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令和２年度第２回労使間意見交換会

議事要旨

１ 日 時：令和３年１月28日（木） 14:30 ～ 16:35(125分)

２ 会 場：(当局側)国際部第３会議室 （組合側）官房第１会議室 【Ｗｅｂ開催】

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 石神 正和 大臣官房地方課管理官

同 秋葉 一彦 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 佐藤 一絵 農村振興局総務課長

同 小林 大樹 政策統括官付総務・経営安定対策参事官

同 渡部 博司 農林水産技術会議事務局研究調整課管理官

同 永井 春信 林野庁林政課長

同 依田 学 水産庁漁政課長

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２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決定」と「令和３年度組織・定員」を議題として
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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。

配付資料は、第１部資料として「令和３年度農林水産予算の概要」を、第２部資料とし

て「令和３年度組織・定員について」をそれぞれ使用する。

それでは、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、石神地方課管理官、秋葉参事官、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、

佐藤農村振興局総務課長、小林政策統括官付総務・経営安定対策参事官、渡部農林水産技

術会議事務局研究調整課管理官、永井林野庁林政課長、依田水産庁漁政課長、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。

最初に、資料１「令和３年度農林水産予算の概要」について、宮浦予算課長から説明す

る。

（宮浦予算課長）

令和３年度農林水産予算の概要について説明する。

お手元の冊子資料１の２頁の総括表をご覧いただきたい。

令和３年度当初予算額は、２兆3,050億円となっている。

３頁は公共事業費の一覧である。

公共事業は、総額6,995億円となっている。

続いて、４頁をご覧いただきたい。

令和３年度農林水産関係予算については、食料安全保障の確立、国土の保全等に向けて

必要な施策を実行していくために必要な予算を９つの柱に沿って整理している。

最初の柱は「生産基盤の強化と経営所得安定対策の着実な実施」である。

・８頁では、野菜、果樹、茶・薬用作物、花き、養蜂といった品目ごとの対策予算を確保

するとともに、

・11頁では、水田をフル活用し、需要に応じた麦・大豆等の生産を進めていくための「水

田活用の直接支払交付金」も確保している。
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２つ目の柱は「「スマート農業」の実現と強い農業のための基盤づくり」である。

コロナと共存する生産様式への転換を進めるため、

・ 14頁では、先端技術を活用した「スマート農業」を一層拡大するとともに、

・ 15頁では、スマホやタブレット、パソコンで補助金等の申請を可能とするシステムの

構築によるＤＸの推進

等のために必要な予算を確保している。

３つ目の柱は、「５兆円目標の実現に向けた農林水産物・食品の輸出拡大」である。

昨年11月30日に政府で決定された「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」を着実に実

施していくため、

・ 19頁では、マーケットインの発想に基づく輸出産地の育成・展開

・ 21頁では、輸出先国の規制等に対応した加工施設の整備

等のために必要な予算を確保している。

４つ目の柱は、「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」であ

る。

コロナ禍においても、地方での事業・雇用を創出していくため、

・ 24頁では、農業農村整備事業の着実な実施や、

・ 28頁では、就農準備・経営開始時の資金の交付や農業法人等での実践研修

等のために必要な予算を確保している。

５つ目の柱は、「食の安全・消費者の信頼確保」である。

豚熱、鳥インフルエンザを始めとする家畜伝染性疾病の発生予防や、重要病害虫の侵入

防止・まん延防止等のために必要な予算を確保している。

６つ目の柱は、「農山漁村の活性化」である。

若い世代も含めて地方における定住を促進していくため、

・ 31頁では、日本型直接支払の着実な実施、

34頁では、

・ 農業・農村の情報通信環境の整備

・ 鳥獣被害防止対策

等に必要な予算を確保している。

７つ目の柱は「森林資源の適切な管理と林業の成長産業化の実現」である。

・ 35頁では、森林整備事業や治山事業の実施、

・ 36頁では、川上の生産性向上から川下の需要拡大までの支援

等のために必要な予算を確保している。

８つ目の柱は「水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化の実現」である。

改正漁業法に基づく適切な資源管理の実現に向けて、

・ 39頁では、水産資源の調査・評価体制の強化等を図るとともに、

・ 41頁では、適切な資源管理を行う漁業者への漁船・機器の導入

等により、漁業の成長産業化を図るための予算を確保している。

最後の柱は「防災・減災、国土強靭化と災害復旧の推進」である。
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・ 46頁では、補正予算で措置した「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」

に基づく対策を着実に実施するとともに、

・ 47頁では、令和２年７月豪雨等により被災した農林水産関係施設等の速やかな復旧等

に必要な予算を確保している。

説明は以上である。

（渡邉書記長）

本日の意見交換会は、「新たな食料・農業・農村基本計画」に基づく生産基盤の強化に

必要な取組や持続可能な農林水産業、農山漁村の活性化、コロナ禍での食料安定供給や営

農継続支援など、大変重要な予算、組織・定員等の意見交換であると位置付けている。

さて、2021年度の概算要求は、新型コロナウイルス感染症の影響から、例年より一ヶ月

遅れの省議決定となり、それに伴って査定期間が一月程度短い中での対応となるなど、例

年に増して予算案確定に向けて大変な作業であったものと思われる。まずは、冒頭、各原

局担当者の皆さんをはじめ、関係各位のこの間の対応に敬意を表したい。

今ほど、農林水産予算概算決定の概要について説明があったところであるが、2021年度

予算は、生産基盤強化と経営所得安定対策の着実な実施やスマート農業・ＤＸ・技術開発

の推進、食と農に対する理解の醸成、農林水産物の需要喚起などの諸施策実現のほか、各

独立行政法人の事務・事業の円滑な推進はもとより、安心して働きつづけられる職場環境

の整備など、組合員の雇用・労働条件の確保にも必要な予算となる。

また、農林水産物・食品輸出促進法に基づく政府一体となった輸出力強化や現場ニーズ

に沿った「スマート農林水産業」の推進、頻発・激甚化する自然災害からの復旧・復興な

ど９年連続で拡充となる農業農村整備関連予算、さらにはコロナ禍の中での東京オリンピ

ック・パラリンピック開催に向けた水際対策の強化など、新たな政策展開への対応を含め

農林水産行政を担う組合員は、既存業務の抜本的見直し・効率化が進まない中で、不安と

懸念を抱いている。

従って、予算執行にあたっては、農林水産行政の着実な推進はもとより、それを支える

組合員の労働条件上の課題や業務運営上の問題についても、しっかり配慮されるよう当局

としての責任ある対応を求めておく。

厳しい定員事情の中にあっても、現場に密着した農林水産行政が着実に実施されるよう、

労働組合の立場からも共通の認識の下、各種取組を進めることが重要と考えているので、

そういった観点から今回の予算概算決定の内容について、それぞれ担当より伺い、意見交

換させていただきたい。

総 論

（永井調査交渉部長（非現業担当））

次年度当初予算額については、前年度比0.3％減の２兆3,050億円と微減となっているが、
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各種事業に必要な予算額は十分に確保できたのか。

また、コロナ禍が長引くなか、コロナ関連対策や防災・減災、国土強靭化と災害復旧の

推進など、2020年度３次補正追加額１兆519億円を併せて「15ヶ月予算」としての執行と

なるが、超過勤務手当や旅費、庁費など業務遂行に必要な予算は十分に確保されているの

か。

さらに、定年退職者が累増する中、短時間勤務再任用に係る人件費を含め、必要な人件

費予算は確保されたのか。

（宮浦予算課長）

令和３年度当初予算については、15ヶ月予算として編成された令和２年度第３次補正予

算（１兆519億円）と合わせると３兆3,570億円を確保しており、農林水産業をめぐる諸課

題にしっかりと対処できる予算を確保できたものと考えている。

また、超過勤務手当や旅費、庁費等の業務遂行に必要な予算や、短時間勤務再任用を始

めとする人件費についても、各職場の実情に合わせて当初予算で確保している。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

非常勤職員等の賃金について、この間の待遇改善分を含めた必要な予算は確実に確保で

きたのか。

（宮浦予算課長）

当省における非常勤職員の給与は、人事院が制定した「非常勤職員給与決定指針」を考

慮し支給しているところであり、令和３年度当初予算においても、非常勤職員の給与に必

要な予算を計上したところである。

１．生産基盤の強化と経営所得安定対策の確実な実施

（永井調査交渉部長（非現業担当））

畜産・酪農の生産基盤の強化として、輸出拡大に向けた和牛や酪農の基盤強化、中小

・家族経営の経営継承等の支援として「増頭・増産対策」に2020年度３次補正で156億

円措置されているが、地方農政局等の関わりはどのようになるのか。

（山口生産局総務課長）

令和２年度第３次補正予算で講じている増頭・増産対策156億円に該当する予算は、増

頭奨励金の交付、難防除雑草の駆除及び家畜排せつ物の処理の円滑化となっている。

増頭奨励金、難防除雑草の駆除については、民間団体を経由するものとなっており、本

事業に関して地方農政局等にお願いする事務は発生しないところである。

なお、家畜排せつ物の処理の円滑化については、令和２年度第３次補正予算においても、
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地方農政局等において、要望の取りまとめ、補助金の交付を行うことになるが、今回から

