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令和３年度第１回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：令和３年９月16日（木）10:03 ～11:48 (105分)

２ 会 場：秘書課研修室（本館７階 ドア№772、774、776）※Ｗｅｂ開催

３ 出席者：

農林水産省 河 南 健 大臣官房秘書課長

同 押 切 光 弘 大臣官房予算課長

同 片 貝 敏 雄 大臣官房地方課長

同 秋 葉 一 彦 大臣官房環境バイオマス政策課長

同 窪 山 富士男 大臣官房参事官

同 長 野 麻 子 大臣官房新事業・食品産業部

新事業・食品産業政策課長

同 坂 本 延 久 大臣官房統計部管理課長

同 井 上 計 消費・安全局総務課長

同 髙 橋 広 道 輸出・国際局総務課長

同 高 橋 一 郎 農産局総務課長

同 西 経 子 畜産局総務課長

同 平 口 寿 経営局総務課人事企画官

同 佐 藤 一 絵 農村振興局総務課長

同 岩 間 浩 農林水産技術会議事務局研究調整課長

同 清 水 浩太郎 林野庁林政課長

同 池 田 透 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 立 花 賢 司 組織教宣部長

同 関 真 寿 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）

（宮長秘書課人事企画官）

ただいまから、令和３年度第１回労使間意見交換会を開催する。

開会に当たり、河南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。

（河南秘書課長）

本日は、「令和４年度農林水産予算概算要求の概要」と「令和４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。
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本日の配付資料は、第１部資料として「令和４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４年度組織・定員要求について」である。

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

ので、予め承知願いたい。

それでは、まず、「令和４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、河南秘書課長、押切予算課長、秋葉環境バイオマス政策課長、窪山参事官、

長野新事業・食品産業部新事業・食品産業政策課長、坂本統計部管理課長、井上消費・安全

局総務課長、髙橋輸出・国際局総務課長、高橋農産局総務課長、西畜産局総務課長、平口経営

局総務課人事企画官、佐藤農村振興局総務課長、岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長、

池田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、立花組織教宣部長、関調査交渉部長（非現業担当）、大滝調

査交渉部長（独法担当）である。

それでは、「令和４年度農林水産予算概算要求の概要」について、押切予算課長から説明させ

ていただく。

（押切予算課長）

令和４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４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116.4％の２兆6,842億円としており、

予算総額のうち、公共事業費は117.6％の8,229億円、非公共事業費115.9％の1兆8,613億

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118.4％、海岸、農山漁村地域整

備交付金を116.5％、災害復旧等を100.0％としており、特に、「農業農村整備事業関係予

算」、いわゆるＮＮ予算については、下段（注）４のとおり、非公共事業を含めて5,263

億円、118.4％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。

９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10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、品目ごとの生産性向上や販売力強化の取組の支援等に必要な予算を要求している。

11頁から14頁にかけての「２ 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、食品産業の強化」については、マーケットインによる海外での販売力の強化を図るた

め、品目団体等が行う海外での販路開拓等に必要な予算を要求している。

15頁から19頁にかけての「３ 環境負荷軽減に資する『みどりの食料システム戦略』の
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実現に向けた政策の推進」については、持続可能な食料システムの構築に向け、環境負荷

軽減の取組の推進に必要な予算を要求している。

20頁から21頁にかけての「４ スマート農業、ｅＭＡＦＦ等によるデジタルトランスフ

ォーメーションの推進」については、スマート農業の産地モデル実証や農産・畜産等に対

応した技術の開発等に必要な予算を要求している。

22頁から23頁にかけての「５ 食の安全と消費者の信頼確保」については、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。

24頁から26頁にかけての「６ 農地の最大限の利用と人の確保・育成、農業農村整備」

については、農地中間管理機構による集積・集約化や、新規就農者の育成・確保、農地の

大区画化・汎用化等に必要な予算を要求している。

27頁から29頁にかけての「７ 農山漁村の活性化」については、農山漁村の地域資源を

活用した新事業の創出の支援や、鳥獣被害防止対策等に必要な予算を要求している。

30頁から32頁にかけての「８ カーボンニュートラル実現に向けた森林・林業・木材産

業によるグリーン成長」については、森林整備事業等の公共事業や、経営モデルの構築、

木材加工流通施設の整備等の総合的な支援に必要な予算を要求している。

33頁から36頁にかけての「９ 水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化」について

は、資源管理システムの着実な実施や、沿岸漁業、沖合・遠洋漁業の競争力強化等に必要

な予算を要求している。

なお、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に係る経費、盛土による

災害の防止に向けた総点検を踏まえた対応に係る経費、「総合的なＴＰＰ等関連政策大

綱」を踏まえた農林水産分野における経費、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出に伴う風評影響に

対応するための対策に必要な経費については、事項要求とし、予算編成過程で検討するこ

ととしている。

以上が、令和４年度概算要求に係る説明である。

（渡邉書記長）

９月７日に財務省が公表した2022年度一般会計概算要求・要望額では、各省庁の総額が

111兆6,559億円と８年連続で100兆円を超え過去最大となっており、事項要求としての新

型コロナウイルス感染症対策予備費を加えれば、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、農林水産業の成長産業化を進める

ため、みどりの食料システム戦略の推進、生産基盤の強化、農地の集積・集約と多様な人

材の確保、輸出力の強化等により、国内生産の維持・拡大を図るとともに、農林水産業・

農山漁村の活性化やコロナ禍など非常時における食料の安定供給、食料安全保障の確立に

資するものと考える。このことは、日本の農林水産業や農山漁村が抱える諸課題に対し、
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持続可能な農林水産業の発展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・計画等の推進に向け、農林

水産施策の推進と一体的な事務・事業の実施と法人の使命と役割が達成できる体制の継続

・確保や組合員の雇用・労働条件の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。

（関調査交渉部長）

まずは、「総論」についてである。

「令和４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」では、平成25年度予

算から前年度当初予算までの歳出改革の取組を強化するとともに、施策の優先順位を洗い

直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化するとされている中で、農

林水産予算概算要求の総額は対前年比116.4％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。

（押切予算課長）

義務的経費は、前年度から677億円増の7,158億円を要求している。

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。

（関調査交渉部長）

令和４年度予算においては、グリーン、デジタル、地方活性化、子供・子育てへの予算

の重点化を進めるため、「基本方針2021」及び「成長戦略実行計画・成長戦略フォローア

ップ」等を踏まえた諸課題について、「新たな成長推進枠」を措置するとしているが、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。

