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平成25年度第１回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成25年９月13日（金）16:31～17:44（73分）

２ 会 場：統計部第１会議室（北別館３階 ドア№北314）

３ 出席者：

農林水産省 横 山 紳 大臣官房秘書課長

同 牧 元 幸 司 大臣官房文書課長

同 山 口 英 彰 大臣官房予算課長

同 高 橋 仁 志 大臣官房政策課調査官

同 可 知 博 之 大臣官房地方課管理官

同 岩 濱 洋 海 消費・安全局総務課長

同 大 角 亨 食料産業局総務課長

同 大 杉 武 博 生産局総務課長

同 浅 川 京 子 経営局総務課長

同 川 合 靖 洋 農村振興局総務課長

同 髙 野 浩 文 農林水産技術会議事務局総務課長

同 橋 本 次 郎 水産庁漁政課長

同 半 田 五 太 大臣官房秘書課人事調査官

同 宮 浦 浩 司 大臣官房秘書課調査官

全農林労働組合中央本部 柴 山 好 憲 書記長

同 岡 本 吉 洋 財政局長

同 渡 邉 由 一 調査交渉部長(非現業担当)

同 原 子 秀 夫 調査交渉部長(独法担当)

同 間 英 輔 組織教宣部長

（宮浦秘書課調査官）

只今より、平成25年度第１回労使間意見交換会を開催する。

開会に当たり、横山秘書課長から今回の労使間意見交換会の趣旨について説明いただく。

（横山秘書課長）

本日は、「平成26年度予算概算要求」及び「平成26年度組織・定員要求」を議題とし

た労使間意見交換会を開催することとした。

それぞれについて、財務省あるいは総務省に提出した要求の概要を説明し、その内容

について意見交換したいと考えている。

いずれの議題も重要な案件であり、有意義な意見交換としたいので、協力をお願いする。
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（宮浦秘書課調査官）

本日の労使間意見交換会は、議題が２つあるため、それぞれの議題ごとに実施するこ

ととしたい。

本日の配付資料は、資料１として「平成26年度農林水産予算概算要求の概要」、資料

２として「平成26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、「平成26年度予算概算要求」について意見交換を始める。

まず出席者を紹介する。

当局側として、横山秘書課長、山口予算課長、高橋政策課調査官、可知地方課管理官、

岩濱消費・安全局総務課長、大角食料産業局総務課長、大杉生産局総務課長、浅川経営

局総務課長、川合農村振興局総務課長、髙野農林水産技術会議事務局総務課長、橋本水

産庁漁政課長、半田秘書課人事調査官、それに秘書課調査官の宮浦である。

職員団体側として、柴山書記長、岡本財政局長、渡邉非現業担当調査交渉部長、原子

独法担当調査交渉部長、間組織教宣部長である。

それでは、山口予算課長より、資料１の「平成26年度農林水産予算概算要求の概要」

について説明いただく。

（山口予算課長）

平成26年度農林水産関係予算の概算要求については、省内の「攻めの農林水産業推進

本部」での検討や、官邸に設置された「農林水産業・地域の活力創造本部」等における

検討の方向に従い、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」を推進するため

の施策を要求したところである。

まず、資料１（白本）の１ページ「平成26年度農林水産予算概算要求の骨子」をご覧

願いたい。

概算要求額は２兆6,093億円で、対前年度比で113.6％となっている。内訳については、

公共事業費が7,707億円、非公共事業費が１兆8,386億円である。

公共事業費のうち農業農村整備については、対前年度比121.7％となる3,197億円とし

た。また、林野公共については2,104億円、水産基盤整備については845億円、海岸につ

いては47億円、農山漁村地域整備交付金については1,322億円と、それぞれ対前年度比

117.1％の要求とした。

次に、概算要求の重点事項について説明する。

３ページのＡ３ポンチ絵をご覧願いたい。

「担い手への農地集積・集約化、担い手の育成等による構造改革の推進」については、

農地中間管理機構関連事業を新たに創設するとともに、「人・農地プラン」の策定や新

規就農者への給付金の給付等に係る予算を増額要求した。

「強い農林水産業のための基盤づくり」については、農業農村整備事業に関して、農

業水利施設の修繕・補修等の支障も目立つ中、地元からの強い要望も踏まえ、予算総額

全体の伸びを上回る水準を要求するとともに、農林水産関連施設の整備にも増額要求した。

「園芸産地の構造改革の推進」については、農業者の所得向上が期待できる園芸分野

に関して、次世代施設園芸の導入加速化、加工業務用野菜の増産などの予算を新規で要

求した。
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「農林水産物・食品の高付加価値化等の推進」については、６次産業化に係る支援を

引き続き行うとともに、強みのある農林水産物づくりに係る予算を要求した。

｢グローバルな「食市場」の獲得｣については、各地域や団体の輸出の取組等を統括す

る司令塔を設置するとともに、ＨＡＣＣＰ対応型施設やハラール対応型施設などの輸出

相手国に対応した施設整備に係る予算を増額要求した。

次のページに移っていただき、「経営所得安定対策の見直し及び多面的機能の維持に

着目した日本型直接支払」については、自民党農林部会等で検討が行われているところ

であるので、今後予算編成過程において制度設計を行い、年末までに確定させていく。

このほか、「品目別生産振興対策」、「活力ある農山漁村の構築」及び「食の安全・

消費者の信頼確保」に係る対策について、所要の額を計上している。

「新たな木材需要の創出と強い林業づくり」については、ＣＬＴ（直交集成板）等の

新たな製品の開発・普及の早期実用化等に係る予算を新規で要求するなど、森林・林業

の再生に必要な予算を要求した。

「強い水産業づくりのための総合対策」については、資源管理・漁業経営安定対策、

「浜の活力再生プラン」の策定等を支援する漁村の活性化・多面的機能発揮対策やウナ

ギの大量生産システム実証を支援する増養殖対策について増額要求している。

（柴山書記長）

９月４日に財務省が公表した2014年度一般会計予算概算要求では、各省庁の総額が過

去最大の99兆2,500億円に達し、このうち安倍政権の経済政策「アベノミクス」の３本目

の矢である成長戦略や、防災対策、地域振興などに充てる「特別枠」の要求は上限いっ

ぱいの３兆5,177億円、国債費は25兆2,792億円に上ったとしている。

今ほど説明があったが、今回の農林水産省の要求は、厳しい国家財政事情にあるもの

の、「攻めの農林水産業」の展開を踏まえた、「強い農林水産業」、「美しく活力ある

農山漁村」を推進するために必要な予算要求・要望と考えている。

政府は今後の予算編成過程において、施策・制度の抜本的見直しや各経費間の優先順

位の厳しい選択を行うことにより、真に必要なニーズにこたえるための精査を行うとし

ている。また、既存のあらゆる予算措置について、従来の計上方法にとらわれずにゼロ

ベースで見直しを行うとしており、今後の査定省との間において厳しい折衝が予想される。

先の夏季要求回答交渉の際にも要請しているが、東日本大震災・福島原発事故からの

復興、「攻めの農林水産業」の展開など、各種施策を着実に実施するために必要な予算

を確保す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

伺いたい。

（渡邉調査交渉部長）

予算の総論的な部分についてだが、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁

村」を推進するため要求している各施策の予算確保は不可欠である。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測されるが、要求・要望額の満額確保に向けて