都道府県にも介在してもらい、より地域の実情を反映させやすいようにしたところである。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

「国産チーズの競争力強化対策」として、３次補正で150億円措置されているが、チー

ズ工房等の生産性向上支援に地方農政局等は具体的にどのように関わるのか。

（山口生産局総務課長）

本事業について、本省では、実施要綱等作成、公募の公告、事業選定委員会開催、実施

計画協議等を行い、地方農政局等において、事業者からの問合せ対応、申請書の受理・内

容精査、交付決定、繰越承認申請書受理、遂行状況報告受理、額の確定、実施状況報告受

理等を行うことになる。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

畜産環境対策の推進・畜産バイオマス地産地消対策として、３次補正予算で28億円、

2021年度当初予算で60億円措置されているが、「畜産バイオマス地産地消対策事業」につ

いて、地方農政局等は具体的にどのように関わるのか。

また、家畜排せつ物の利用については、現在、物理的回収限界とされる約90％近くの利

用率となっているなかで、事業目標は2025年までに90％の利用率としているが、カーボン

ニュートラルの実現に向け、農林水産省地球温暖化対策総合戦略の改訂や持続可能な食料

システムの構築に向けた「みどりの食料システム戦略」における畜産関係の取組方向や地

方農政局等の関わりはどのようになるのか。

（坂食料産業局総務課長）

畜産バイオマス地産地消対策事業については、３次補正予算において10億円が措置され

たところである。地方農政局等として、当該事業の執行業務のほか、畜産農家を始めとす

る現場への周知や補助対象事業者に対する指導等を行うこととなるが、業務運営に支障が

生じないよう準備してまいりたい。

（渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官）

持続可能な食料システムの構築に向け、昨年12月に省内本部を立ち上げ、「みどりの食

料システム戦略」の検討を進めている。本戦略は、食料・農林水産業の生産力向上と持続

性の両立をイノベーションで実現させるなどの新たな取組方向となることから、現場関係

者の御理解を得ながら推進していくことが重要である。地方農政局には、戦略の策定・実

践に向け、現場の生産者との意見交換や周知について御協力をお願いしたい。
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（永井調査交渉部長（非現業担当））

農業の持続性の確保に向けた生産基盤の強化として、「高収益作物次期作支援交付金」

が３次補正で1,343億円追加措置されているが、昨年10月の交付金の運用見直しにより減

額等となった生産者に対する十分な所要額となっているのか。また、本追加措置に関わり、

地方農政局等県域・地域拠点の具体的な対応はどのようになるのか。

（山口生産局総務課長）

高収益作物次期作支援交付金については、運用見直しに伴う追加措置を含め、昨年12月

25日を締切として第３次公募を実施したところである。

現在、申請内容について事業実施主体において精査しているところであり、本交付金の

申請状況等を申し上げる段階ではないが、申請が取りまとまり次第、速やかに執行できる

よう作業を進めているところである。

地方農政局等県域・地域拠点において、事業実施主体での作業が終了した申請内容の更

なる精査に加えて、年度内の農業者への交付金の交付に向けて、計画承認・割当内示・交

付決定等の執行手続を行うことになる。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

水田フル活用の推進として、「水田活用の直接支払交付金」は昨年同額の3,050億円措置

されているが、高収益作物等拡大加算や高収益作物定着促進支援、畑地化支援などの拡充

・強化に対応可能な予算額となっているのか。

（小林政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

水田活用の直接支払交付金においては、麦、大豆、飼料用米等の戦略作物助成や産地交

付金等の基本的な仕組みを維持した上で、高収益作物、新市場開拓用米、加工用米等の更

なる転換拡大に対する支援の拡充、高収益作物による畑地化の取組の支援の拡充、都道府

県が転換拡大に取り組む農業者を独自に支援する場合に、拡大面積に応じて国が追加的に

支援する措置の新設（都道府県連携型助成）等を行いつつ、これらの支援の拡充・強化も

含めた必要な予算額として、今年度と同額の3,050億円を計上したところである。

また、令和２年度第３次補正予算における関連対策と合わせた令和３年産に対する水田

フル活用予算全体では、過去最大規模の約3,400億円となり、農業者の方々に安心して作

付転換に取り組んでいただけると考えている。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

「新市場開拓に向けた水田リノベーション事業」として３次補正で290億円追加措置さ

れているが、「水田活用の直接支払交付金」を含め、2021年産米の需給均衡に向け、事業

推進に係る地方農政局等県域・地域拠点の具体的な対応はどのようになるのか。



- 8 -

また、本事業に係る農業再生協議会等の運営に必要な事務費は十分に確保されているの

か。

（小林政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

新市場開拓に向けた水田リノベーション事業については、水田活用の直接支払交付金と

一体的に運用することとしており、地方農政局等県域・地域拠点においては、水田活用の

直接支払交付金と同様の事業推進をお願いしたい。一方で、新市場開拓に向けた水田リノ

ベーション事業の補助金の交付については、地方農政局において支払い等事務を行う水田

活用の直接支払交付金とは異なり、都道府県農業再生協議会及び地域農業再生協議会を通

じて農家に交付する仕組みとしている。

新市場開拓に向けた水田リノベーション事業及び水田活用の直接支払交付金の事務費に

ついて、リノベーション事業に事務費が含まれており、また、従来の経営所得安定対策等

推進事務費においても必要な予算を確保していることから、農業再生協議会等の運営に必

要な事務費は十分に確保されている。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

経営安定対策の着実な実施として、「収入減少影響緩和対策交付金」については、要求

時の所要額714億円から、59億円減の655億円となっているが、十分な財源となっているの

か。

また、「畑作物の直接支払交付金」や「水田活用の直接支払交付金」を含め、規制改革

実施計画を踏まえた農産物検査法に基づく検査以外の選択肢を可能とする要件見直しによ

り、地方農政局等県域・地域拠点における申請確認事務等の対応は具体的にどのようにな

るのか。

（小林政策統括官付総務・経営安定対策参事官）

令和２年産の収入減少影響緩和対策交付金は、前年産と比べて、収入保険への移行等に

より加入面積が減少した中で、前年と同等の水準のセーフティネットを確保できている。

令和３年産から農産物検査に代わる手法により数量等を確認したものも支援対象となり、

その場合は、農産物検査結果通知書に代わる販売伝票等により支援対象数量の確認を行う

ことになる。このような事務が生じるのは令和４年春の補てん金交付時であり、地方農政

局等の現場で円滑に事務が実施できるようマニュアルなどを整備していく考えである。

また、畑作物の直接支払交付金についても、令和３年産から農産物検査に代わる手法に

より品質・数量等を確認したものも支援対象となり、その場合は、地方農政局等において、

品質確認主体の品質確認方法等の妥当性や品質区分の確認の実施状況の妥当性について確

認等を行うことになる。
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２．スマート農業・ＤＸ・技術開発の推進、食と農に対する理解の醸成、農林水産物の需

要喚起

（大滝調査交渉部長（独法担当））

「スマート農業」の社会実装を加速するため、スマート農業加速化実証プロジェクトと

して、３次補正で62億円が措置されているが、農業・食品産業技術総合研究機構が関わる

スマート農業加速化実証プロジェクトの予算は、満額措置されたのか。また、農業データ

連係基盤（WAGRI）の運用については農研機構が行っているが、運用のための予算は措置

されているのか。

（渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官）

スマート農業の現場への導入・実証等を行う令和２年度第３次補正予算「スマート農業

技術の開発・実証プロジェクト」は、令和３年度当初予算「スマート農業加速化実証プロ

ジェクト」と一体的に執行することを予定している。これらの予算額については、予算折

衝の結果、必要な額を十分確保したとの認識である。

なお、その執行は、従前どおり、農業・食品産業技術総合研究機構において委託先を公

募の上、運営するものであり、同機構で必要となる事務費を措置している。

また、ＷＡＧＲＩについては、運営主体である農研機構が、会員からの利用料によって

運営を行うこととしており、農林水産省としては、ＷＡＧＲＩの利活用推進・会員増加を

図るため、令和２年度当初予算や令和２年度補正予算を利用し、ＷＡＧＲＩから提供され

るデータ・プログラムの充実等を行っている。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

統計データを活用したスマート農業、ＤＸの推進として、３次補正で８億円、当初予算

で１億円措置されているが、地方農政局等県域・地域拠点における具体的な役割はどのよ

うになるのか。また、デジタル技術等を活用した業務の効率化の実施スケジュールはどの

ようになるのか。

（松村統計部管理課長）

統計データを活用したスマート農業、ＤＸの推進に係る３次補正予算、当初予算では、

筆ポリゴンの精度向上や作成・更新時の履歴情報を管理するシステムの構築、筆ポリゴン

の様々な活用に関する実証実験、経営管理ソフトに入力されたデータの統計調査への活用、

生産者に経営分析に関する情報を還元するデータベースを整備する予算を確保したところ

であり、地方農政局等の方々と一緒に筆ポリゴンの利活用の可能性の追求や経営統計の効

率化等の検討を行ってまいりたい。

業務の効率化の実施スケジュールについては、令和３年度の状況を踏まえ、できるだけ

早く効率化の効果が得られるよう取組を進めてまいりたい。
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（永井調査交渉部長（非現業担当））

「Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔ キャンペーン」の延長として、３次補正で515億円措置されてい

るが、新型コロナウイルス感染症再拡大に伴う緊急事態宣言による飲食業への時短要請の

なか、地方農政局等県域・地域拠点における立入調査の実施や実施期間はどのようになる

のか。

（坂食料産業局総務課長）

現在、多くの都道府県において、食事券の販売停止や利用の抑制措置が行われている。

疑義案件が生じた店舗の訪問調査に関しては、その多くが首都圏、関西圏にあるものの、

今後のＧｏ Ｔｏ Ｅａｔ事業の円滑な再開を見据え、感染予防対策を徹底する観点から、

引き続き実施することとしている。

また、地方農政局等による事前通告なしの訪問調査は、食事券の有効期限内に昨年12月

に実施した際の680店舗と同等程度の規模で、数回程度行ってまいりたい。

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

（永井調査交渉部長（非現業担当））

品目別輸出５兆円目標の実現に向け、輸出先国の規制や需要に対応した加工施設等の整

備として、３次補正、当初予算合わせて236億円と昨年に比べ大幅に増額となっているが、

施設認定関連業務等、地方農政局等の出先機関における業務対応はどのようになるのか。

（坂食料産業局総務課長）

輸出先国の規制や需要に対応した加工施設等の整備の180億円については、食品産業の

輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備、農畜産物輸出拡大施設整備事業からなっており、地

方農政局等の業務対応は昨年と変わるものではない。

2030年輸出５兆円目標の実現に向けて輸出環境を整備してまいりたい。

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

（永井調査交渉部長（非現業担当））

農業農村整備関連予算については、３次補正額の1,855億円と当初予算3,333億円合わせ

て5,188億円で前年度当初予算に対し158.9％となっているが、国営土地改良事業所等の予

算はどうなっているのか。

（佐藤農村振興局総務課長）

国営土地改良事業に係る予算については、地元要望等を踏まえて事業の着実な推進を図

り、農業の競争力強化や農村地域の国土強靱化を図る観点から、令和２年度補正予算で
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445億円、令和３年度当初予算で1,707億円、合わせて2,152億円を計上したところである。

なお、前年度の補正予算と当初予算の合計との比較では15億円の増となっている。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

補正予算額が５割を占めるなか、当初予算でのみ措置される事務費等（超過勤務手当、

旅費、庁費等）は、十分に措置されているのか。不払い残業を生じさせないために必要な

超過勤務予算は、前年度対比でどのくらい増額されているのか。

また、実効ある超過勤務縮減が課題となっている中で、職員の負担軽減策として示され

ている工事・監督事務の外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

は確保されたのか。

（佐藤農村振興局総務課長）

超過勤務手当予算については、業務遂行に必要な予算として対前年度比で0.4％増の額を

確保したところである。

なお、超過勤務手当予算については、年度途中で各地方農政局の執行状況等を把握し精

査を行った上で地方農政局間の配分見直しを行うなど、弾力的な運用を行っており、引き

続き必要な予算の確保に努めてまいりたい。

また、工事の発注・監督事務の外注や非常勤職員の雇用などについては、国営土地改良

事業の推進のために必要な予算額を計上しているが、事業の実施に当たっては、引き続き

予算の効率的な執行に努めてまいりたい。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

国営総合農地防災事業について、３次補正60億円、当初予算252億円と前年に比べ増額

措置され、防災重点農業用ため池の豪雨・地震対策等を拡充しているが、調査管理事務所

や土地改良技術事務所等の役割や業務はどのようになるのか。

（佐藤農村振興局総務課長）

国営総合農地防災事業については、大規模優良農業地域における防災重点農業用ため池

の豪雨・地震対策を実施できるよう制度拡充を行ったところであり、令和３年度以降、土

地改良調査管理事務所において地域整備方向検討調査を実施することとしている。

なお、調査段階においては、土地改良技術事務所での新たな役割や業務は考えていない。

５．食の安全と消費者の信頼確保

（永井調査交渉部長（非現業担当））

動物検疫所の検疫事業費として、前年に比べ５億円増の20億円措置され、家畜の伝染性

疾病の侵入防止など拡充しているが、動植物検疫探知犬140頭の大幅増頭に対する探知業



- 12 -

務などの体制整備や地方空港等における検疫探知犬の待機場所の確保などはどのようにな

っているのか。

（片貝消費・安全局総務課長）

動植物検疫探知犬については、主要空港における増頭のほか、地方空港への配置の拡大、

国際郵便物の検査強化などに計画的に配置するとともに、補助員の配置を行うこととして

いる。

探知犬の待機場所については、既存のスペースを有効活用しながら確保しているところ

である。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

単独の官用車運転による長距離移動を伴う出張が常態化している実態にあるが、公共交

通機関やレンタカーの組み合わせ、泊付き出張などに必要な旅費は十分に確保されている

のか。

（片貝消費・安全局総務課長）

旅費については、検疫業務に必要な予算を計上したところである。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

植物防疫所の検疫事業費として、12億円が措置され、前年に比べ微減となっているが、

水際での植物の輸出入検疫の充実強化に必要な予算は確保されているのか。

（片貝消費・安全局総務課長）

水際での植物の輸出入検疫の充実強化に必要な予算については、植物防疫所全体の予算

の中で必要額を計上したところであり、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（非現業担当））

地方空港における事務室や検疫カウンターにおいて、事務の効率化のため、ＬＡＮ敷設

などのネットワーク整備を求める意見が報告されているが、職場環境整備に必要な予算は

確保されているのか。また、地方空港への深夜・早朝便に対応した前泊・後泊などに必要

な旅費や超過勤務手当は確保できたのか。

（片貝消費・安全局総務課長）

事務効率化等の職場環境整備に必要な予算を計上したところであり、また、旅費、超過

勤務手当についても検疫業務に必要な予算を計上したところである。
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（永井調査交渉部長（非現業担当））

コロナ禍やアフターコロナを見据えた水際における動植物検疫対応において、万全な感

染防止対策に必要な予算は確保されているのか。

（片貝消費・安全局総務課長）

感染防止対策に必要な予算を確保したところであり、消毒薬、マスク、アイソレーショ

ンガウン等の資材確保に努め、職員の感染防止に対応してまいりたい。

６．農山漁村の活性化

（永井調査交渉部長（非現業担当））

中山間地域等直接支払交付金については、本年度より「指定棚田地域」が対象地域に追

加され、指定棚田地域が増加するなか、一昨年及び前年同額の261億円の予算措置となっ

ているが、対象地域の拡充や加算措置に対応した所要額となっているのか。

（佐藤農村振興局総務課長）

中山間地域等直接支払交付金については、令和３年度は第５期対策の２年目であること

から、地域の取組を着実に推進することとし、このため、令和３年度予算概算決定額は前

年度予算と同額となっている。棚田地域振興法に基づく地域指定及び活動計画の策定に伴

い、令和２年度の本交付金に係る地域の動向等を踏まえ、地元の要望に応えられるよう推

進していく考えである。

７．森林資源の適切な管理と林業の成長産業化の推進

（大滝調査交渉部長（独法担当））

森林整備による防災・減災対策として、３次補正で338億円が措置され、激甚化する災

害を踏まえ森林の防災・保水機能の発揮のため森林整備を実施するとしているが、森林研

究・整備機構の具体的な関わりについてどのように考えているのか。

（永井林野庁林政課長）

森林研究・整備機構が行っている水源林造成事業は、奥地水源地域で所有者の自助努力

等によっては適正な森林整備が見込めない箇所において、分収造林契約方式等により水源

林を造成しており、今般の補正予算も活用しつつ、これらの森林において、防災・保水機

能を適切に発揮させるための間伐等の森林整備を実施することとしている。

８．水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化の実現

（大滝調査交渉部長（独法担当））
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水産資源調査・評価推進事業の政策目標の資源評価対象魚種を2023年までに200種程度