（押切予算課長）

農林水産関係の要求総額２兆6,842億円のうち、「新たな成長推進枠」に当たる要望額

は4,977億円である。

その内訳としては、環境負荷軽減の取組を推進する「みどりの食料システム戦略推進総

合対策」、デジタルトランスフォーメーションを推進するeMAFFの機能拡充、地方での就

農・定住を促進する農山漁村振興交付金等である。

（関調査交渉部長）

「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」に係る経費、盛土による災害の

防止に向けた総点検を踏まえた対応に係る経費、「総合的なTPP等関連政策大綱」を踏ま
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えた農林水産分野における経費、ALPS処理水の海洋放出に伴う風評影響に対応するための

対策に必要な経費については、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。

（押切予算課長）

「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」に係る経費、盛土による災害の

防止に向けた総点検を踏まえた対応に係る経費、ALPS処理水の海洋放出に伴う風評影響に

対応するための対策に必要な経費については、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。

（関調査交渉部長）

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。

水田活用の直接支払交付金は270億円増額要求されている一方で、経営所得安定対策に

おけるゲタ・ナラシ対策は85億円の減額となっているが、事業の円滑な実施に支障は生じ

ないのか。

（高橋農産局総務課長）

令和４年度の水田活用の直接支払交付金については、輸出等の新市場開拓に向けた低コ

スト生産の取組に対する支援の追加等の拡充を行い、3,320億円を要求している。

ゲタ・ナラシ対策については、概算要求時点では近年の作付実績や加入申請状況を基に

算出した所要額を要求しているが、法律に基づき生産者に対して必ず支払うものであり、

交付金の円滑な支払に支障は生じない。

（関調査交渉部長）

持続的畑作生産体系確立事業として、かんしょや加工用ばれいしょなど、地域の基幹作

物の病害抑制と需要に応じた生産拡大の両立等に対して新たに予算要求されているが、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。

また、農研機構・種苗管理センターでは、都道府県からの申請に応じて、ばれいしょ原

原種及びさとうきび原原種の配布を行っているなかで、病害のまん延防止のため、種苗増

殖の起点となる健全無病な原原種を安定的に生産・供給している種苗管理センターはどの

ように関わるのか。

（高橋農産局総務課長）

本事業は、かんしょや加工用ばれいしょの国内外の需要の高まりや新たな病害の発生へ

の対応の他、労働力不足や種ばれいしょの安定供給などへの支援を行うものである。地方

農政局等及び県域・地域拠点の役割としては、事業の周知、審査、執行、指導等の事務を

お願いする。

また、種ばれいしょの安定供給のため種苗管理センターが果たす役割は重要であり、今

般、センターの施設整備予算として「ばれいしょ原原種安定供給のための施設の近代化」

6.8億円を技術会議計上で要求している。
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（関調査交渉部長）

畜産・酪農の生産基盤の強化についてである。

環境負荷軽減に向けた持続的生産支援対策として、畜産・酪農における温室効果ガス排

出の削減と持続可能な畜産経営の確立を図るため、酪農・肉用牛経営が行う温室効果ガス

削減の取組の支援が増額要求されているが、地方農政局・北海道農政事務所、県域・地域

拠点の関わりは増えるのか。

（西畜産局総務課長）

環境負荷低減に向けた持続的生産支援対策については、現在実施している環境負荷軽減

型酪農経営支援事業を拡充するものであるが、本事業では、地方農政局等に交付金の交付

申請や交付等の事務を従来よりお願いしている。今回の拡充により対象者や事務内容に若

干の拡大が見込まれるが、従来からの事務を基本とした拡充であり、地方農政局等には丁

寧に説明してまいりたい。

（大滝調査交渉部長）

畜産高品質堆肥生産流通促進支援事業として新規要求しているが、現地で堆肥に関する

講習会を行っている家畜改良センターはどのように関わるのか。

（西畜産局総務課長）

本事業は、温室効果ガスの排出削減に資する好気性強制発酵による堆肥化や化学肥料の

使用量低減に資する堆肥の高品質化・ペレット化による広域流通の推進等を図るため、こ

れら取組に対する畜産経営における理解醸成や、高品質堆肥の生産技術に関する専門家に

よる現地指導・助言等について、公募により選定される民間団体等を通じて支援するもの

である。このため、現在、家畜改良センターで行われている堆肥に関する講習会とは直接

的に関わるものではないと考えている。

（関調査交渉部長）

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、食品産業の強化についてである。

2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施

として、マーケットイン輸出ビジネス拡大支援事業や輸出ターゲット国における輸出支援

体制の確立強化事業など輸出拡大に向けた事業が大幅な増額あるいは新規要求され、輸出

・国際局、大臣官房新事業・食品産業部、地方農政局では新規増員の要求も出されている

が、県域・地域拠点の関わりは増えるのか。

（髙橋輸出・国際局総務課長）

2030年の輸出５兆円目標の実現に向けては、昨年11月に農林水産物・食品の輸出拡大実

行戦略、本年５月にそのフォローアップを取りまとめたことから、これらの着実な実施を

図ることが必要となっている。

このため、品目団体やJETRO・JFOODOへの支援、輸出先国での輸出支援体制の確立など、

マーケットインによる海外での販売力強化や食産業の海外展開の後押し、輸出産地サポー

ター等による輸出産地の育成、輸出先国の規制やニーズに対応した輸出環境や施設の整備、

地域の加工食品の輸出支援、知的財産の流出防止等に必要な予算として、188億円の輸出

予算を要求している。
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輸出事業計画の策定・実行に係る伴走型支援による輸出産地の育成を始め、輸出５兆円