最大限努力を要請する。



- 4 -

（山口予算課長）

平成26年度予算編成については、2020年までにプライマリーバランスを黒字化するこ

とを財政健全化目標としている財務省とは、かなりハードな折衝となるかと考えている。

一方で、今回の要求の内容は、官邸に設置された「農林水産業・地域の活力創造本

部」等での議論を踏まえるとともに、現場の農林水産業者や関係団体からの要望が強い

ものを新規・拡充事項としているものであり、各局庁の担当者も含め司々で全力を尽く

して、財務省との折衝に臨んでいきたい。

（渡邉調査交渉部長）

「平成26年度予算の概算要求の基本的な方針」では、各府省における行政事業レビュ

ーの結果を要求に反映するとしているが、どのような事業が対象となったのか。また、

対象事業にかかる今後の展開・推進に影響は生じないのか。

（山口予算課長）

今回の行政事業レビュー等においては、既存予算の徹底的な見直しを行い、24年度に

実施した385事業のうち、６事業を廃止、67事業の内容を見直し、約64億円程度を削減し

た。また、平成24年度に新規に開始した事業又は平成25年度に終期を迎える事業から、

７事業を選定し、公開プロセスを行った。

行政事業レビューにおいて抜本的改善を求められた事業については、廃止等の措置を

講じるとともに、必要なものについては、政策目的に資するよう内容を精査した上で新

規事業として要求している。また、事業目的自体が否定されていないものについては、

効果的に目的を達成できるよう内容の改善を行っている。

（渡邉調査交渉部長）

「平成26年度予算の概算要求の基本的な方針」において、義務的経費は前年度予算相

当額とされている。次年度予算要求が前年度より大幅に増額となっている一方で義務的

経費は前年度相当額としており、現在でも超過勤務が増加している中で予算不足が懸念

される。超過勤務手当などを含め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。

（横山秘書課長）

超過勤務手当予算については、業務実態等を踏まえて増額要求を行うほか、北海道農

政事務所の超過勤務手当についても、単価を改善するよう増額要求を行っている。

また、再任用に必要な人件費については、退職予定職員の希望に応じて、増員分を含

め必要な額を要求している。

（渡邉調査交渉部長）

組織再編に伴う庁舎移転に必要な予算要求はどうなっているのか。次年度に移転する

地域センターはどこか。
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（可知地方課管理官）

平成26年度は、移転先である山口地方合同庁舎に山口地域センターの全職員が執務す

るために必要な事務室等が確保されることとなったことから、その移転に要する経費及

び旧山口農政事務所庁舎の廃止に要する経費を概算要求に計上している。

（渡邉調査交渉部長）

耐震補強等庁舎整備に伴う予算要求はどうなっているのか。また次年度のスケジュー

ルはどうなっているのか。

（可知地方課管理官）

平成26年度は、耐震診断により危険性が高いとされ、安全性を確保するため緊急に実

施する必要がある、①水戸地域センター庁舎の耐震改修工事に要する経費、②北陸農政

局及び東海農政局の本局並びに新潟、松江及び帯広地域センター庁舎における各種の補

修工事に要する経費を概算要求に計上している。

（原子調査交渉部長）

所管法人の運営費交付金及び施設整備費補助金の要求はどうなっているのか。施設整

備補助金の内容はどうなっているのか。

また、改正高年齢者雇用安定法で義務づけられている希望者全員の再雇用に必要な予

算要求の内容はどうなっているのか。

（山口予算課長）

平成26年度農林水産省所管の独立行政法人運営費交付金については、第３期中期計画

に即して対前年度一般管理費３％減、業務経費１％減とした額に、国家公務員の給与の

臨時特例に関する法律の特例期間の終了を見込んで増額した人件費が加わることなどに

より、平成25年度予算額に比べて52億円増の1,016億円で要求している。

また、施設整備費補助金については、必要な施設整備、改修等を着実に実施するため、

15億円を要求している。

（髙野農林水産技術会議事務局総務課長）

独立行政法人の定年退職者の再雇用に必要な予算については、運営費交付金で対処す

ることとしており、必要な要求を行っているところである。

（渡邉調査交渉部長）

担い手への農地集積・集約化、担い手の育成等による構造改革の推進のうち農地中間

管理機関関連事業についてだが、農地の中間受け皿として都道府県段階に農地中間管理

機構（仮称）を整備し、担い手への農地集積と集約化を加速させるとして新規要求をし

ているが、機構の組織体制及び具体的な事業内容、農林水産省との関わりについて伺う。

また、設立に向けた地方農政局・北海道農政事務所・地域センターの役割、設立後の役

割はどうなるのか。
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（浅川経営局総務課長）

農地中間管理機構制度は、分散し錯綜した農地利用を整理し、担い手ごとに集約化す

る必要がある地域において、農地中間管理機構が一旦農地を借り受け、担い手に集約化

した形で貸し付ける事業を行うものである。

農地中間管理機構は、都道府県段階に設置し、都道府県の農業公社にその役割を担っ

てもらうことを想定しているが、地方農政局や北海道農政事務所においては、①農地中

間管理機構の設置や運営についての助言、②農地中間管理機構の活動を支援する国の予

算事業等についての助言・審査等を行っていただくことを考えている。

また、地域センターについては、機構の設立等の助言、予算事業の助言等、直接的に

関わる業務をお願いすることは予定していないが、農地中間管理機構が行う業務は、人

・農地プランの推進、担い手の経営改善等に密接に関係するので、これらの業務推進に

ついて引き続きお願いしたい。

（渡邉調査交渉部長）

人・農地プランの推進、担い手対策についてだが、人・農地プランの推進にあたって

は、地方農政局・北海道農政事務所・地域センターにおいて市町村等への周知や都道府

県と連携した取組を担っているところであるが、今回要求している「人・農地プランの

見直し支援等」、「地域連携推進委員の活動支援」、「農業経営の法人化等の支援」を

推進するにあたり、地方農政局・北海道農政事務所・地域センターの関わりに変更はあ

るのか。

（浅川経営局総務課長）

今回要求している「人・農地問題解決加速化支援事業」は平成25年度事業を拡充した

ものであるが、事業内容については、ほとんど同様であるため、地方農政局・北海道農

政事務所・地域センターの関わりに変更はないと考えている。

（渡邉調査交渉部長）

強い農林水産業のための基盤づくりのうち、農林水産業の基盤整備についてだが、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。