に拡大し、魚種の選定を始めとする具体的な事業計画を2019年度に67魚種、2020年度に12

0魚種程度、2021年度に200魚種程度の調査を開始するとしていたが、計画的に拡大されて

きたのか。また、目標を達成するためには事業費予算に加え人件費や施設整備費などの必

要な予算は確保されているのか。

（依田水産庁漁政課長）

令和元年度に67種、令和２年度に119種の調査を開始し、令和３年度より新たに調査を

開始する80種程度を都道府県との協議の上で選定しているところであり、計画に沿って拡

充するとともに、水産資源調査・評価推進事業の事業費予算も52億円から60億円に拡充し

ている。

水産研究・教育機構の運営費交付金については、令和３年度当初予算は対前年度を若干

上回る約172億円となったほか、施設整備費補助金については、研究環境の整備のための

省電力型冷温水発生機の改修工事に要する約2.9億円を確保したところである。

政策目標の達成に向けた水産資源・海洋関連調査など必要な予算を確保したところであ

る。

（大滝調査交渉部長（独法担当））

水産資源調査・評価推進事業等を推進するため、当初予算で78億円措置されているが、

水産研究・教育機構が保有する調査船の老朽化は進んでいるなかで、計画的な代船建造や

修繕費、ドック経費などの必要な予算が十分に確保されているのか。

また、水産庁漁業調査船「開洋丸」について、最新鋭の調査・情報機器を導入した代船

建造としているが、要求額は十分に確保できたのか。竣工予定を当初（2023年度）より１

年早い2022年度中としていたが変更はないのか。

（依田水産庁漁政課長）

水産研究・教育機構の所有する調査船については、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」を踏まえて、先ずは水産庁調査船「開洋丸」の代船建造に

取り組んでいるところであり、令和４年度中の竣工に向け、令和３年度に必要な予算の確

保を行ったところである。

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、令和３年度当初予算において、船舶の運航及び安全性に支障がないよう、必要な

予算を措置しているところである。

（大滝調査交渉部長（独法担当））

水産資源調査・評価緊急推進事業については、不漁要因等を解明するため、従来実施し
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ている調査に加え、時期や海域を広げて追加調査を緊急に実施するとして、３次補正で２

億円が措置され、水産研究・教育機構へ委託としているが、2020年度の調査船調査計画が

決まっているなか、年度内に対応することとなるのか。

（依田水産庁漁政課長）

水産研究・教育機構の調査船については、令和２年度の調査計画が既に決定されている

ことから、年度内に実施する調査については、用船の活用を想定しているところである。

なお、年度内に実施が困難な調査については、来年度も実施できるよう繰越しの手続を行

ってまいりたい。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

漁業取締体制の増強として、外国漁船対策等について、令和３年度末に白萩丸を大型化

した代船と2,000ｔの漁業取締新船が建造されるなか、前年同額の180億円が措置されてい

るが、船舶の安全運航に必要な船舶運航費などの事務費の増加を見込んだ必要額は確保さ

れているのか。また、外国漁船等の取締・検査体制が強化されるなか、指導監督及び取締

費は前年とほぼ同額の151億円が措置されているが、取締体制に支障は生じないのか。

（依田水産庁漁政課長）

令和３年度中に白萩丸を大型化した代船及び2,000ｔ級新造船を竣工させる予定であり、

建造に必要な額を確保している。また、指導監督及び取締費についても取締体制に支障が

生じない額を確保している。

９．統計関係

（永井調査交渉部長（非現業担当））

専門調査員の資質向上のため、LMS（学習管理システム）を導入し、職員が行っていた

研修の一部について業務が合理化されるとしているが、導入スケジュールはどのように考

えているのか。

（松村統計部管理課長）

LMS（学習管理システム）については、LMS用の学習コンテンツの作成等を行い、本年秋

以降開催する研修から導入してまいりたい。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

予算積算上の専門調査員数については、当該専門調査員の担当する地域に調査客体がな

く、遠距離で担当できないなど、一律に積算上の受け持ち件数に合致させることは困難、

専門調査員の高齢化による年度途中の辞退など報告されているが、現場実態を踏まえた専
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門調査員数を確保できる予算となっているのか。

（松村統計部管理課長）

専門調査員の1人当たり受け持ち客体数については、専門調査員の担当地域の実情を踏

まえ柔軟に対応してまいりたい。

また、専門調査員の確保については、令和２年度から動画等によるデジタル広報も開始

するなど、地域の実情に応じて効果的な募集に取り組んでおり、いずれにせよ令和３年度

の専門調査員関連予算については、現場実態を踏まえた専門調査員数を確保できる予算を

計上している。

10．本省、地方農政局、北海道農政事務所

（永井調査交渉部長（非現業担当））

農政改革を更に推進するための組織の見直しとして、本省組織の再編が行われるが、再

編となる局や部の執務環境整備等に必要な予算は確保されているのか。また、再編に伴い、

他部局においては執務室の移動等の影響は生じるのか。

（秋葉参事官）

本省組織の再編に伴う執務室の移転等に必要な経費については、令和３年度予算におい

て確保したところである。

また、再編となる局や部のほか、消費・安全局と農村振興局の一部にも御協力いただく

こととしている。

なお、執務室の移転に当たっては、施策の効率的な推進ができるよう関係局と十分に相

談の上、配置を行うこととしたい。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

地方組織においては、新型コロナ感染症拡大防止の観点から、外部機関が拠点にて参加

するテレビ会議等が大幅に増加しているが、出先機関における通信環境の整備や執務室内

における飛沫防止パネルの設置など感染防止対策に関する予算は確保されているのか。ま

た、管轄区域の広域化に伴い新幹線や特急列車等の利用、宿泊付き出張、公共交通機関と

レンタカー利用、高速道路の利用などにより対応するとなっているが、必要な旅費は確保

されているのか。

（石神地方課管理官）

地方組織に係る旅費・庁費予算については、新型コロナ感染症防止対策も含めて各業務

遂行に支障を来さない所要額を計上したところである。
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（永井調査交渉部長（非現業担当））

この間も要求してきたが、北海道農政事務所の超過勤務手当の単価は改善され地方農政

局と同等の予算は確保できたのか。また、県域拠点は地方農政局並の超勤単価に改善され

たのか。

（石神地方課管理官）

北海道農政事務所の超過勤務手当時間数及び地方農政局県域拠点の超過勤務手当時間数

については、引き続き本年度と同水準の業務遂行に必要な予算を計上したところである。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

地方農政局等における官用車の長距離運転が常態化し、走行距離の増加による故障や事

故リスクは増大していることから、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、走行距離に応じた車両更新などに必要な予

算は確保されたのか。

（石神地方課管理官）

官用車の安全対策については、地方農政局等の要望を踏まえ、切り替えの際、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の導入に必要な

予算を計上したところである。

11．独立行政法人関係

（大滝調査交渉部長（独法担当））

所管法人の2021年度予算概算決定として、運営費交付金及び施設整備費補助金の総体的

な査定結果はどのようになったのか。主務省として、各法人における、①事務・事業の推

進や職場環境及び労働条件の改善、②高齢者雇用安定法に基づく定年退職者の再雇用・再

任用、③非常勤職員等の雇用確保と待遇改善、④老朽化する施設の新設・改修等に必要な

予算は確保されているのか。

（渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官）

農林水産省所管の６独立行政法人の令和３年度における運営費交付金については1,020億円

を、施設整備費補助金については15億円を、それぞれ計上したところであり、各法人の運

営に必要な予算は概ね確保できたものと考えている。

（大滝調査交渉部長（独法担当））

独立行政法人の運営費交付金等について、運営費交付金に係る「効率化係数」の廃止等

への対応として、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
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の適用除外となる経費の範囲の拡充について、法人ごとの状況に応じて要求を行っている

としていたが、拡充は図られたのか。

（渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官）

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である。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い、概ね認められたところである。

（大滝調査交渉部長（独法担当））

「同一労働同一賃金」に基づく雇用形態間の不合理な待遇差の禁止に係る法規定が、昨

年４月から施行され、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向けて、各

法人からの要望を踏まえて必要な予算額を要求しているとしていたが、満額確保されてい

るのか。

（渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官）

非常勤職員等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、予算

要求に当たっては、法人から業務運営の計画や常勤職員との均等を図る必要性等を聞き取

りし、内容を把握・精査した上で必要な予算要求を行い、厳しい財政事情の中で、運営費

交付金の総額として、各法人の運営に必要な予算は確保できたものと考えている。

（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宮浦予算課長、秋葉参事官、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、小林政策統括官付総務・経営安定対策参事