目標の実現に向け、現在、県域・地域拠点においては、輸出関連施策のＰＲや輸出産地の

育成等に向けて対応いただいているが、引き続き、本省及び地方農政局等が一体となった

取組をお願いしたい。

（大滝調査交渉部長）

植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業として、昨年度の予算から大幅に増額要求

となっているが、種苗法が改正され種苗登録や種苗資源の保護等の重要度は増しているな

かで、農研機構・種苗管理センターは関わることになるのか。

（髙橋輸出・国際局総務課長）

優良な植物新品種が海外に流出し、海外で産地化されていることを受け、昨年の種苗法

改正によって、登録品種の海外持出しを制限可能にするなど、更なる種苗の流出防止に取

り組んでおり、農研機構・種苗管理センターにおいては、これまでも栽培試験に加え育成

者権侵害対策に協力いただいている。

本事業では、知的財産の流出防止のため、違法な栽培に対する侵害の立証にも活用でき

る、遺伝子情報を活用した品種識別技術の高度化への支援を拡充要求している。事業実施

主体は、植物品種等海外流出防止対策コンソーシアムを予定しており、農研機構・種苗管

理センターは当該コンソーシアムの一員として当該事業に関与することが想定される。

（関調査交渉部長）

新事業の創出と食品産業の競争力強化についてである。

新事業創出・食品産業課題解決に向けた支援として、新事業の創出や食品産業の共通課

題の解決に向け、実態把握や課題抽出のための調査、解決策の検討と実証に向けた取組が

新たに要求されているが、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。

（長野新事業・食品産業部新事業・食品産業政策課長）

新事業創出・食品産業課題解決に向けた支援において実施予定の補助事業及び委託事業

の執行は、地方農政局等を経由せず、本省にて直接採択する予定である。

なお、本事業は、全国の食品産業の課題解決に資する取組のため、事業の前提として、

各地の食品企業の課題や要望等の収集が重要である。今後、本省・地方農政局で協力して

食品企業とのコミュニケーションを深めていきたいと考えており、進め方について、別途

御相談していきたいと考えている。

（大滝調査交渉部長）

環境負荷軽減に資する「みどりの食料システム戦略」の実現に向けた政策の推進についてで

ある。

みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業として、新規要求しているが、農研

機構や国際農研の研究についても本事業に重要な役割を果たすことが期待されるなかで、

どのような役割を考えているのか。

また、本事業に対して、技術会議事務局はどのように関わるのか。
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（岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長）

本事業は、これまで農林水産分野の研究開発を行うために実施してきた農林水産研究推

進事業と、スマート農業の実証等を行ってきたスマート農業総合推進対策事業を統合して

実施するものであり、農研機構や国際農研におかれても、これまでと同様に積極的な参画

・貢献をお願いしたいと考えている。

技術会議事務局としても、これまでの両事業と同様の推進業務を行うこととしている。

（大滝調査交渉部長）

ムーンショット型農業水産研究開発事業として、昨年度予算から大幅な増額要求となっ

ており、農研機構・生物系特定産業技術研究支援センター以外の外部法人にも基金が設置

されるとしているが、生物系特定産業技術研究支援センターが外部法人の事業の受け付け

を行うこととなるのか。また、生物系特定産業技術支援センターの業務量はどの程度想定

しているのか。

（岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長）

令和２年及び３年度当初予算では、令和元年度補正予算で造成した基金の事業推進に必

要な事務費を計上してきたところである。

令和４年度概算要求においては、ムーンショット目標５の実現に向け、「みどりの食料

システム戦略」が目指す持続可能な食料システムの構築やカーボンニュートラル社会の実

現等新たな課題への対応等のため研究開発費の増額を行うものである。これは、生物系特

定産業技術研究支援センターに造成した基金への積増しを考えており、外部法人に新たに

基金を造成するものではない。また、同センターの業務量については、現時点ではプロジ

ェクトの規模等が明らかではないことから想定することは困難であるが、事業を円滑に遂

行できるよう推進事務費の確保に努めてまいりたい。

（大滝調査交渉部長）

みどりの食料システム基盤農業技術のアジアモンスーン地域応用促進事業として、気候

変動緩和と持続的農業の実現のため、新規要求しているが、国際農研はどのような役割と

なるのか。また、農研機構はどのように関わるのか。

（岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長）

本事業では、国外の140近い機関と提携する国際農研のネットワークを活用し、著名科

学者による助言機関「国際科学諮問委員会」と、情報の収集分析と発信を行う「みどりの

食料システム国際情報センター」を国際農研内に設置するとともに、国際農研を中核とし、

農研機構を含む内外の研究機関による国際共同研究を実施することを検討している。

このように、国際農研には本事業の実施主体を担っていただくことを考えている。また、

農研機構には、国際共同研究の実施の際、研究テーマに応じて参画いただき、国際農研と

連携して研究を進めていただくことを考えている。

（関調査交渉部長）

みどりの食料システム戦略推進総合対策として、みどりの食料システム戦略に基づき、

各地域の状況に応じて、環境負荷軽減と持続的発展に向けた地域ぐるみのモデル的先進地

区を創出するとともに、取組の「見える化」など関係者の行動変容と相互連携を促す環境
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作りの支援が新規要求されているが、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。また、所管国立研究開発法人は関わることになるのか。

（秋葉環境バイオマス政策課長）

みどりの食料システム戦略総合対策は、地域ぐるみの取組を支援するみどりの食料シス

テム戦略推進交付金と関係者の行動変容等を促す民間団体向けの事業とで構成されている。

交付金については、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おり、民間団体向け事業について

は、事業の執行・管理はいずれも本省にて実施することとしている。

また、地方農政局等及び県域・地域拠点には、本事業の現場への周知や案件形成に御協

力をお願いしたいと考えており、地方課とも連携しながら、情報共有に努めてまいりたい。

なお、所管国立研究開発法人には、本事業により新たな役割を求めるものではない。

（大滝調査交渉部長）

スマート農業、eMAFF等によるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進についてで

ある。

スマート農業の総合推進対策として、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、スマート農業加速化実証プロジェクト等については、

昨年は、事業期間を2022年度までとしており、延長する理由はなにか。事業の拡充・延長

により、農研機構の役割はどのようになるのか。

（岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長）

スマート農業の総合推進対策については、スマート農業技術の開発が遅れている品目・

分野についての技術開発・改良や産地単位でスマート農業に取り組む産地モデル実証、ペ

レット堆肥活用促進のための技術開発・実証を新規で要求しているほか、スマート農業教

育推進等を一部拡充している。

また、スマート農業加速化実証プロジェクト等の実施結果を踏まえ明らかとなった課題

に対応するため、新たに上記の産地モデル実証等を追加したことから、事業期間を延長す

る要求を行ったものである。

開発部分は生物系特定産業技術研究支援センターが資金配分機関として支援する役割を

担うことを想定し、実証部分は農研機構がこれまでのノウハウを活かして実施主体として

取り組んでいただくことを考えている。

（関調査交渉部長）

農林水産省共通申請サービス（eMAFF）による行政手続きのオンライン化の加速として、

地域農業再生協議会へのeMAFFの導入が本格化されるが、地方農政局・北海道農政事務所、

県域・地域拠点、特に地域農業再生協議会の窓口である経営所得安定対策チームの関わり

は増えるのか。

また、地域農業再生協議会において、人件費も含めeMAFF導入に必要な予算は計上され

ているのか。

（高橋農産局総務課長）

eMAFFについては、令和５年産から全ての地域農業再生協議会が活用できるようにする
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ため、推進・周知等の面で経営所得安定対策チームの関わりが増える部分もあると想定し