（川合農村振興局総務課長）

農業農村整備事業については、①担い手への農地集積の加速化、農業の高付加価値化

のための農地の大区画化・汎用化、畑地かんがい等の整備、②老朽化した農業水利施設

の長寿命化・耐震化対策、洪水被害防止対策等を推進するため、対前年度比121.7％の

3,197億円を要求している。

また、農山漁村地域整備交付金の農業農村整備分と合わせた農業農村整備関係予算に

ついては、対前年度比120.8％の4,062億円を要求している。

農業農村整備事業予算のうち、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る観点から、対前年度比112.5％の1,782億円を要求し

ている。
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（渡邉調査交渉部長）

2012年度補正予算や農業農村整備事業費が増額されるなか、地方農政局及び国営土地

改良事業所等においては、定員削減により超過勤務が増加している。来年度はさらに農

業農村整備事業が増額要求しているが、業務遂行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なかで、工事の発注・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を要求しているのか。

（川合農村振興局総務課長）

国営土地改良事業の業務遂行に必要な超過勤務手当予算や業務の簡素・合理化に必要

な予算については、所要の額の確保に努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

国営土地改良事業所等では、各事業所から被災地支援業務に出張対応しているが、次

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。

（川合農村振興局総務課長）

平成25年度においては、被災地からの派遣要請に応え、国の職員については、253人月

の技術者を派遣する予定としており、平成26年度においても、福島県から農業土木職員

の派遣調整を依頼されているため、現在派遣要望のとりまとめを行っているところである。

国営事業所等から被災地への技術者派遣については、事業所等の業務に大きな影響を

及ぼさないよう、１ヶ月を基本とした交替制により対応しているが、今後とも事業所ご

との業務量及び業務内容に応じた派遣となるよう調整してまいりたい。

また、派遣に要する旅費等についても、所要の額の確保に努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

園芸産地の構造改革の推進についてだが、新規要求の「次世代施設園芸導入加速化支

援事業」及び「加工・業務用野菜産地作柄安定対策事業」の推進・支援にあたり、地方

農政局・北海道農政事務所・地域センターの役割はどうなるのか。

（大杉生産局総務課長）

「次世代施設園芸導入加速化支援事業」については、木質バイオマス等の地域資源の

エネルギーを活用し、生産から調製・出荷までを一気通貫して行う大規模な施設園芸拠

点の整備を行うための予算を新規で要求している。

事業の実施に当たっては、事業要望がある都道府県から事業計画を提出していただく

ことを想定しており、各地方農政局には、事業計画作成に係る指導や補助金の交付等を

お願いしたいと考えている。また、北海道農政事務所には、本省が行う事業の現地説明

会や事業実施希望地区での現地打合せ等があれば、協力をお願いしたいと考えている。

なお、地域センターに対しては、現時点で何らかの事務をお願いすることは想定して

いない。

「加工・業務用野菜産地作柄安定対策事業」については、輸入野菜からのシェア奪還

に向け、加工・業務用野菜への転換を推進する産地を対象に、加工・業務用野菜の安定
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供給に必要な土壌・土層改良、被覆資材等の作柄安定技術を導入する場合に定額の面積

払いにより３年間支援するものである。

本事業については、現時点では、独立行政法人農畜産業振興機構から、各事業実施主

体に交付することを想定しており、各地方農政局及び北海道農政事務所では、交付業務

はないものの、県及び道との調整など本事業が円滑に実施できるよう、一定の関与をお

願いしたいと考えている。具体的な内容については、地方農政局等とも相談しながら、

今後検討していく。

なお、地域センターに対しては、現時点で何らかの事務をお願いすることは想定して

いない。

（渡邉調査交渉部長）

農林水産物・食品の高付加価値化等の推進のうち、６次産業化の推進についてだが、

６次産業化に取り組む農林漁業者等を全国的な視点からサポートするため６次産業化の

支援体制等の構築を新規に要求しているが、地方農政局・北海道農政事務所・地域セン

ターの役割はどうなるのか。

（大角食料産業局総務課長）

６次産業化の支援体制については、これまで、農林水産省が各県にサポートセンター

を設置し、プランナーによる総合化事業計画の策定支援など農林漁業者等が行う６次産

業化の取組を支援してきたところである。

25年度からは、より現場に近い都道府県の創意工夫を生かした支援を行うため、県が

「６次産業化ネットワーク活動支援交付金」を活用し、都道府県におけるサポート体制

を構築するとともに、国は６次産業化中央サポートセンターを設置し、全国的な視点か

ら、都道府県では対応できない県域を超える取組やこれまでの認定案件のフォローアッ

プなどを中心に支援することとしている。

26年度予算概算要求においては、このような支援体制の確立に向けて、「６次産業化

ネットワーク活動交付金」とともに、６次産業化の支援体制の構築を図る「６次産業化

サポート事業」を新規要求しているところであるが、その構築する体制としては、この2

5年度から移行する体制と概ね同様なものを想定しているところである。

したがって、26年度における地方農政局等の役割は、25年度中に構築する新たな支援

体制における地方農政局等の役割と同様、都道府県や都道府県が設置するサポート体制

との密接な連携の下で、①６次産業化関連事業等の情報提供、②総合化事業計画の認定、

③これまで認定した事業計画のフォローアップなどを行っていただくことになると考え

ている。

（原子調査交渉部長）

「強み」のある農林水産物づくりについてだが、海外遺伝資源の導入円滑化に向けて、

海外植物遺伝資源の収集・提供強化を新たに要求している。過去にも要求していたが今

回はどのような理由で要求しているのか。委託先を独立行政法人等と記載されているが、

どこの法人に委託することを想定しているのか。また、導入する有用な遺伝資源とは何

を対象としているのか。あわせて、保存施設は現状のままで大丈夫なのか。
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（髙野農林水産技術会議事務局総務課長）