官、渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官は退席する。

退 席：宮浦予算課長、秋葉参事官、松村統計部管理課長、
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坂食料産業局総務課長、山口生産局総務課長、

小林政策統括官付総務・経営安定対策参事官、

渡部農林水産技術会議事務局研究調整課管理官

それでは、第２部を始める。

「令和３年度組織・定員」について、私の方から説明させていただく。

（宮長秘書課人事企画官）

令和３年度組織・定員については、新たな基本計画に沿って、農林水産業の成長産業化

やその土台となる国内農業の生産基盤の強化に向け、農林水産行政をめぐる諸課題に的確

に対応するため、所要の体制整備を図ることとしている。

組織については、輸出の更なる拡大及びその土台となる国内農業の生産基盤の強化のた

めの体制整備として、名称はいずれも仮称であるが、「輸出・国際局」、「農産局」、「畜産

局」、「大臣官房新事業・食品産業部」を令和３年７月を目途として設置することとしてい

る。

また、同年４月１日付けで林野庁林政部経営課に「林業労働・経営対策室」を、同年10

月１日付けで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」を設置すること

としている。

定員増については、410人の要求に対し、農政改革を更に推進するための組織見直しの

ための体制の強化に123人、森林資源の適切な管理と林業の成長産業化の実現に向けた体

制の強化に30人、水産業の成長産業化の実現に向けた体制の強化に27人、その他として

18人の計198人の増員が措置されたところである。

定員減については、令和３年度分の定員合理化数401人のほか、府省間振替25人、業務

改革による減48人、アタッシェ合理化減２人、時限到来に伴う減43人の合計519人となっ

たところである。

（渡邉書記長）

令和３年度の組織・定員について今ほど説明があったが、組織については、本省におい

て、「輸出・国際局」の新設をはじめとした局級の組織再編が行われ、体制整備が図られ

るが、本省・地方組織が一体となって施策を推進するためにも、本省・地方における必要

な定員の確保と、現場と農政を結ぶバランスの良い人員配置が極めて重要となる。このよ

うな中、新規増員要求の結果は、一昨年までの３割強、昨年の４割強に比べれば査定率と

しては若干上昇したものの、全省庁全体の年度末定員はコロナ対応措置として、42年ぶり

に399人の純増となっているが、農林水産省においては、300人を超える定員純減数という
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厳しい状況は継続したままである。

また、国内防疫及び水際検疫の強化、防災・減災及び国土強靱化、外国漁船の取締体制

強化などで増員となったものの、定員削減割当により、漁業調整事務所においては結果と

して純減となるなど厳しい結果となっている。

農林水産省全体として、各職場で増加する業務に対して慢性的な超過勤務によって業務

対応するなど、人員不足が最大の課題となっている中、新規増員要求の満額確保を求めて

きたことからすれば、不十分なものと言わざるを得ない。

私からは以上を申し上げ、具体の内容について、担当より伺う。

組織・定員について

（永井調査交渉部長（非現業担当））

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として、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「大臣官房新事業・食品産業部(仮称)」に再編す

るとしているが、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。

また、組織再編による部課室の増減はどのようになっているのか。

（宮長秘書課人事企画官）

今回の組織再編において、新設する「輸出・国際局」では６課344人体制、「農産局」で

は１部８課415人体制、「畜産局」では７課245人体制、「大臣官房新事業・食品産業部」で

は４課205人体制となっている。

また、「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）に基づき、機構については、既存機構の合

理的再編により対処することを基本とし、各府省は、既存機構の廃止要求と合わせて新規

要求を行うこととされている。これに基づき、今回の再編に係る部課室の要求については、

部長・審議官級、課長級、室長級それぞれ再編前と同数を確保している。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

組織再編に伴う地方組織の見直しはどうなるのか。

また、４月以降、組織再編までの間の業務運営などの体制整備については、どのように

考えているのか。

（宮長秘書課人事企画官）

地方農政局を始めとする地方組織においては、輸出に係る生産区域指定・施設認定、衛
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生証明書の発行体制の整備、和牛遺伝子資源の管理、農福連携推進体制の整備を始め農林

水産業の成長産業化などの様々な政策課題への対応に加え、国内防疫・水際検疫、防災・

減災、国土強靱化、漁業取締り等の諸課題に着実に対応するため129人を増員し、現場の

行政ニーズにきめ細かく対応できる体制を強化することとしている。

なお、再編までの体制については、現行体制を継続しつつ、新体制への円滑な移行に向

けて準備を進めながら、しっかりと業務運営を行ってまいりたい。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

農政改革を更に推進するための組織の見直しをはじめとする３つの重点事項について、

各重点事項内の項目毎に本省・地方組織への配置数を示すこと。

（宮長秘書課人事企画官）

配布資料の（１）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

編のうち、

➀の輸出関連については、本省庁13人、地方27人である。

➁の耕種農業の高収益化関連については、本省５人、地方２人である。

③の畜産関連については、本省４人、地方３人である。

④の新事業・食品産業関連については、本省２人である。

（２）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のうち、

➀の農地・農業用施設に係る防災・減災及び国土強靱化関連については、本省２人、地方

30人である。

➁の国内防疫・水際検疫関連については、本省１人、地方34人である。

（永井林野庁林政課長）

大規模な山地災害に対する防災・減災、国土強靱化を図るための体制の強化として、本

庁２人、森林管理局等17人を、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

設置し、４人を配置する。

（依田水産庁漁政課長）

水産物の流通の適正化を図る体制整備として、本庁４人、新たな資源管理システムの実

行を図るための体制強化として、本庁３人、悪質・巧妙化する外国漁船に対する漁業取締

体制の強化として、令和３年度に大型取締船を竣工させることとしており、新造船乗組員

に必要な30人に対し、昨年度において13人、本年度において17人を、また、取締船大型化

に伴う乗組員１人の増員が認められたところである。
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（永井調査交渉部長（非現業担当））

「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、設置

時期と地方組織を含め配置数はどうなるのか。

また、地方農政局・北海道農政事務所においては、どこの部署が担うのか。

（佐藤農村振興局総務課長）

農福連携推進室(仮称)については、令和３年10月に設置を予定しているが、農福連携推

進室長の下に、農福連携推進に関する政策や事業の企画や施策の調整を担う５人を配置し、

「農福連携等推進ビジョン」への適切な対応を実施してまいりたい。

地方農政局においては、都府県の関与を高めることで地方農政局の負担軽減を図りつつ、

引き続き、農村計画課において対応していくことに加え、東北農政局、関東農政局、中国

四国農政局においては新たに担当係１人の配置が認められたところである。北海道におい

ては、引き続き、本省が直接採択・事業管理事務を行っていく考えであり、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（非現業担当））

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）」を設置するとして要求し、認められなかったが、このことによって漁

獲証明制度への業務に支障は生じないのか。

（依田水産庁漁政課長）

水産流通適正化法は令和２年12月に成立し、２年以内に施行とされている。施行に向け

た業務を行う体制として、令和３年度定員で新たに４名を確保しており、業務に支障は発

生しないものと考えている。

新規増員

（永井調査交渉部長（非現業担当））

厳しい定員事情が続く中で、様々な機会を通じて新規増員の満額確保を求めてきたとこ

ろであるが、198人は昨年から17人増加しているものの、他省庁と比べれば引き続き厳し

い査定結果となっている。この間の流れと変わっていないと言わざるを得ないが、農林水

産省として、新規増員の確保に向けどのように努力をしてきたのか。

また、農林水産業改革や国土強靱化への対応、水際対策や漁業取締りの強化、輸出促進

等の重要施策を積極的にすすめられる新規増員数となっているのか。
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（宮長秘書課人事企画官）

令和３年度の定員要求に当たっては、厳しい査定環境の下、査定当局との間でギリギリ

の折衝を行った結果、過去数年間で最も多い198人の増員を確保できたところである。

また、輸出証明書の発給体制の整備、輸出拡大に向けた二国間検疫協議体制の強化、水

田農業の高収益化を始め、農林水産業の成長産業化などの様々な政策課題への対応に加え、

国内防疫・水際検疫、防災・減災、国土強靱化、漁業取締り等の諸課題に着実に対応する

ために必要な定員は確保できたものと考えている。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

新規増員198人うち、時限増員などの内訳はどのようになっているのか。

（宮長秘書課人事企画官）

新規増員198人のうち、時限増員９人、ワークライフバランスの推進のための増員18人

となっている。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

新規増員198人の本省庁等、植物防疫所、動物検疫所、漁業調整事務所、地方農政局本

局、北海道農政事務所、県域・地域拠点、国営土地改良事業所等の内訳はどうなっている

のか。

（宮長秘書課人事企画官）

新規増員198人の内訳は、本省庁69人、植物防疫所14人、動物検疫所20人、動物医薬品

検査所１人、地方農政局本局49人、事業所14人、北海道農政事務所３人、森林管理局28人

となっている。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

時限増員９人の内訳と時限年次はどうなっているのか。

（宮長秘書課人事企画官）

時限増員９人の内訳は、本省４人、森林管理局５人である。

期限ごとの内訳は、令和５年度末までが７人、令和６年度末までが１人、令和７年度末

までが１人である。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

ワークライフバランスの推進のための定員18人の配置場所と配置の考え方は、どのよう

になっているのか。
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また、昨年あった国家公務員の高齢職員の活躍の場の拡大のための定員は、なぜ確保で