ている。一方、全国的なコールセンターの設置や現在作成中である動画等の教材の利用に

より職員の負担を可能な限り軽減するとともに、経営所得安定対策業務全体についても効

率化を図り、職員の業務量全体が増加しないように対応してまいりたい。

また、eMAFF導入に必要な経費は、主にeMAFFに地域農業推進協議会のデータを移行する

経費を想定しており、臨時職員の人件費も含めて必要な額を要求している。

（関調査交渉部長）

農林水産省地理情報共通管理システム（eMAFF地図）の開発の加速として、eMAFFの利用

を進めながら、デジタル地図を活用して、農地台帳、水田台帳等の現場の農地情報を統合

し、農地の利用状況の現地確認等の抜本的な効率化・省力化などを図るための「農林水産

省地理情報共通管理システム」の開発を加速するとしているが、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。

（窪山参事官）

eMAFF地図については、eMAFFの利用を進めながら、現在各機関において管理・運営され

ている農地台帳、水田台帳等の現場の農地情報を統合し、現場の農地関連業務の抜本的な

効率化・省力化を図るために開発を進めているものであり、本システムが運用されること

により、タブレット上に表示される地図情報で現地確認を行うことなどにより農業者や地

方自治体等の職員の業務が抜本的に改善される。

本システムの構築に当たっては、農地情報の統合の取組を円滑に進める必要があること

から、地方農政局の農地関連部局等を中心に、eMAFF地図の効果についての現場への周知、

農地情報の統合に向けた情報収集等の取組を進めている。

（関調査交渉部長）

食の安全と消費者の信頼確保についてである。

家畜衛生等総合対策として、国内外で、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエン

ザ、口蹄疫等の発生が続くなか、家畜の伝染病疾病の発生予防・まん延防止の要求額が減

額されているが、国内で増加している豚熱や高病原性鳥インフルエンザの防疫業務に支障

は来さないのか。

また、検疫探知犬の増頭計画や配置場所はどのようになっているのか。

（井上消費・安全局総務課長）

令和３年度予算は、令和２年11月以降の高病原性鳥インフルエンザの発生継続を踏まえ、

手当金等の交付が令和３年度に相当額発生することが見込まれたため、追加的に予算を確

保したものである。令和４年度に手当金等の交付が大幅に増大するような事態は現時点で

は予測し難いことから、例年並みの額を要求している。

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。

また、検疫探知犬の増頭は計画しておらず、引き続き140頭体制を維持し、海外での疾

病発生状況、国際線の到着状況等のリスクに応じ配置しているところである。

（関調査交渉部長）
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植物防疫所の検疫事業費について、要求額が昨年度より微増にとどまっている中で、国

際植物防疫条約加盟各国間で電子植物検疫証明書を送受信する仕組みを整備するとしてい

るが、植物防疫の充実強化に必要な経費、集荷地・栽培地検査等に伴う旅費、職場の環境

整備や新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に必要な庁費は十分に確保されているの

か。

（井上消費・安全局総務課長）

業務に必要な旅費や職場環境の整備等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。

（関調査交渉部長）

動物検疫所の検疫事業費について、動物検疫体制を充実強化するとしている中、要求額

は昨年度より微増にとどまっているが、動植物検疫探知犬の活動に伴う補助員等の人件費、

職場環境整備や新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に必要な庁費は十分に確保され

ているのか。

（井上消費・安全局総務課長）

検疫探知犬の増頭は計画しておらず、補助員等の人件費も昨年と同様に要求している。

また、職場環境整備や新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に必要な経費については、

引き続き庁費の中で適切に対応してまいりたい。

（関調査交渉部長）

みどりの食料システム戦略推進総合対策費のうちグリーンな栽培体系への転換サポート

について新規要求しているが、地方農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠点はどのよ

うに関わるのか。

（井上消費・安全局総務課長）

事業の執行体制等は検討中のため現時点でお示しすることは困難であるが、地方農政局

等の関わりが生じることになる場合には丁寧に対応してまいりたい。

（関調査交渉部長）

農地の最大限の利用と人の確保・育成、農業農村整備についてである。

農地中間管理機構による集積・集約化と多様な経営体による持続的な農地利用について、

人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業は、人・農地プラン策定に必要な取組の支援と

して新規要求しているが、地方農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠点はどのように

関わるのか。

（平口経営局総務課人事企画官）

地方農政局等には、これまでの人・農地プランに係る取組と同様、市町村における人・

農地プランの策定・推進に向けて、都道府県、市町村等への情報提供や助言、指導等をお

願いしたい。

（関調査交渉部長）
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集落営農活性化プロジェクト促進事業として、人・農地プランの策定、集落営農にお

けるビジョンづくりや新たな作物の導入の支援について新規要求しているが、地方

農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠点はどのように関わるのか。

（平口経営局総務課人事企画官）

地方農政局等には、集落営農における本事業の積極的な活用に向けて、都道府県等への

情報提供や助言、指導、審査等をお願いしたい。

（関調査交渉部長）

多様な人材の確保・育成についてである。

人・農地等情報マッチング推進総合対策として、人と農地に関する情報のデータベース

化を進め、農地の受け手を広く探して調整し農地を安心して委ねられる仕組みの構築の支

援に向け、増額要求しているが、地方農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠点の関わ

りは増えるのか。

（平口経営局総務課人事企画官）

本対策では、各農業委員会が農地の出し手・受け手の意向等を把握して、全国規模のデ

ータベースに登録し、農地バンク等がそのデータベースを活用して農地の受け手を探して

調整すること等を支援することとしている。

地方農政局等には、本対策の円滑な実施に向けて、農地バンク、農業委員会等への情報

提供や助言をお願いしたい。

（関調査交渉部長）

地域の雇用創出・所得向上、地方への定住促進についてである。

農業農村整備事業〈公共〉においては、昨年度に引き続き大幅な増額要求となっている

が、人員が少ない中で超過勤務が常態化している。超過勤務の縮減が政府全体の重要課題

となっている中、工事及び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

等に必要な予算を要求しているのか。

また、必要な超過勤務予算は要求しているのか。

（佐藤農村振興局総務課長）

令和４年度農業農村整備事業関係予算のうち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2,029億円（対前年度比118.9%）を要求している。