海外植物遺伝資源については、途上国を中心に権利意識が高まり、収集が困難化する

傾向にある。こうした中で、攻めの農政を推進する一環として新品種開発を加速化する

ためには、育種素材としての海外遺伝資源の更なる収集と国内種苗業界等への提供強化

が必要と認識している。このため、２国間共同研究によりアジア地域の途上国ジーンバ

ンク等に所蔵されている植物遺伝資源の特性情報を解明するとともに、熱帯地域の植物

遺伝資源の増殖手法を開発することを内容とする事業を要求している。なお、委託先に

ついては、他のプロジェクト研究と同様、公募方式により決定したいと考えている。

本事業により特性解明等を進める海外の有用な植物遺伝資源については、今後、国内

の民間種苗業界や地方自治体の要望等を聞きながら具体化させるが、現時点では遺伝資

源の更なる収集が必要な野菜等を中心に考えている。

また、本事業では、専ら海外植物遺伝資源の特性情報の解明等を目的としているため、

当該植物遺伝資源が直ちに国内に搬入・保管される訳ではないが、今般のＩＴＰＧＲ締

結に合わせて、平成24年度補正予算によりジーンバンク保管施設等の大幅な拡充対策等

が既に講じられているところである。

（渡邉調査交渉部長）

グローバルな「食市場」の獲得についてだが、オールジャパンの輸出促進の司令塔を

設置するなどの輸出戦略実行事業を新規要求しているが、連携する各省の中での農林水

産省の役割、地方組織の役割はどうなっているのか。

（大角食料産業局総務課長）

農林水産物・食品の輸出促進に当たっては、農林水産省がヘッドクオーターとなって、

各省連携の下に進めていく必要があると考えている。

農林水産物・食品の輸出については、１兆円目標の実現に向けて、８月末に農林水産

物・食品の国別・品目別戦略を公表したところであるが、これを着実に実行していくた

め、オールジャパンの輸出促進の司令塔として、農林水産物等輸出促進全国協議会の下

に「戦略実行委員会」を設置することとしている。

戦略の実行に当たっては、実際に輸出に取り組む事業者の意見を取り入れながら進め

ることが重要であるため、地方組織においても、既存の全国協議会の地方ブロック協議

会の場等を活用して、事業者との意見交換の実施等を実施していただきたいと考えている。

（渡邉調査交渉部長）

輸出促進に資する動植物防疫体制の整備として５億円（前年５倍）を要求しているが、

その内容はどういうものか。また、植物防疫所及び動物検疫所の役割はどうなっている

のか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

まず、植物防疫所関係については、我が国農産物の円滑かつ安定的な輸出促進に向け、

輸出環境の整備に資するため、①集荷地等での農産物の輸出検査の強化、②農産物の輸

出を志向する産地等に対し、輸出相手国の検疫条件の説明会等を通じた助言・指導など

を行うため、前年度から増額し１億５百万円(対前年度36百万円増)を要求している。
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次に、動物検疫所関係については、食肉分野の輸出促進に向けた輸出環境の整備に資

する目的で、輸出検査証明書の電子化に向けた所要の経費（51,102千円）を要求して

いる。

これらの予算については、我が国農畜産物の輸出促進に向けて、植物防疫所や動物検

疫所に求められる業務を円滑に実施するために必要な経費であり、両所とも重要な役割

を果たしているところである。

（渡邉調査交渉部長）

経営所得安定対策・日本型直接支払等についてだが、経営所得安定対策の見直し及び

多面的機能の維持に着目した日本型直接支払については、引き続き予算編成過程におい

て検討を行い、年末までに確定させるとしているが、どのような検討が進められている

のか。また、現在行われている多面的機能・担い手調査については、とりまとめが年度

末のものがあるが調査結果がどのように反映されるのか。

（浅川経営局総務課長）

経営所得安定対策の見直しについては、多面的機能に着目した日本型直接支払の検討

とともに、与党において議論が進められているところであり、引き続き、与党内での議

論を踏まえながら、平成26年度予算編成過程において検討を進め、検討の結果に従い、

予算内容を確定させていくこととしたい。

（高橋政策課調査官）

日本型直接支払制度については、地域の実情に即し、実効の上がる施策とするため、

農業者や自治体等の意見を十分に踏まえる必要がある。

政府として、与党の議論とも連携しながら十分な検討を進めていく考えである。

具体的な制度設計に当たっては、①これまでの制度の実施状況を検証するとともに、

②本年度に実施する「多面的機能・担い手調査」の結果等も踏まえて、農業・農村が果

たしている多面的機能を維持するための適切な制度として構築してまいりたい。

なお、随時、「多面的機能・担い手調査」の収集データを整理し、制度設計の参考デ

ータとして活用する予定である。

（渡邉調査交渉部長）

農産物、特に米の価格の低迷や生産資材の高騰から農家の経営はますます厳しくなっ

ている。農業経営の安定は国内生産力の維持・向上に繋がることから、経営安定対策等

の要求額については、満額確保されるよう最大限の努力を要請する。

（浅川経営局総務課長）

経営所得安定対策の要求額については、今後の議論に予断を与えることがないよう、

暫定的に平成25年度と同様のものにしており、平成26年度予算編成課程における検討結

果に従い、予算内容を確定させていくこととしたい。
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（渡邉調査交渉部長）