きなかったのか。

（宮長秘書課人事企画官）

ワークライフバランスの推進のための定員については、本省庁８人、地方農政局７人、

北海道農政事務所１人、森林管理局２人の増員となる。

高齢職員の活躍の場の拡大及びワークライフバランスの推進のための定員については、

査定段階において、査定当局の判断により措置されたものであり、令和３年度は、産前・

産後休暇等の代替要員を確保する場合や、育児短時間・育児時間の代替を非常勤職員によ

り確保することが必要な場合、産前・産後休暇、育児休業からの復帰後の支援が必要な場

合において職員を配置する際に活用するなど、働き方改革を推進する観点から、ワークラ

イフバランスの推進のための定員として18人が措置されたところである。

定員削減

（永井調査交渉部長（非現業担当））

定員合理化等により519人を定員減するとしているが、本省庁、植物防疫所、動物検疫

所、動物医薬品検査所、漁業調整事務所、地方農政局・北海道農政事務所、県域・地域拠

点、国営土地改良事業所等の内訳及び削減の割当ての考え方はどうなっているのか。

（宮長秘書課人事企画官）

定員合理化等による減員519人の内訳については、本省庁41人、植物防疫所５人、動物

検疫所３人、地方農政局本局61人、県域拠点318人、北海道農政事務所本所２人、地域拠

点23人、事業所14人、森林管理局51人、漁業調整事務所１人であり、それぞれの配分に当

たっては、業務の状況等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

う対応したところである。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

その他減118人について、府省間再配置は昨年の35人に対し25人と減少はしているが、

25人の理由と内訳を示すこと。

（宮長秘書課人事企画官）

厳しい査定環境の下、査定当局から、当省と親和性のある業務を行っている他府省に定

員を振り替えるよう強く求められたことによるものであり、内訳は、カジノ管理委員会

１人、内閣府３人、消費者庁４人、総務省６人、環境省３人、デジタル庁８人となってい

る。



- 25 -

（永井調査交渉部長（非現業担当））

昨年から取組の始まった業務改革による減は、昨年の33人に対し48人と大幅に増加して

いるが、どのような理由なのか。48人の内訳を示すこと。

なお、定員合理化計画以上の削減を個別に求められることは、制度的に問題があると考

えるが、来年度以降も個別定削として定着が求められるのか。

（宮長秘書課人事企画官）

業務改革による減の内訳は、本省３人、地方農政局等41人、事業所４人である。

本取組は、新たな行政ニーズに積極的に対応するため、現行組織における業務内容や職

員の年齢構成等を踏まえ業務改革に一層取り組む観点から、当省において独自に実施した

ものであり、特に地方農政局等の県域・地域拠点の消費・安全チーム及び統計チームにお

いて41人の減を行ったものである。

今後も、地方農政局等の県域・地域拠点など、業務内容や職員の年齢構成等を踏まえ、

当面、継続して業務改革に取り組む必要があると考えているところである。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

大幅な定員削減が割当てられる地方農政局等については、この間示されてきた業務見直

し・効率化策は、現場からは実効性が伴っていない、あるいは不十分であるとの厳しい指

摘がされていることから、真に実効ある業務見直し・効率化策を示すこと。

（石神地方課管理官）

来年度の業務見直し・効率化策等については、整理次第提示する。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

時限到来減も昨年の１人に対し43人と大幅に増加しているが、その理由と43人の内訳を

示すこと。

また、令和２年度末において時限を迎えるポストについては、期限の延長を含めどのよ

うな状況となっているのか。

（宮長秘書課人事企画官）

昨年度末で期限となった定員は１人だったのに対し、令和２年度末で期限となる定員は、

東日本大震災後の復興事業に伴う時限ポストを中心に257人と、例年以上に多くの時限到

来があった中で、査定当局との間でギリギリの折衝を行った結果、東日本大震災関連で37

人、消費税転嫁関連で５人、その他１人の計43人が時限到来減となった一方、214人につ

いては延長が認められたところである。
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（永井調査交渉部長（非現業担当））

「業務改革による再配置数（自律的再配置）」の活用は、どのようになっているのか。

205人の再配置の考え方と内訳を示すこと。

（宮長秘書課人事企画官）

「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」（平成26年７月25日閣議決定）に基づ

き、各府省は業務改革に取り組み、これを基に自律的な組織内の再配置要求を行うことで、

合理化目標数の一部に活用できることとなっている。

令和３年度については、共済事務の効率化で42人、旅費等内部管理業務共通システムの

事務集約化で51人、農林水産統計の総合的品質管理等で32人、漁獲証明制度の創設による

違法漁獲物の流通対策強化で24人、土地改良区の支援強化で３人、経営所得安定対策等に

係る業務集約化で16人、林業の成長産業化のための体制整備等で31人、改正漁業法の施行

に伴う資源管理等で６人となっている。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

本省庁等、植物防疫所、動物検疫所、動物医薬品検査所、漁業調整事務所、地方農政局

・北海道農政事務所、県域・地域拠点、国営土地改良事業所等における2021年４月の現在

員見込みはどうなるのか。

また、定員と過不足数の内訳はどうなるのか。

（森秘書課長）

各機関の本年４月時点の現在員見込みについては、早期退職や再任用の状況を踏まえた

人員配置を検討する必要があるため現時点ではお示しすることはできない。

定年退職者の再任用

（永井調査交渉部長（非現業担当））

定員の確定を踏まえ、再任用職員への条件提示となるが、新規のフルタイム希望者及び

今年度のフルタイム継続職員全員が希望どおりの再任用となるのか。あわせて、機関毎の

再任用者数、格付け級や時間数など、具体的な考え方を示すこと。

また、短時間で再任用となる場合、希望勤務地での再任用となるのか。あわせて、機関

毎の再任用者数、格付け級や時間数など、具体的な考え方を示すこと。

（森秘書課長）

再任用フルタイム職員については、早期退職募集への応募状況等を想定しながら各部局

の欠員状況を勘案しつつ、人事企画の中で他の人事と同様に本人の希望や業務経験等を総

合的に勘案し、検討を進めているところである。
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また、短時間勤務再任用の令和３年度定数については、必要数の1,790を確保したとこ

ろであり、各部局の業務状況や職員の配置状況を踏まえつつ、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（非現業担当））

2013年３月の閣議決定の趣旨は、民間の「高齢者雇用安定法」を踏まえ、「当該職員が

年金支給開始年齢に達するまで、常時の勤務を要する官職、「フルタイム官職」に再任用

する。」ものであることから、省庁間、省内職域間において、定員事情を理由にフルタイ

ム再任用の配置に格差が生ずることは大きな問題であり、早急に改善するよう求める。

人事交流

（永井調査交渉部長（非現業担当））

地方環境事務所など環境省へ派遣されている人数は、来年度も変わりはないのか。

（森秘書課長）

環境省福島地方環境事務所への職員派遣については、再任用を含め、現時点で53人と多

数の職員を派遣しているところであるが、福島県の復旧、復興を進めるべく、今後とも最

大限努力していく考えである。

地方農政局・北海道農政事務所・県域・地域拠点

（永井調査交渉部長（非現業担当））

地域の農政推進に支障を生じさせないため、2020年度からの定員削減に当たって、地方

農政局等に偏重した削減の割当てを見直すよう強く求めてきたところであるが、昨年に引

き続き全体の純減数321人を上回る362人が割り当てられており、従前と全く変わっていな

いことは大いに不満である。

昨年10月の労使間意見交換会において、「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」との見解が示されたところであるが、2021年度における新規採

用者を含めた若手職員、及び中途採用者の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）

新規採用を含む若手職員や中途採用者の配置については、地方組織の維持・活性化を図

るため、設置法改正時の附帯決議に基づき、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、将来展望を踏まえつつ、引き続き計画的な配置に努めてまいりたい。
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（永井調査交渉部長（非現業担当））