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、現場技術業務による工

事の発注、監督事務の支援や非常勤職員の雇用等に必要な予算額を要求するとともに、超

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

している。

（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についてである。

新たな資源管理システムの着実な実施について、水産資源調査・評価推進事業等におい

ては、調査船調査、市場調査、海洋観測等を拡充するとして、10億円増額しているが、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。
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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。

（池田水産庁漁政課管理官）

「開洋丸」代船建造については、契約額に応じた金額の要求を行っている。

水産研究・教育機構の所有する調査船については、令和元年５月に取りまとめた「官船

及び機構船のあり方について」を踏まえ、先ずは水産庁調査船「開洋丸」の代船建造に取

り組んでいる。今後、水産研究・教育機構の調査船についても、計画的な代船建造等の実

施に向けて予算の確保に努めてまいりたい。

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

ては、令和４年度当初予算において、船舶の運航及び安全性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。

（関調査交渉部長）

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、令和３年内を目処としている水産物流通適正化法施行に向け、違法漁業に対する

漁業調整事務所の役割はどのようになるのか。

さらに、漁獲番号の国への届出や輸出時に国が発行する適法漁獲等証明書の発行および

制度の円滑な施行に向けた都道府県単位の協議会組織の運営支援などに、漁業調整事務所

や地方農政局・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。

（池田水産庁漁政課管理官）

漁協等が漁獲情報を電子的に収集・提供するための取組や漁獲番号等伝達システムを利

用するために必要な関連機器の導入等の支援について、令和４年度当初予算にて要求して

いる。

水産流通適正化法の違反事案に対する漁業調整事務所の役割については、漁業関係法令

としての本法律の位置付けについて検討中のため現時点でお示しすることは困難であるが、

関わりが生じる場合には丁寧に対応してまいりたい。

漁獲証明書の発行については、現在詳細を検討中であるが、輸出証明書発給システムを

利用することとなるため、申請者が希望すれば、漁業調整事務所や地方農政局等から交付

することも想定している。

漁獲番号の届出や協議会の支援については、漁業調整事務所や地方農政局等の関与は想

定していない。

（関調査交渉部長）

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。

（佐藤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保全対策については、引き続き、令和元年８月に長崎県が策定した第
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３期行動計画に基づき、調整池内対策や新干拓地対策、流域対策を実施していくこととしている。

（関調査交渉部長）

統計関係についてである。

地方統計職員の減少に対応しながらも質の高い信頼性のある統計データを継続的に整備

・提供するため、調査の民間委託への転換を行うこととしているが、具体的にどの調査の

民間委託を考えているのか。

（坂本統計部管理課長）

統計調査の民間委託については、令和４年度から新たに青果物卸売市場調査の年間取扱

量等調査、並びに、畜産物流通調査のうちと畜場統計調査の月別調査及び食肉卸売市場調

査の月別調査の民間委託に必要な予算を要求している。

（大滝調査交渉部長）

独立行政法人の運営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・除外経費等の拡大を求めてきたが、どのよう

な要求となっているのか。

（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は国民から徴収された貴重な財源で賄われるも

のであるため、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、農林水産省が所管する６法人については、次期中長期目標等の策定時

期であった令和３年度要求において、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、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べく要求を行ったところ。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に

ついて要求し、一部認められたところである。

令和４年度については、第５期中長期目標等を踏まえ、各法人の業務に支障がないよう、

事務・事業の推進を始め、施設等の修繕、職員の雇用に要する経費等の確保に必要な要求

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、森林研究・整備機構では概算要求額

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、

概算要求額は法人の意向を踏まえた要求となっているのか。

さらに、各法人の業務経費に必要な人件費、老朽化した機械や研究機器の更新に係る事

務経費など、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
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な経費など、必要な額を計上している。

なお、森林研究・整備機構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退職手当金の減によるものである。

（大滝調査交渉部長）

この間、農研機構のフルタイム再雇用に係る人件費の確保を求めてきたが、どのような

要求となっているのか。

（岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長）

令和４年度概算要求における農研機構の再雇用職員の雇用に要する経費については、農

研機構からの要求額を計上している。

（大滝調査交渉部長）

農研機構においては、2020年度以降厳しい査定減額を受けており、法人の人件費は厳し

い状況となっており、2022年度予算概算要求においては満額確保に向け、最大限の対応を

求める。

施設整備費補助金について、所管６法人からの要求を踏まえた概算要求を計上している

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、各法人からの要望を踏まえ、各法人における

事務・事業の円滑な推進に向け、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により、非常勤職員等に対して昨年４月の契

約から一時金を支給しているなかで、所管５法人において、2020年度より予算の確保状況

が異なっていたが、各法人からの要求を踏まえた概算要求を計上しているのか。

（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。

（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押切予算課長、窪山参事官、坂本統計部管理課長、岩間

農林水産技術会議事務局研究調整課長は退席する。

退 席：押切予算課長、窪山参事官、坂本統計部管理課長、

岩間農林水産技術会議事務局研究調整課長

新規着席：片貝地方課長、清水林野庁林政課長

それでは、第２部を始める。まず、第２部のみの出席者を紹介する。当局側として、片貝地方
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課長、清水林野庁林政課長である。

「令和４年度組織・定員要求」について、説明させていただく。

令和４年度組織・定員要求については、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、持続可能な食料システムの構築等に向け、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３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体制の強化についてである。

「みどりの食料システム戦略」を着実かつ強力に推進するための省全体の司令塔組織と

して、大臣官房環境バイオマス政策課に「みどりの食料システム推進室（仮称）」を設置

するとともに、有機農業の生産拡大など高い生産性と両立する持続的生産体系への転換を

推進するため、農産局農業環境対策課に「持続・有機農業推進室（仮称）」を設置する要

求を行っている。

また、農林水産物・食品輸出の５兆円目標の達成に向け、「農林水産物・食品の輸出拡

大実行戦略」等に位置付けられた輸出産地の育成、品目団体の支援等を推進するための本

省及び地方組織一体での体制強化を図るとともに、人・農地など関連施策の見直しに対応

し、人・農地プラン策定の着実な推進、新規就農者の育成・確保、農村における所得と雇

用機会の確保等を図るための施策の推進に向けた体制を強化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、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に向けた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、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた森林の整備