新規要求の収入保険制度検討調査費は、制度設計を進めるために必要な過去の農業者

の収入データの収集、加入者情報の収入の捕捉の方法等に係る調査・検討を民間委託に

より実施するとしているが、多面的機能・担い手委託調査と同様に地方農政局・北海道

農政事務所・地域センターが関わるのか。

（浅川経営局総務課長）

本調査については、現時点では民間団体等への委託調査の形で行うことを予定してい

るため、地方農政局・北海道農政事務所・地域センターの関わりはないと考えている。

（渡邉調査交渉部長）

活力ある農山漁村の構築についてだが、美しく伝統ある農村を次世代に継承する取り

組みを支援するとして、美しい農村再生支援事業を新規要求しているが、地方農政局・

北海道農政事務所・地域センターの役割はどうなっているのか。

（川合農村振興局総務課長）

美しい農村再生支援事業については、棚田・疏水など将来に残すべき農村景観・資源

を保全・復元・継承するための取組を支援するものであり、市町村や市町村が構成員と

なる地域協議会等に対して交付金を交付することを予定している。

このため、地方農政局には、交付金交付の事務や取組に対する助言・指導等を担って

いただく予定であり、北海道農政事務所及び地域センターには、特段の事務を予定して

いないところである。

（渡邉調査交渉部長）

食の安全・消費者の信頼確保のうち、国産農林水産物・食品の安全性向上、消費者の

信頼確保についてだが、水際の動植物検疫体制の強化として、検疫探知犬の増頭を要求

しているが、頭数、配置先空港、ハンドラーの民間委託など具体的な内容はどうなって

いるのか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

水際の動植物検疫体制の充実・強化を図るため、検疫探知犬６頭の増頭を要求してい

るところである。

このうち、一部の検疫探知犬については、探知活動時間帯を拡大して探知犬による抑

止効果を高めるため、複数の者が交代して取り扱うことができる探知犬（フレキシブル

犬）を導入するとともに、交替制勤務職員が取扱いを行うための経費を要求している。

これら探知犬の運用に当たっては、職員の業務過多にならないよう適切に対応してま

いりたい。



- 12 -

（渡邉調査交渉部長）

ＬＣＣの増便などにより検疫業務量が増えるなか、応援体制や職員の超過勤務によっ

て支障なく業務を遂行しているところであるが、必要な旅費、超勤手当の増額要求をし

ているのか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

ＬＣＣの増便などにより検疫業務量が増える中で、円滑な輸出入検疫業務の実施に支

障が生じないよう、ＬＣＣ便就航に伴う業務量等を踏まえつつ、必要な予算要求を行っ

ているところである。

このほか、動物検疫所については、平成26年度を目途に成田空港にＬＣＣ専用ターミ

ナルビルが建設され、運用が開始される見込みであるため、予算と同時に定員要求も行

っているところである。

（渡邉調査交渉部長）

水際対策として広報活動が重要となっているが、概算要求ではどうなっているのか。

また、業務量増加により職員の負担が増えるなかで、効率的かつ効果的な広報活動の

検討が必要となっている。この間の回答では「ホームページ、チラシ、ポスターの掲示

以外の方法についても検討することを含め、適切に対応して参りたい」とされてきたが

どのような検討がされたのか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

円滑な動植物検疫の実施に関しては、旅行客等の一般の方々や輸出入に携わる事業者

の方々への制度周知活動が重要と認識しているため、これまでもホームページ、チラシ

の作成・配布、ポスター掲示等を実施しているところである。

また、ホームページ、チラシ、ポスターの掲示以外の方法としては、ゴールデンウィ

ークや夏休みシーズンなどの渡航客が増大する時期に、探知犬をモデルにした着ぐるみ

（クンクン）等を用いた広報キャンペーンを行うなど積極的な広報活動を行っており、

先日開催された子ども霞が関デーでもたいへん大きな反響があったところである。

今後とも、厳しい予算状況にはあるものの、様々な機会を捉え、効果的な広報活動に

ついて取り組んで参りたい。

（渡邉調査交渉部長）

国民運動としての食育等の推進についてだが、関係府省との連携のもと、食品ロス削

減国民運動を展開するとしているが、各省との連携における農林水産省の役割、地方農

政局・北海道農政事務所・地域センターの役割はどうなっているのか。

（大角食料産業局総務課長）

食品ロスの削減に関連する関係省庁と連携して、消費段階も含めたフードチェーン全

体で「食品ロス削減国民運動」を官民をあげて展開していくこととしており、農林水産

省としては、いわゆる１／３ルール等の商慣習の見直し・再検討に向けたパイロットプ

ロジェクトの支援などを実施している。

地方農政局・北海道農政事務所・地域センターにおいては、既存の情報提供活動の一
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環として、地方自治体や地域の食品関連事業者等関係者への情報提供をお願いしたいと

考えている。

（渡邉調査交渉部長）

食品産業におけるリサイクルの状況に関する調査を実施するとしているが、地方農政

局・北海道農政事務所・地域センターの役割はどうなっているのか。

（大角食料産業局総務課長）

「食品リサイクル状況等調査委託事業」については、①食品リサイクル法、容器包装

リサイクル法に基づく点検指導等を効率的に行うための食品企業のデータベースの整備

②食品廃棄物等や容器包装のリサイクル等を効果的・効率的に推進するための調査・分

析を民間事業者に委託して実施する予定である。

これらの調査結果を活用し、地方農政局等において実施している食品リサイクル法、

容器包装リサイクル法に基づく点検指導等の効率化に資することを考えている。

（原子調査交渉部長）

強い水産業づくりのための総合対策についてだが、ウナギ種苗の大量生産システムの

実証事業を新規要求し、実施主体を民間団体等としているが、水産総合研究センターは

関与するのか。

（橋本水産庁漁政課長）

ウナギ種苗の大量生産システムの実証事業については、現在、水産総合研究センター

を中心に大量生産技術の開発に取り組んでいるが、これまでの技術開発の成果を順次活

用し、機械化・自動化による効率化・省力化を図ることにより、ウナギ種苗の大量生産

の実用化を加速させるものであり、民間団体等を事業実施主体として、支援することと

している。

水産総合研究センターの本事業への関与の有無については、本事業が国からの委託事

業ではなく、民間団体等を対象として公募する補助事業であるため、事業主体がどこに

なるのかは現時点では申し上げられないが、少なくとも関連技術を有する組織としては

関与することとなる。

（渡邉調査交渉部長）

外国漁船の違法操業への取締強化として漁業取締船の増隻・大型化を図るとしている

が、具体的な内容はどうなっているのか。

（橋本水産庁漁政課長）

水産庁では、現在、官船６隻と用船35隻の合計41隻により、外国漁船等の取締りを実

施しているところであるが、平成26年度においては、沖縄周辺海域や東シナ海、山陰沖

等における外国漁船への漁業取締り等を強化するため、①用船を２隻増隻（500トン級、

1,000トン超級を各１隻）するとともに、②既存の500トン級用船を1,000トン超に転換し

て大型化を図ることを要求している。
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（渡邉調査交渉部長）