現合理化計画期間中に多くの退職者が見込まれる中で、今後も同様の削減割当てが続け

ば、県域・地域拠点の存在自体が懸念される。円滑な地方農政の推進と国民への行政サー

ビスを低下させないため、地方における安定的な業務運営や技術の継承など、将来に向け

て盤石な県域・地域拠点の確立を求める。

このようななか、北海道農政事務所は多くの欠員を抱えているが、新規増員３人に対し

26人の削減と更なる減員となる。経営所得安定対策や農商工連携、生産振興等にかかる業

務について、地方農政局では生産部及び経営事業支援部で行っているが、北海道農政事務

所では生産経営産業部の一部体制で行っており、地方農政局とは異なる組織体制かつ少な

い人員で対応している。そのため、業務運営に支障を生じさせないよう、新規採用者やフ

ルタイム再任用者を配置する必要があると考えるが、どのような対策を講じるのか。

（森秘書課長）

フルタイム再任用職員の配置は、本局、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

適材適所の配置を行うこととしている。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

地方農政局及び北海道農政事務所から10人が本省庁等へ振替減となっているが、具体的

な中身は何か。

（宮長秘書課人事企画官）

農林水産省共済組合の支部を廃止し、本部への事務の集約化・一元化を段階的に実施し

ているところであり、組合員証の発行事務の一元化及び人間ドックに関する事務のアウト

ソーシング化に伴う振替である。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

農林水産業改革がすすめられる中で、現場と農政をむすぶ機能を担う地方参事官室業務

の重要性は高まっている。10月の労使間意見交換会では、「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」との見解が

示されていたが、どのような結果となったのか。

また、農林水産業改革の具体化を踏まえた、今後の地方参事官室業務の拡充と重点化の

方策や人材育成及び人員配置をどのように考えているのか。
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（石神地方課管理官）

農林水産業改革の着実な推進に向けて、地方参事官室が担う「農政と現場を結ぶ」機能

が今後とも十分に発揮されることが重要である。このため、来年度も地方参事官室におい

ては同規模の定員を踏襲する。

また、地方参事官室職員が農政全般の知見・情報を踏まえつつ、地域活性化に向けた取

組を実践できるよう、引き続き施策情報の提供や優良な取組の横展開を進める。さらに、

県域・地域拠点への接続が可能となったＴＶ会議システムやＷｅｂ会議を積極的に活用

し、本省・本局から県域・地域拠点への施策説明や本局内の情報共有等を促すことで地方

参事官室職員の人材育成を図ってまいりたい。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

2021年度の人事異動に当たっては、国営土地改良事業所等も含め、組合員の理解と納得

の下にすすめること。

（森秘書課長）

人事異動に当たっては、人材育成を含めた適材適所の配置となるよう、昨年11月に提出

された職務希望等調書をもとに、必要に応じて個別面談等を行いながら職員の意向を丁寧

に把握し、適切に対応してまいりたい。

国営土地改良事業所等

（永井調査交渉部長（非現業担当））

国営土地改良事業所等における新規増員は、32人の要求に対し14人にとどまっている。

大幅な予算の増額が続く中、欠員が一向に解消がされず人員不足が最大の課題となってい

るが、今後、どのような業務体制や対策を考えているのか。国営土地改良事業所等の事業

遂行に支障を生じさせず、組合員の労働条件を確保するための具体策を示すこと。

（佐藤農村振興局総務課長）

令和３年度については、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などに対応するため、14人の新規増員が認められたところである。

一方で、業務の実施状況や実施体制等を踏まえ14人の減となったところであり、全体の

定員としては令和２年度と同じである。

また、業務が特定の者に偏ることがないよう計画的な業務運営に努めるとともに、入札

・契約手続の簡素化や、現場技術業務である工事の発注・監督事務の外注化を行うなど、

事業の執行に支障を生じさせないよう努めてまいりたい。

これらの措置を通じて、引き続き各事業所の業務運営に支障が生じないよう、必要な業

務体制を整備していく考えである。
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（永井調査交渉部長（非現業担当））

来年度に設置される６事業所、１建設所及び３支所について、それぞれの設置時期や人

員配置をどう考えているのか。

また、廃止される４事業所、１建設所及び２支所の廃止時期は、2021年３月31日との理

解でよいか。

なお、先に要請した閉鎖事業所等の課題改善を図るとともに、人事異動に当たっては、

組合員の希望を十分尊重すること。

（佐藤農村振興局総務課長）

令和３年度に新設する６事業所、１建設所及び３支所の設置時期は、４月１日を目指し

ているところである。なお、設置初年度の人員体制については、これまでと同様、事業所

９ポスト、建設所６ポスト、支所３ポストを基本としている。

一方、御指摘の４事業所、１建設所及び２支所については、本年３月31日まで事業を実

施し、同日に廃止する。

なお、廃止事業所の課題等については、今後ともしっかり対応するとともに、人事異動

は、本人の希望も考慮しつつ、本人の適性、人事評価結果等を踏まえ、適材適所の原則に

従って行ってまいりたい。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

新設事業所の開設に向けた人員配置については、人員不足により当初積算に見合った人

員配置とならない場合が多く、配置された職員の負担は大きく慢性的な超過勤務を余儀な

くされているとの報告があるが、どのような対策を講じるのか。

（佐藤農村振興局総務課長）

事業所設置初年度の人員体制については、先程御説明したとおり、事業所９ポスト、建

設所６ポスト、支所３ポストについて人員を配置している。業務の実施に当たっては、入

札・契約手続の簡素化や、現場技術業務である工事の発注・監督事務の外注化を行うなど、

事務の簡素・合理化に努めることとしている。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

閉鎖予定の事業所等の人員配置については、過年度からの継続案件を含め完了に向け多

様な業務を確実に行う必要があることなど、予算規模だけでなく事業の進捗状況や閉鎖事

業を含む事業完了業務を見込んだ配置を行うことが必要であるが、人員不足が解消できな

い中でどのような対策を講ずるのか。
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（佐藤農村振興局総務課長）

閉鎖事業所については、閉鎖までのスケジュールを考慮し、全体会議を始めとした所内

会議において、業務の進捗状況を把握するとともに、業務内容を確認し共通認識を得るこ

ととしている。また、新たな課題が発生した場合にはその都度、方針を確認し、手戻りや

過重作業とならないよう地方農政局本局担当課と連携し、円滑な業務運営を進めていると

ころである。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

来年度の地方農政局や国営事業所等の定員配分をどう考えているのか。

また、新規採用者の配分はどうなっているのか。特に、土木系技術職員の平均年齢が年

々高くなっていることから、技術継承のためにも新規採用者を採用し人材を育成すること

が重要と考える。

さらに、この間、技術を習得した若手あるいは中堅職員の退職を指摘してきたが、今後

の人材確保をどのように考えているのか。

（佐藤農村振興局総務課長）

国営土地改良事業所については、新たな行政ニーズに対応するために必要な定員の確保

に努めるとともに、引き続き新規採用者及び再任用職員の拡大を図るなど、円滑な業務の

遂行に支障が生じないよう人員配置に努めてまいりたい。

具体的には、従来から地方農政局別の事業費、欠員状況等を基に、地方農政局別に定員

を配分し、その配分された定員の範囲内で、事業所毎の計画に基づき、必要な要員を配置

することとしている。

また、人材育成については、当局としても重要なことと認識しており、引き続きＯＪＴ

を含め計画的な研修に努めてまいりたい。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

全国で頻発・激甚化する自然災害からの復旧対応のために、市町村等への技術支援派遣

が行われているが、当該派遣業務に必要な定員は確保されているのか。

（佐藤農村振興局総務課長）

全国で頻発・激甚化する自然災害に対して、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、ＭＡＦＦ-ＳＡＴ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。

また、令和元年10月に農村振興局防災課に防災・減災対策室を設置するとともに、令和

２年４月に各地方農政局防災課に災害発生時の初動対応等を担当する防災・減災対策官

７人を配置したところである。さらに令和３年度組織・定員要求において、地方農政局防
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災課に３人の新規増員が認められたところである。

植物防疫所・動物検疫所

（永井調査交渉部長（非現業担当））

植物防疫所においては、定員削減５人に対し新規増員14人となるが、削減の割当ての考

え方及び官署、新規増員の配置の考え方及び官署はどのようになるのか。

（片貝消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、訪日外国人旅行客増に対応した体制強化のための定員として、