・保全、木材利用の促進を始めとする森林吸収源対策等を強化するための体制強化を図る

とともに、大規模な山地災害に対する防災・減災、国土強靭化のための体制を強化する要

求を行っている。

３点目は、水産分野について、悪質・巧妙化する外国漁船に対する漁業取締体制を強化

するため、水産庁漁業取締課に「外国漁船対策室（仮称）」を設置するとともに、違法漁

獲物等の流通防止を図る水産流通適正化制度の運用体制を整備するため、水産庁加工流通

課に「水産流通適正化推進室（仮称）」を設置する要求を行っている。

さらに、地域的な水産資源管理の取組、福島第一原発におけるALPS処理水の海洋放出に

よる風評影響対策等を実施するための体制を強化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人を含む前年度と同数の410人を要求しており、そ

の内訳は、農政改革を更に推進するための体制の強化関係が212人、林業の成長産業化関

係が88人、水産業の成長産業化関係が32人となっている。この他、デジタル政策推進体制

の整備、食品産業関係の体制強化、農産・畜産関係の生産基盤強化のための体制整備等の

要求が78人となっている。

なお、地方出先機関においては、292人の新規増員を要求しており、そのうち地方農政

局・北海道農政事務所における要求数については、166人となっている。

（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、農政改革を推進するため本



- 17 -

省と地方組織が一体となった体制強化を図るとともに、頻発する自然災害や家畜伝染病の

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、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。

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、新規増

員の確保が重要であり、満額確保に向けた対策強化を現段階から求めておく。

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。

（関調査交渉部長）

2022年度組織・定員要求についてである。

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、持続可能な食料システムの

構築等に向け、農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応するための所要の体制整備につ

いて、本省は本年７月に局の再編など大規模な組織見直しを行ったところであるが、これ

に伴う地方農政局等の組織再編に関する要求はどうなっているのか。

（宮長秘書課人事企画官）

令和４年度組織・定員要求において、本年７月の本省組織再編に伴う地方農政局等の組

織再編に関する要求は行っていないが、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は引き続き重要と考えており、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適切に対応してまいりたい。

（関調査交渉部長）

今回要求している本省の機構要求の財源については、本省内の振替要求なのか。地方農

政局等からの振替要求を行っているのか。

（宮長秘書課人事企画官）

今回の機構要求の財源については、地方農政局等からの振替要求によるものではなく、

本省内の振替要求等となるものと考えている。

（関調査交渉部長）

「みどりの食料システム戦略」を着実かつ強力に推進するための省全体の司令塔組織と

して、大臣官房環境バイオマス政策課にみどりの食料システム推進室（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。

（秋葉環境バイオマス政策課長）

みどりの食料システム戦略推進室（仮称）については、環境政策の司令塔である大臣官

房環境バイオマス政策課に設置し、みどりの食料システム戦略推進室長の下に、戦略の企

画・調整や事業の実施・指導等を担う所要の定員を要求しており、「みどりの食料システ

ム戦略」の実現に向けた体制を強化することとしている。

（関調査交渉部長）

有機農業の生産拡大など高い生産性と両立する持続的生産体系への転換を推進するため、

農産局農産政策部農業環境対策課に持続・有機農業推進室（仮称）を設置するとしている
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が、その規模はどのようになっているのか。

（高橋農産局総務課長）

持続・有機農業推進室（仮称）の新規設置に当たり、統括を担う「持続・有機農業推進

室長」と、有機農業推進の企画強化を担う課長補佐を、それぞれ新規に要求している。

また、農業環境対策課の既存体制にある環境直接支払班、環境保全型農業推進班及び有

機農業班の３班を新室に移管し、１室長・４班体制により、持続的生産体系への転換を強

力に推進するものである。

（関調査交渉部長）

農林水産物・食品輸出の５兆円目標の達成に向け、「農林水産物・食品の輸出拡大実行

戦略」等に位置付けられた輸出産地の育成、品目団体の支援等を推進するための本省及び

地方組織一体で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。

（髙橋輸出・国際局総務課長）

昨年11月の農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略、本年５月のフォローアップ等を踏ま

え、本省については、輸出産地の育成・支援、品目団体の組織化、金融・税制による支援、

輸出手続の円滑化、地理的表示保護等の体制整備に必要な増員要求を行っている。

地方農政局等においては、輸出産地の育成・支援の体制整備に必要な増員要求を行って

いる。

（長野新事業・食品産業部新事業・食品産業政策課長）

加工食品関係については、輸出拡大実行戦略において、清涼飲料水、菓子、ソース混合

調味料、味噌・醤油の加工食品４品目が重点品目となっており、加工食品の産地育成等を

支援するための体制整備として、本省・地方農政局等における必要な増員要求を行ってい

る。

（高橋農産局総務課長）

コメ、コメ加工品の輸出事業者の支援体制の強化、コメ、園芸作物、いも、茶の輸出産

地支援等の強化を図るため、本省及び地方農政局等において必要な増員要求を行っている。

（西畜産局総務課長）

マーケットインの発想に基づく畜産物の輸出促進体制の強化及び輸出産地育成に向けた

施策の推進を図るため、本省及び地方農政局等の体制整備に必要な増員要求を行っている。

（関調査交渉部長）

人・農地など関連施策の見直しに対応し、人・農地プラン策定の着実な推進、新規就農

者の育成・確保、農村における所得と雇用機会の確保等を図るための施策の推進に向けた

体制を強化するとしているが、具体的にはどのような体制強化を考えているのか。

（平口経営局総務課人事企画官）
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農業者の減少や耕作放棄地の拡大が加速化する中で、生産基盤である農地について、持

続性をもって最大限利用することが喫緊の課題となっている。これに対応するためには、

農地の集約化に重点を置いて、人・農地プランの推進に積極的に取り組む必要があるとと

もに、若者等の農業への一層の呼込みと定着を図るため、新規就農対策について、関係予

算を見直し、その推進に強力に取り組む必要がある。これらに必要な増員要求を行うもの

である。

（佐藤農村振興局総務課長）

農村政策に関する企画立案、関係府省との連絡調整、現場課題の適時の把握のための体

制整備、さらに、農山漁村の地域資源を発掘し、磨き上げた上で、他分野と組み合わせて

新たな事業を起こす取組である農山漁村発イノベーションの展開のための体制整備等に必

要な増員要求を行っている。

（関調査交渉部長）

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、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。