老朽化した白竜丸の代船建造予算を要求しているが、スケジュールはどうなるのか。

また、農林水産省（水産庁及び所管独法）が所有する船舶の就航年数及び今後の代船

建造予定はどうなっているのか。

（橋本水産庁漁政課長）

外国漁船等による違反操業等の指導・取締体制の強化のため、建造後25年を経過した

「白竜丸」の代船として、平成24年度から平成26年度にかけて最新鋭の取締船を建造す

ることとしており、既に建造に着手し、平成26年10月に竣工予定となっている。

今後の代船建造予定については、財政事情も厳しいところであるが、船舶の老朽化等

を考慮しながら、検討したい。

（渡邉調査交渉部長）

諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門への対応についてだが、諫早湾干拓潮受堤防排水門

の開門への対応に係る経費については、今後の予算編成過程で検討するとされているが、

本年12月の開門に向けた対応にあたっては、現場で働く組合員の意見を十分に反映し問

題が生じないように対応すること。なお、私たちとしても現地調査を行い開門に向けた

課題・問題点について改善を求めるので誠意をもって対応されたい。

（川合農村振興局総務課長）

諫早湾干拓の潮受堤防排水門の開門については、平成22年12月の福岡高裁判決の確定

に伴い、国は本年12月までに開門すべき義務を負っている。

長崎県の地元関係者の防災上、営農上、漁業上の懸念に応えるためには、対策工事を

実施する必要があるため、国としては、①平成25年度予算において所要の経費を計上し、

５月に海水淡水化施設の整備等にかかる工事契約を行うほか、②大臣、副大臣の現地訪

問や地元関係者への個別訪問を進めてきたところである。

９月９日には開門に向けた対策工事に着手しようとしたものの、現場において地元関

係者より強硬な反対が示されたため、着手に至らなかったところである。

今後とも、様々な手段を通じて、粘り強く地元の理解を得るための努力を行いつつ、

必要な工事を実施したいと考えている。

このような開門に向けた対応については、現場で働く職員の声も十分踏まえながら、

情報共有を密にしつつ、問題が生じないよう本省も一体となって対応してまいりたい。

（宮浦秘書課調査官）

以上をもって、平成26年度予算概算要求に関する意見交換を終了する。

当局出席者においては、関係者の入替えを行うこととしたい。
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（宮浦秘書課調査官）

それでは、「平成26年度組織・定員要求」について意見交換を始める。

改めて、当局側の出席者を紹介する。横山秘書課長、牧元文書課長、岩濱消費・安全

局総務課長、大角食料産業局総務課長、川合農村振興局総務課長、橋本水産庁漁政課長、

半田秘書課人事調査官、秘書課調査官の宮浦である。

それでは、牧元文書課長より、資料２の「平成26年度組織・定員要求について」を説

明いただく。

（牧元文書課長）

平成26年度組織・定員要求については、「攻めの農林水産業」を具体化するための施

策の推進など、現下の諸課題に的確に対応していく上で新たに体制の整備を必要とする

ものについて要求している。

具体的には、増員要求507人、そのうち出先機関で343人を要求しており、この中には、

震災復興関連など期限付き要求分49人が含まれている。

一方、定員合理化数513人が割り振られているところである。

順次、増員要求の主な内容を説明する。

１点目は、グローバル展開の関係である。輸出だけでなく、農林水産業・食品産業に

よる海外展開も合わせて促進するため、「グローバル展開室」や「海外規制対策室」の

設置等を要求するものである。

２点目は、強みのある農産物の創出を促進するため、新品種の開発、育成者権などの

知的財産の戦略的な保護・活用を推進する「植物新品種活用推進室」の設置等を要求す

るものである。

３点目は、動植物検疫の体制強化を図るとともに、外国漁船等の監視・取締体制を強

化するため、「首席漁業監督指導官」の設置など所要の体制強化を図ろうとするもので

ある。

このほか、①農地中間管理機構の創設等による農地集積の加速化、農業基盤の整備、

②国際交渉、③震災復興、④情報セキュリティ体制の強化などに必要な増員を要求して

いる。

それぞれの要求数は、グローバル展開の促進、高付加価値化の推進、担い手への農地

集積など「攻めの農林水産業」関係が323名、動植物検疫・漁業取締り関係が117人、震

災復興関係が37人、このほか国際交渉関係などが30人となっている。

（柴山書記長）

今回の組織・定員要求については、農林水産・食品産業のグローバル展開、農林水産

物・食品の高付加価値化、動植物検疫・漁業取締体制の強化など、農林水産施策の推進

に必要な要求と受け止めている。

しかし、定員削減合理化については昨年より257人少ないものの、513人という厳しい

数が求められている。本省・地方を問わずこの間の定員削減による深刻な要員不足によ

り、業務運営は限界に来ているとの報告が定期大会や職場点検で報告されており、大臣

を始め省当局の努力を評価するものの依然として厳しい内容であり、農林水産施策の推

進に支障を及ぼすことが危惧される。
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農林水産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、盤石