横浜植物防疫所成田支所に５人、門司植物防疫所福岡支所に３人、門司植物防疫所鹿児島

支所に２人、横浜植物防疫所新千歳空港出張所及び函館出張所並びに神戸植物防疫所松山

出張所に各１人の新規増員が認められたほか、輸出検査の対応力強化のための定員として

横浜植物防疫所成田支所に１人の新規増員が本年10月１日から認められたところであり、

これらの官署への配置を予定している。

なお、定員合理化については、業務量等の把握を行い、業務量に見合った人員となるよ

う割当てを行ったところである。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

輸出入検疫体制の強化や輸出促進等に伴う検疫業務が増加する中、定員枠があっても実

員が配置されず人員不足が最大の課題となっている。

特に、新型コロナウイルス感染症への感染リスクの増大が懸念されるなか、今年は東京

オリンピック・パラリンピックの開催が予定されているが、国際線の増便や東京国際クル

ーズターミナルの稼働などによる業務量の大幅な増加に対し、的確な植物検疫業務を実施

するためどのような体制を整えるのか。

（片貝消費・安全局総務課長）

人員が限られている中で、その配置については、各所の業務執行体制、業務量等を勘案

して対応しているところである。今後の人員配置についても、業務執行体制、業務量等を

十分精査した上で、適切に対応するとともに、極めて厳しい採用事情の中、既卒者の採用

や選考採用など最大限の努力を行ってまいりたい。

また、引き続き各所の業務量を勘案しながら人員を調整し、応援体制を維持できるよう

努めてまいりたい。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

動物検疫所においては、定員削減３人に対し新規増員20人となるが、海外でのＡＳＦの

発生など輸出入検疫体制の強化や輸出促進等に伴う検疫業務の増加、また昨年秋から続く
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高病原性鳥インフルエンザへの対応等、定員枠があっても実員が配置されず人員不足が最

大の課題となっている状況の下で、削減の割当ての考え方及び官署、新規増員の配置の考

え方及び官署はどのようになるのか。

また、植物防疫所同様、オリ・パラが開催された際の業務量の大幅な増加と新型コロナ

ウイルス感染症への感染リスクの増大が懸念されるが、的確な動物検疫業務の実施に必要

な人員や体制が確保されているのか。

（片貝消費・安全局総務課長）

動物検疫所においては、訪日外国人旅行客増に対応した検査体制構築及び強化のための

定員として、成田支所に６人、羽田空港支所に４人、中部空港支所に３人、関西空港支所

に５人、門司支所に１人の新規増員が認められたほか、国際郵便物の検査強化のための定

員として横浜本所に１人の新規増員が認められたところであり、これらの官署への配置を

予定している。定員合理化については、業務量等の把握を行い、業務量に見合った人員と

なるよう割当てを行ったところである。

人員の配置については、各所の業務執行体制、業務量等を十分精査した上で適切に対応

するとともに、極めて厳しい採用事情の中にあって、既卒者を採用するなど、的確な業務

が実施できるよう最大限の努力を行っているところである。

また、東京オリンピック・パラリンピックへの対応についても、各所の業務量を勘案し

ながら人員を調整し、応援体制を構築してまいりたい。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

植物防疫所及び動物検疫所についてであるが、動植物探知犬の増頭に伴い、民間委託に

よるハンドラー業務等以外にも、探知犬が探知した手荷物の確認・検疫など相当量の業務

増大が懸念されているが、それらに対応し得る十分な人員配置となっているのか。

（片貝消費・安全局総務課長）

人員配置については、業務量等を勘案の上適切に対応してまいりたい。なお、探知犬の

増頭に伴い、必要な補助員の配置を行う予定である。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

植物防疫所及び動物検疫所の2021年度の人事異動に当たっては、組合員の希望を十分尊

重すること。

（片貝消費・安全局総務課長）

人事異動については、本人の意向も参考にしつつ、業務への適正、職務経験等を踏まえ、

適材適所の考え方に従って実施しているところであり、引き続き適切に対応してまいりた
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い。

漁業調整事務所

（永井調査交渉部長（非現業担当））

漁業調整事務所については、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

るとしている一方で、１名の純減となっているが、その理由は何か。

（依田水産庁漁政課長）

漁業調整事務所に係る定員合理化として、定員事情、業務量を勘案したうえで、１人の

削減を行うこととしている。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

漁業取締り時の安全を確保するため、用船における漁業監督指導官の３人乗船体制を目

指し要求していたが、実現可能な人員配置となっているのか。

また、週休日に加え、十分に年次休暇を取得できる状況となるのか。

さらに、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

が確保できたのか。

（依田水産庁漁政課長）

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、漁業監督指導官の

３人乗船体制を目指して要求したところ、今年度においては増員が認められなかったとこ

ろであるが、引き続き複数乗船体制の整備に努めてまいりたい。

なお、年次休暇については、計画的に取得するよう促しているところである。

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、近年の厳しい定員削減の中、船舶の安全運

航、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ところである。なお、令和

２年度には新造船白鷲丸が運航開始し、更に令和４年度には建造中の2,000トン級の取締

船の運航開始が予定されているところであり、これら新造船と既存船の定員確保を優先し

て実員配置していることを御理解願いたい。

（永井調査交渉部長（非現業担当））

人事異動に当たっては、組合員の希望を十分尊重すること。

（依田水産庁漁政課長）

人事異動に当たっては、本人の意思を尊重しつつ、本人の適性、人事評価等を踏まえ、

適材適所の原則に従って行ってまいりたい。
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級別定数改定要求

（永井調査交渉部長（非現業担当））

級別定数の査定結果はどうなったのか。

特に、組織再編に伴う管区機関の取扱いについて、処遇改善が実現できる定数を確保で

きたのか。

また、地方農政局の組織再編により管区機関に位置付けられることとなった県域拠点や

北海道農政事務所及び地域拠点、農地事業所の処遇改善が実現できる定数が確保できたの

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

が実現するよう、引き続き最大限の対応を要請する。

（森秘書課長）

全体としては、必要な級別定数が認められたところである。

なお、地方農政局、北海道農政事務所についても、一定の級別定数が認められたところ

であるが、県域・地域拠点や農地事業所等を含め、級別定数の確保に向けて引き続き努力

してまいりたい。

昇格基準の緩和については、行政職（二）、医療職（三）及び海事職に係る運用基準の

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。

人事異動

（永井調査交渉部長（非現業担当））

現在、４月期の人事異動に向けて作業がすすめられていると思うが、人事異動に当たっ

ては、必要に応じて面談を行うなど丁寧な対応を行うとともに、組合員の理解と納得のも

とに行うこと。

また、転居を伴う人事異動に当たっては、引越業者の確保などに向けた赴任期間の弾力

的運用はもとより、農林水産省として、内示の早期化や人事異動、引越の分散化に取組む

よう重ねて要請する。

（森秘書課長）

人事異動に当たっては、人材育成を含めた適材適所の配置となるよう、昨年11月に提出

された職務希望等調書をもとに、必要に応じて個別面談等を行いながら職員の意向等を丁

寧に把握し、適切に対応してまいりたい。

なお、４月期の人事異動は定年退職者に続く人事が多いことから、業務停滞を生じさせ
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ないためにも人事異動が集中することはやむを得ない面もあるが、転居を伴う異動の場合

には、赴任期間を有効に活用することや、赴任期間内での引越が困難な場合には延長の申

出ができることについて改めて周知してまいりたい。

（渡邉書記長）

コロナ禍が続く中、今後も厳しい定員事情のもとで農林水産行政を巡る諸課題に的確に

対応しなければならないが、本年７月には本省の組織再編も予定されていることから、本

日の労使間意見交換会後も我々労働組合との十分な論議の上、対応するよう求めておく。

人事異動に当たっては、「４月期の人事異動は定年退職者に続く人事が多いことから、

業務停滞を生じさせないためにも人事異動が集中することはやむを得ない面もある」との

言及があったが、このコロナ禍の中で転居を伴う人事異動に対応することは、異動者にと

っては、様々な不安が生じることを懸念している。国土交通省から民間への分散化の要請

や他省庁の分散化の状況を踏まえれば、農林水産省においても異動者が不安を生じること

のないように対応するよう求める。

また、2021年度の業務運営にあたっては、今回の予算概算、組織・定員決定を踏まえ、

４月以降の円滑な業務執行体制の確立が重要となるので、各職域の課題を改善する観点か

ら、３月中旬に業務運営上の諸課題を議題とした労使間意見交換会の開催を要請する。

（森秘書課長）

本日は、「令和３年度農林水産予算概算決定」と「令和３年度組織・定員」について意見

交換し、それぞれに貴重な意見をいただいたところである。

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、

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

んで行くことが重要である。

このため、御要請を踏まえ、業務運営上の諸課題を議題とした労使間意見交換会を３月

中旬に行うことを検討したい。

なお、地方農政局等の維持・活性化への対応については、新たな行政ニーズに積極的に

対応する観点から、皆さんとも意見交換をしながら、適切に対応してまいりたい。

（宮長秘書課人事企画官）

以上をもって、令和２年度第２回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