（片貝地方課長）

近年頻発する自然災害等への対応体制を強化するため、令和４年度は、頻発・広域化す

る災害に対して全国的な体制強化を実現するため、北陸、東海、近畿、中国四国の地方農

政局及び北海道農政事務所の企画調整室においても災害対策調整係長を増員する要求を行

っている。

（佐藤農村振興局総務課長）

近年の自然災害の頻発化・激甚化に対応するため、農地・農業用施設における災害復旧

の迅速化のための体制整備、流域治水施策の推進や既存ダムの洪水調節機能強化のための

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のための体制整備等に必要な増

員要求を行っている。

（関調査交渉部長）

豚熱、アフリカ豚熱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。

（井上消費・安全局総務課長）

植物防疫関係では、本省においては総合的病害虫管理の推進を強化するため、また、植

物防疫所においては地方空港を含めた全国の空港や国際郵便局での水際検疫の体制を強化

するため、それぞれ必要な増員要求を行っている。

動物検疫関係では、本省においては改正家伝法等を踏まえ防疫指導や野生動物対策を担

当する体制を強化するため、また、動物検疫所においては旅客が持ち込む畜産物や郵便物

によるアフリカ豚熱等の家畜伝染病の侵入リスク低減や輸出促進に向けた体制作りのため、

それぞれ必要な増員要求を行っている。
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（関調査交渉部長）

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた森林の整備・保全、木材利用の促進を始め

とする森林吸収源対策等を強化す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。

（清水林野庁林政課長）

2050年カーボンニュートラル実現に向けた森林吸収源対策等を強化するため、エリート

ツリー等の成長に優れた特定苗木の生産拡大による効率的な再造林の推進のための体制整

備、非住宅建築物における木材利用推進に向けた建築用木材の開発・普及を推進するため

の体制整備等を行う必要があり、本庁・森林管理局について増員要求を行っている。

（関調査交渉部長）

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。

（清水林野庁林政課長）

令和２年７月豪雨のような広域の豪雨を始め、今後も、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「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」が本

年度から実施されたことを踏まえ、流域治水とも連携し、流域全体での流木対策や森林保

水力の強化を図るための体制整備、災害発生の現場で現地調査や事業調整を行う国の現場

力の確保と強化等のため、本庁・森林管理局について、増員要求を行っている。

（関調査交渉部長）

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ため、水産庁資源管理部漁

業取締課に外国漁船対策室（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。

（池田水産庁漁政課管理官）

海上保安庁や外務省を始めとする関係省庁等との連絡調整、外国漁船の取締りに関する

情報発信、現場での対応中の取締船や巡視船、漁業者との連絡調整等を行うため、外国漁

船対策室長の他、所要の定員を要求している。

（関調査交渉部長）

違法漁獲物等の流通防止を図る水産流通適正化制度の運用体制を整備するため、水産庁

漁政部加工流通課に水産流通適正化推進室（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。

（池田水産庁漁政課管理官）

水産流通適正化制度については、対象魚種の指定等の制度設計に加え、制度の円滑かつ

効率的な実施を推進するため、水産流通適正化推進室長の他、所要の定員を要求している。

（関調査交渉部長）

地域的な水産資源管理の取組、福島第一原発におけるALPS（多核種除去設備等）処理水
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の海洋放出による風評影響対策を実施す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。

また、地方農政局及び北海道農政事務所など、地方組織の関わりはあるのか。

（池田水産庁漁政課管理官）

令和３年４月、政府は、福島第一原発で発生するALPS処理水を海洋放出することを内容

とした基本方針を決定したところであり、ALPS処理水の海洋放出は２年後の令和５年から

実施される予定である。水産庁においては、海洋放出に伴う風評影響に対し、漁業関係者

等の意見を伺いながら、理解醸成や漁業継続のための施策に着実に取り組むため、所要の

定員を要求している。

（関調査交渉部長）

定員削減・新規増員についてである。

2022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７月７日の内閣総理大臣決定である「令和４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」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。

（関調査交渉部長）

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、昨年と同様の25人としているが、その内訳と理由、時限年次を示す

こと。

（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、本省分は、大臣官房19人、新事業・食品産

業部５人、統計部２人、消費・安全局７人、輸出・国際局12人、農産局12人、畜産局６人、

経営局４人、農村振興局６人、技術会議事務局２人、林野庁18人、水産庁25人である。ま

た、地方出先機関分は、農林水産研修所１人、植物防疫所19人、動物検疫所30人、地方農

政局139人、農地事業所15人、北海道農政事務所12人、森林管理局及び森林管理署70人、

漁業調整事務所６人である。

このうち、期限付きの要求については、令和５年度末期限及び令和６年度末期限が、デ

ジタル変革の推進体制の整備で大臣官房に４人、令和７年度末期限が、コロナ感染拡大の

影響を受けた外食産業を支援するための体制整備で新事業・食品産業部に２人、地方農政

局に７人、北海道農政事務所に１人、ＡＬＰＳ処理水海洋放出による風評影響対策のため

の体制整備で水産庁に４人、福島県の水産業の再生に向けた施設整備の推進のための体制

整備で水産庁に１人、令和８年度末期限が、福島県における本格操業を見据えた新規就業



- 22 -

者確保のための体制整備で水産庁に１人、令和９年度末期限が、品種登録手続等の電子化

促進のための体制整備で輸出・国際局に１人、国際園芸博覧会の開催に向けた企画・立案

等のための体制整備で農産局に２人、令和13年度末期限が、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出に

よるモニタリング強化等のための体制整備で水産庁に２人の合計25人である。

（関調査交渉部長）

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、2022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）

令和元年６月28日の内閣人事局長通知である「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」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」とされており、令和４年度の定

員合理化目標数は401人となる。

また、令和４年度における自律的再配置については、新たな表示事項の施行を踏まえた

監視体制の強化に対応するための体制整備等により、74人の要求を行っている。

（関調査交渉部長）

内閣人事局が９月７日公表した「令和４年度機構・定員等の要求状況について」では、

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、農林水産省のほか一部の省庁だ

けが、要求時点で減員数が時限増員を除く増員数を上回る要求となっている。今後も大幅

な増員要求を行うことなく、このような状況が続くのであれば、現行の定員削減計画期間

中、農林水産省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

てはどのような認識なのか。

また、今後、どのような対策を講じる考えなのか。

（宮長秘書課人事企画官）

内閣人事局の公表資料に記載の新規増員要求数には、時限増員分は含まれておらず、こ

れを加えると、当省の新規増員要求数は、昨年同数の410人である。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、新型コロナウイルス感染