かつ機動性をもった組織の確立が重要であり、そのためにも今回の組織定員要求を確実

に確保することが必要と考える。

各級段階の職員がモチベーションを高め、安心して職務が遂行できるよう最大限の対

応を要請する。

私からは以上を申し上げ、今回の組織定員要求の内容について、担当より何点か伺い

たい。

（渡邉調査交渉部長）

全体的な課題について何点か伺いたい。農林水産省においては、これまで他省庁を上

回る定員削減を実施しているところであり、調整定員を活用しなければ人員を維持でき

ない状況が続いている。

このようななか、増員要求507人に対して定員合理化数513人が割り振られ、依然とし

て厳しい状況となっているが、農林水産省としての定員要求に対する考え方について伺う。

今後は、査定省との厳しい折衝が予測されるが、増員要求の満額確保に向け最大限の

努力を強く要請する。

（牧元文書課長）

平成26年度の定員合理化については、大臣折衝まで行い、対前年比約３割減という大

幅な縮減を勝ち取ったところである。

また、平成26年度の定員要求については、消費増税、公務員給与カットの取扱いが議

論となる中で、当初は、各府省統一的に昨年度の要求数の１割カットとされ、458という

要求数が示されたものの、震災復興などの期限付き要求の49を獲得し、最終的に507の要

求枠となったところである。

定員合理化数に比して増員要求数が若干下回るものの、できるだけ多くの増員を確保

し、農林水産行政の円滑な推進に支障を来すことのないよう、総務省など査定官庁との

折衝への対応を含め、最大限努力する所存である。

（渡邉調査交渉部長）

新規増員要求507人について、部局・機関別の新規増員数はどのようになっているのか。

また、新規増員は新規要求か振替要求なのか。

（牧元文書課長）

増員要求数については、本省120人、地方農政局本局87人、地域センター16人、北海道

農政事務所11人，農地事業所71人、施設等機関等102人などを新規で要求している。

（渡邉調査交渉部長）

地方組織においては、年齢構成が高年齢化し組織の将来を危惧する切実な意見が多数

出されている。こうした状況の中で、昨年に比べ地域センターの増員要求数が大幅に減

少しているのは何故か。
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（牧元文書課長）

限られた増員要求数の中で、攻めの農林水産業の柱である農林水産・食品産業による

輸出・海外展開の促進、国土強靱化に資する農業基盤の整備等の施策を迅速化・加速化

するためには、企画・立案部門の強化が必要となることから、部局・機関ごとの増員要

求数を慎重に検討し、本省・地方農政局に要求を行ったところである。

（渡邉調査交渉部長）

当局はこの間の意見交換会において、地域センターの定員配置については、「業務量

に応じた定員を配置している」としているが、現場では新規業務に対応する一方で、業

務の見直しが進まず、超過勤務の増加などにより体調不良の組合員が増加している。こ

うした状況をみれば、要求内容は非常に厳しいものといわざるを得ない。円滑な業務遂

行に対応するため、新規増員の満額確保はもとより、実効ある業務の見直し・効率化を

示すよう強く要請する。

（渡邉調査交渉部長）

その他として「農地中間管理機構（仮称）の創設」「国際交渉への的確な対応」「東

日本大震災・福島原発事故からの復興」「情報セキュリティ体制の強化」のため体制を

整備するとしているが、本省・地方組織において組織改正はあるのか。

（牧元文書課長）

組織改正については、情報セキュリティ体制の強化に関して、①本省においては統計

部管理課情報室を評価改善課に移行するとともに、②地方農政局等においても統計部調

整課のシステム管理担当を総務部総務課に移行することにより、情報セキュリティ対策

部門とシステム管理・整備部門の一体化を図り、指揮命令系統の一本化により情報セキ

ュリティの強化を図ることとしている。

（渡邉調査交渉部長）

植防・動検・動薬検についてだが、植物防疫所及び動物検疫所においては、格安航空

会社（ＬＣＣ）の増便や空港ターミナルの増改築などに伴う検疫体制の強化が求められ

ている。

植物防疫所については、プラムポックスウイルスなどの植物病害虫の国内侵入・まん

延の防止及び発生時の国内防疫に的確に対応するため、植物防疫の充実・強化が求めら

れている一方で定員事情は大変厳しい状況にある。組織・定員要求はどのようになって

いるのか。

特に、１人庁の職場においては、支所等からの応援体制は限界となっており、不測の

事態への対応などリスク管理上の問題が懸念されることから、解消に向けて要求してき

た。どのような要求となっているのか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

植物防疫所においては、格安航空（ＬＣＣ）の就航や増便、空港ターミナルの建築な

どに対応し、我が国への植物病害虫の侵入防止等を強化するための組織・定員要求を行

っている。



- 18 -

なお、プラムポックスウイルス等新規重要病害虫の調査等については、その発生が予

め予測できない中で、緊急的に対応する必要がある業務であり、各植物防疫所の業務状

況を踏まえつつ、円滑な対応が図れるよう適宜適切な応援体制を整備する必要があると

考えている。

人員配置に際しては、一人庁が極力生じないように見直しを行っているところである

が、業務量等に応じた人員配置の見直しの中で、業務量の減少等に伴う一人庁の出張所

が生じている。

一人庁の出張所での業務については、基本的には１人で対応可能な業務量と考えるが、

業務の重複時や職員の休暇の取得等により対応が困難となった場合には、近隣の出張所、

支所、本所からの職員の応援体制をとっており、引き続き、職員の業務負担が過大なも

のとならないよう、適切な植物検疫体制の確保に努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

一人庁は応援体制で対応するという話であるが、先程申し上げたように応援体制の構

築も大変厳しい状況にある。現場との十分な調整を図り、職員の業務負担が増大しない

よう対応されたい。

動物検疫所においては、改正家畜伝染予防法に基づき、家畜の伝染性疾病の国内侵入

・まん延の防止及び発生時の国内防疫に的確に対応するため、動物検疫の充実・強化が

求められている一方で定員事情は大変厳しい状況にある。組織・定員要求はどのように

なっているか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

動物検疫所においては、地方空港増便及び畜産物検査の増加の対応等に伴う組織・定

員要求を行っているところである。

（渡邉調査交渉部長）

動物医薬品検査所における組織・定員要求はどのようになっているのか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

動物医薬品検査所においては、薬事法改正による「再生医療等製品」の承認制度の新

設及び承認審査の迅速化に対応するための体制整備を行う組織・定員要求を行っている

ところである。

（渡邉調査交渉部長）

グローバル展開の促進についてであるが、「農林水産・食品産業のグローバル展開を

促進するための体制整備として、食料産業局産業連携課に「グローバル展開室」（仮

称）や「海外規制対策室」（仮称）を設置を要求しているが、それぞれの要求数はどう

なっているのか。また、地方農政局・北海道農政事務所・地域センターの体制整備はど

うなるのか。
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（大角食料産業局総務課長）

農林水産・食品産業のグローバル展開を促進するための体制整備として、グローバル

展開室に３名、海外規制対策室に７名の新規増員を要求している。

原発事故に伴う放射性物質に係る輸出証明書の発行業務については、平成25年度から

地方農政局・北海道農政事務所・地域センターで実施しているところであるが、今後の

証明書の発行件数の増加等を踏まえ、30名の新規増員を要求している。

（渡邉調査交渉部長）

高付加価値化等の推進についてであるが、農産物・食品の高付加価値化を推進するた

めの体制整備として、食料産業局新事業創出課に「植物新品種活用推進室」（仮称）の

設置等を要求しているが、要求数はどうなっているのか。また、地方農政局・北海道農

政事務所・地域センターの体制整備はどうなるのか。

（大角食料産業局総務課長）

海外からの植物遺伝資源取得の困難化や知的財産権の侵害対策等、我が国種苗産業の

共通課題の解消を総合的に推進するため、植物新品種活用推進室長（仮称）を１名要求

している。

業務内容としては、主に諸外国政府機関との調整や国内における種苗業界の指導を想

定しており、地方農政局・北海道農政事務所・地域センターにおける業務は想定してい

ないため、その体制に変更はない。

（渡邉調査交渉部長）

国営土地改良事業所等についてであるが、次年度の事業所、建設所、支所の新設・閉

鎖はどうなっているのか。また、震災復旧・復興に伴う事業所等の新設はあるのか。

（川合農村振興局総務課長）

平成26年度に新設を要求している事業所等は、事業所５か所、建設所３か所、支所５

か所である。

他方、廃止予定の事業所等は、事業所３か所、建設所１か所、支所４か所である。

なお、これらについては、今後の予算編成過程を経て決定されるものであることをご

理解願いたい。

このほか、復旧・復興に伴う国営土地改良事業所等の新設は予定していない。

（渡邉調査交渉部長）

国営土地改良事業所等では、震災からの復旧・復興へ懸命に取り組んでいるなか、業

務量の増加により慢性的な超過勤務が発生しており人員不足が最大の課題となっている。

担い手への農業集積の加速化、農業の高付加価値化のための農地の大区画化・汎用化、

畑地かんがい等の整備、老朽化した農業水利施設の長寿命化・耐震化対策、洪水被害防

止対策、などに関連する事業の遂行に支障を来さない定員要求となっているのか。
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（川合農村振興局総務課長）

