実施するよう求める。

（吉本地方課長）

点検結果とその各部局回答の実行にあたっても、真に円滑な業務運営がなされるよう促

してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）



- 30 -

地方農政局等所在地以外の県域・地域拠点においては、依然として、新規採用者や若手

職員の配置がないため、組織の活性化が図られておらず、組織の将来展望も見いだせない

状況であり、退職者数に見合った新規採用等の人員の確保・配置が必要と考えるが当局と

してどのように考えているのか。

また、７月の人勧期要求交渉では、「地方組織における若手職員の配置については、そ

の維持・活性化を図るため、設置法の附帯決議に基づき、業務の継承や地域における農林

水産行政の習得に向け、今後も中長期的な視点に立って、計画的な人材育成等が図られる

よう検討してまいりたい。」との回答が示されたが、2019年度における具体の配置計画を

示すこと。

（前島秘書課長）

新規採用は、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、若手職員が業務の継承、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んでまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「国営土地改良事業所等」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。

（松本農村振興局総務課長）

平成31年度に新たに４事業所、１建設所及び２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

置初年度の人員規模については、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、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日を予定している。一方、廃止事業所等は、本年度３月31日まで事業を実

施し、６事業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。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

農村振興局、地方農政局、国営土地改良事業所等において、防災・減災及び災害復旧の

ための体制を強化するとしている中で、昨年に比べ要求数は減少しているが、予算拡充や

災害時の緊急点検対応など業務量が大幅に増加している現場実態等を踏まえた要求となっ

ているのか。

また、国営土地改良事業所等では、農業農村整備事業関連予算の大幅な拡充や災害対応
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などにより、一人当たりの業務量が増加し、超過勤務が常態化している。その最大の原因

は人員不足であるが、これらが解消される定員要求となっているのか。

（松本農村振興局総務課長）

農村振興局、地方農政局、国営土地改良事業所等については、土地改良事業による競争

力強化を図るための事業推進体制及び農地・農業用施設に係る防災・減災及び災害復旧の

ための体制を強化するため、昨年度と同程度の76名、うち国営土地改良事業所等は33名の

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）

事業費が年々増加する中、入札・契約事務の効率化は未だ不十分であることから、更な

る事務処理の簡素化を進めること。また、予算の割当は、現場の実態に即して適時・適切

に行うこと。

一方で、年度途中あるいは毎年度の事務処理の変更は、受発注双方に混乱を招くことも

想定されることから、周知期間等を含め計画的に行うこと。

（松本農村振興局総務課長）

業務運営に当たっては、入札・契約手続きの簡素化を図るとともに、現場技術業務によ

る工事の発注・監督事務の外注化の拡大に努めてまいりたい。

また、入札・契約事務の効率化等に伴う変更については、周知期間等を設けるとともに、

担当者会議等を通じて変更する内容を細やかに説明するなど、丁寧に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・動物検疫所」についてである。

法務省は外国人旅行客の増加等に伴い、入国管理局を「庁」に格上げし、入国審査官ら

を約600人規模、前年は278人の増員要求している中で、植物防疫所・動物検疫所の新規増

員要求は、昨年と同程度にとどまっているが、ＣＩＱ対応として大幅な増員要求が必要で

はないか。

また、両職域においては、ＬＣＣや外国クルーズ船の新規就航・増便などにより訪日外

国人旅行客が急増する中、動植物検疫体制の充実強化、農畜産物の輸出拡大など、増加す

る業務量に必要な要求となっているのか。

なお、定員の確保とあわせて欠員の解消が課題となっているが、10月に確実な人員配置

ができるのか伺う。
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（沖消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、訪日外国人旅行客4000万人に向けた体制強化、輸出入検査業務

量の増加や、重要病害虫侵入防止に向けた情報調査、民間隔離ほ場における隔離検査のた

めの体制整備など、的確な業務遂行に向けた必要な業務量を踏まえて、組織・定員要求を

行っているところである。

動物検疫所においては、国際クルーズ船、国際航空便等の増便による訪日旅行客増加、

国際空港等における施設拡張、探知犬増頭等の水際検査強化及び輸出促進による検査の増

大等に適切に対応するとともに、輸出者の輸出手続の簡素化を実現できるよう、必要な業

務量を踏まえて、組織・定員要求を行っているところである。

なお、欠員の補充については、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。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

「漁業調整事務所」についてである。

漁業取締りの強化として、漁業取締体制の充実強化を図る中、新造船の建造により漁業

監督官並びに船舶職員の確保、欠員の解消も急務である。この間の対策会議等では、若年

層離職、船舶予備員・ドック予算の確保など厳しい状況が報告されている。これまで、漁

業取締時の安全を確保するため、用船における漁業監督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が、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できる船舶予備員の増員要求を行っているの

か。

（栗原水産庁漁政課長）

平成31年度定員要求においては、漁業取締体制の強化を図るため、引き続き用船におけ

る３人乗船体制を目指し、本庁９人、漁業調整事務所17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。あわせて、漁業取締りの支援体制の強化のため、本庁３人、

漁業調整事務所３人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25人、白嶺丸の大型化によ

り必要となる増員２人のほか、白萩丸及び白鷗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。

船舶予備員は、病気などにより欠員が生じた場合の交替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、近年の厳しい定員事情の中、船舶の安全航

行、業務量に見合った定員の確保を最優先として対応していることをご理解願いたい。

なお、病気や育児、冠婚葬祭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、船の運航に支障が
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生じることのないよう、引き続き努力してまいりたい。

（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。

私たちは、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、組織再編に伴い、県域拠点も管区機関に位置づけられることになったが、級別定

数の改定要求については、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、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。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。

（前島秘書課長）

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、冒頭、申し

上げたとおり、今後は、査定省との間において現下の厳しい財政事情や歳出改革・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、大規模自然災害が続発する中、復旧・復興支援はもとより、

農林水産行政を円滑に遂行するため、農林水産省のあらゆる職場で、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、先に申し上げたように、私たちの要求から見れば不十分と

言わざるを得ないところであり、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、最大限の努力を要請す

る。

さらには、今回の査定結果如何では、次期定員削減計画にも影響が及ぶものと懸念して
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いることから、繰り返しになるが、定員の確保には万全を期するよう求める。

また、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、中央本部・分会からの要請書を関係当局に提出するので、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。

（前島秘書課長）

本日は、平成31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・浸透に取り組んで行くので、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、平成30年度第１回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