症等対応のための体制整備、防災・減災、国土強靭化等のための体制整備、2030年温室効

果ガス46％削減目標の達成のための体制整備など、内閣の重要施策を推進するための多数

の要求を行わざるを得ない省が昨年を上回る要求を行っている。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、当省として要求できる最大限の数を要求して

いる。

（関調査交渉部長）

定年退職者の再任用、新規採用、中途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・地域拠点においてもフルタイム再任用が年

々増えているが、今後も多くの退職者が見込まれる中で、職員の希望どおりのフルタイム

再任用を配置するため、どのように対応するのか。
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（河南秘書課長）

各県域・地域拠点の欠員状況、希望職員の業務経験等を総合的に勘案し、現役職員を含

めた人事企画の中でフルタイム再任用者の計画的な配置に努めてまいりたい。

（関調査交渉部長）

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。

（河南秘書課長）

2021年度においては、行政職（二）職員１人、海事職（一）職員３人、海事職（二）職

員５人のフルタイム再任用を実施したところであり、それぞれの職種の欠員状況、職員と

して業務経験を踏まえ、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。

（関調査交渉部長）

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、昨年から43人増の139人、北海道農政事務所も昨年より３人増の12人と

それぞれ増員要求とはなっているが、みどりの食料システム戦略や有機農業の生産拡大、

輸出促進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。

（片貝地方課長）

地方農政局等の定員については、みどりの食料システム戦略や有機農業の推進、輸出促

進の他、頻発する自然災害への対応強化など、新たな農政展開に向け関係部局と連携しな

がら必要な要求を行っている。

（関調査交渉部長）

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。

（片貝地方課長）

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については、令和４年度におい

ても、今年度と同様の規模を踏襲したいと考えている。

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検討している。

食品表示監視業務については、効率的に業務を実施するため、現場の意見を踏まえて、

負担軽減に繋がる監視マニュアルの改正や巡回調査の対象事業者の重点化を行うとともに、

令和４年度組織・定員要求において、原料原産地表示制度の完全施行を踏まえた監視体制

の強化等のための職員を要求している。

経営所得安定対策等業務については、拠点から本局への業務移管も含め、既に縦ライン

で業務見直し・効率化に向けた検討を進めている。
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（関調査交渉部長）

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。

（佐藤農村振興局総務課長）

令和４年度に新設予定の事業所はないが、土地改良調査管理事務所に新たに１支所を設

置することとしている。

他方、廃止事業所等は、３事業所及び４支所について廃止することとしており、これま

で同様、事業所の閉鎖が円滑に行えるよう努めてまいりたい。

（関調査交渉部長）

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

であるが、昨年より17名少ない15名の要求数は、これらの課題が解消される定員要求とな

っているのか。

（佐藤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、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ための体制整備、土地改

良施設等の突発事故復旧の取組推進のための体制整備等に必要な増員要求を行ったところ

であり、必要な定員が確保できるよう対応してまいりたい。

（関調査交渉部長）

植物防疫所及び動物検疫所についてである。

植物防疫所において昨年より４人少ない19人を、動物検疫所において昨年と同様の30人

をそれぞれ要求しているが、コロナ禍のもと水際対策の強化が求められているなかで、海

外でのアフリカ豚熱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、国内防疫措置を含

め十分に対応可能な定員要求となっているのか。

（井上消費・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。

動物検疫所においては、旅客が持ち込む畜産物や郵便物によるアフリカ豚熱等の家畜伝

染病の侵入リスク低減や輸出促進に向けた体制整備、国内防疫措置への対応のために必要

な増員要求を行っている。

（関調査交渉部長）

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が、確

実な人員配置が行えるのか。

また、昨年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るのか。
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（井上消費・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、中途採用の実施、代替要員の採用については獣医・畜産関連機関

のウェブサイトへの掲載等を行うなどにより、人員の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努めて

まいりたい。

（関調査交渉部長）

漁業調整事務所についてである。

漁業調整事務所は、昨年より３人少ない６人の要求となっているが、その理由は何か。

（池田水産庁漁政課管理官）

漁業調整事務所の的確な業務遂行に向けて必要な業務量を踏まえ、精査の上、増員要求

を行っている。具体的には、新漁業法の施行を踏まえ、沿岸域における新たな資源管理シ

ステムの構築のため地域的な資源管理をより一層推進させていくために必要な人員を各漁

業調整事務所に配置するための増員要求を行っている。

（関調査交渉部長）

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、どのように体制をつくっていくの

か。

（池田水産庁漁政課管理官）

令和３年度までの定員要求で、新造船の建造に伴い必要となる船舶職員は確保したとこ

ろである。また、用船に乗船する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。

（関調査交渉部長）

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。

（池田水産庁漁政課管理官）

引き続き用船における３人乗船体制の確立を目指し、必要な要求を行っていくこととし

ている。

船舶予備員については、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おり、白鷲丸、鳳翔丸の増隻の状況を踏まえ、

船舶予備員２名の増員要求を行っている。

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おり、今後とも、船の運航に支障が生じることのないよう対応して
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まいりたい。

（関調査交渉部長）

級別定数改定要求についてである。

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

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

４級定数の拡大、などを要求してきたところである。また、地方農政局の組織再編により

県域拠点も管区機関に位置付けられることとなったが、級別定数の改定要求はどのように

なっているのか。

なお、この間も行政職（二）の運用基準の緩和、海事職（一）及び（二）、医療職

（三）の昇格基準の緩和を求めてきたところである。これらの処遇改善が図られる級別定

数改定となるよう、最大限の対応を要請する。

（河南秘書課長）

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４～６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2021年度は９割弱であったのに対し、農林水産省は６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。

最後に、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。

（河南秘書課長）

本日は、令和４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
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応していきたい。

今後とも、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、持続可能な食料

システムの構築等に向け、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

が一体となって対応していくので、引き続き御協力願いたい。

（宮長秘書課人事企画官）

以上をもって、令和３年度第１回労使間意見交換会を終了する。

以 上