「経済財政運営と改革の基本方針」、「日本再興戦略」、「土地改良長期計画」、さ

らには「農林水産業・地域の活力創造本部」での議論等を踏まえ、「攻めの農林水産

業」や「国土強靱化」の実現や東日本大震災の被災地における適切かつ速やかな災害復

旧・復興対策を実施するために必要な体制整備に向けた定員要求を行っているところで

ある。

（渡邉調査交渉部長）

漁業調整事務所についてであるが、漁業取締船の増隻・大型化を予算要求しているが、

それに対応するため増員要求をしているのか。また、外国漁船等の監視・取締体制を強

化するため「首席漁業監督指導官」の設置を要求しているが、要求数と配置先はどうな

っているのか。

（橋本水産庁漁政課長）

平成26年度においては、２隻の増隻を予定しているところであり、当該２隻について

も２名乗船体制が確立できるよう、１隻につき漁業監督指導官３名増員の計６名を要求

しているところである。

首席漁業監督指導官については、外国漁船等の違法操業が悪質・巧妙化、広域化する

中で、全国の漁業取締業務の総括・指導を行うため、本庁指導監督室に１名を要求して

いるところである。

（渡邉調査交渉部長）

これまで漁業取り締まり時の安全確保するために、漁業監督指導官の２名乗船体制の

確立を求めてきたが、対応可能となる定員要求となっているのか。

（橋本水産庁漁政課長）

漁業取締体制の強化並びに漁業取り締まり時の安全確保するため、漁業監督指導官の

複数乗船体制整備は必要であると認識している。

これまでも、２名乗船体制の確立に向け定員を確保してきているところであり、今回

の定員要求についても２名乗船体制が確立できるよう１隻につき３名増員の要求をして

いるところである。

（渡邉調査交渉部長）

定年退職者の再任用、新規採用、級別定数の確保についてであるが、本年５月に再任

用に関する意向調査が実施されたが、フルタイムを希望した者全員が再任用できる要求

となっているのか。また、今後のスケジュール及び11月から導入するとしている早期退

職制度の検討状況について伺う。
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（横山秘書課長）

再任用については、定年退職予定者の意向を正確に把握し、フルタイム希望者全員の

再任用が可能となるよう、定員の確保に努めていく考えであり、来年１月には再任用希

望者に条件提示を行っていくことを想定している。

早期退職募集制度については、11月以降に退職する方々を対象に適用することとされ

ているため、年度内の募集に向けて、現在募集実施要項の検討等を行っているところで

ある。

（渡邉調査交渉部長）

新規採用については、「国家公務員の新規採用の方針について」に基づき、各府省の

判断でフルタイム再任用職員の増加見込みを踏まえ必要な抑制を行うとされているが、

新規採用の考え方・見通しについて伺う。

（横山秘書課長）

新規採用については、本年３月の閣議決定において、「各府省において、人件費の抑

制に配慮しつつ、定員の範囲内で、雇用と年金の接続に伴うフルタイム再任用職員の増

加見込みを踏まえ、必要な抑制を行うなど適切に実施する」とされているため、当省に

おいても、フルタイム再任用や定員確保の動向などを踏まえつつ、計画的かつ平準的な

採用が行えるよう、適切に対応する考えである。

（渡邉調査交渉部長）

農林水産施策を継続的に推進していくためには、計画的な新規採用の確保が重要であ

る。特に年齢構成が高齢化している地方組織の将来展望を確保するためには、新規採用

の確保・配置を強く要請する。

私たちは、行政職(一)の３級・４級の定数拡大、特に事業所の３級定数、地域センタ

ー及び本省係長の４級定数の拡大、行政職(二)の本省５級定数、地方農政局の３級定数

の拡大、専門行政職の３級・４級定数の拡大を要求してきたところである。級別定数の

改定要求について、どのような要求内容となっているのか。

また、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

の緩和を求めていたところである。 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。

（横山秘書課長）

級別定数改定については、職員の処遇改善の観点から、①特に年齢構成上多数の職員

が偏在する中位級、つまり行政職(一)の３級から６級を重点事項として定数の拡大を要

求しているほか、②行政職(二)、専門行政職及び海事職(一)・(二)についても、定数の

拡大を要求している。

また、行政職(二)、海事職(一)・(二)及び医療職(三)の昇格については、運用基準の

緩和、暫定定数の設定など弾力的な運用を人事院に要望しており、引き続き努力してい

く考えである。
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（柴山書記長）

予算概算要求及び組織・定員要求について、それぞれ説明いただいたが、冒頭、申し

上げたとおり、来年度予算を巡っては厳しい財政事情を背景に、今後編成過程において

も更に徹底した歳出削減が求められるものと思われる。また、組織・定員についても、

消費増税や国家公務員の人件費削減、地方分権改革、更には独立行政法人改革の動向に

より査定省との厳しい折衝が見込まれる。

次年度からはフルタイムによる再任用が導入され、退職者の希望に添った対応が求め

られる中で、予算・定員の確保が不可欠である。

これまでも申し上げてきたが、東日本大震災・福島原発事故からの復興はもとより、

農林水産政策を着実に実行するため、要望額を含めた予算、組織・定員がしっかりと確

保されるよう最大限の努力を要請する。

（横山秘書課長）

本日は、平成26年度の予算概算要求と組織・定員要求について意見交換した。

当省に求められている行政需要に応えていくためには、労使ともに協力し、当省職員

の仕事ぶりにより国民の目に見える形で成果を示すことが重要であると考えている。

本日の意見交換が経済再生の一助になるよう、改めて祈念したい。

（宮浦秘書課調査官）

以上をもって、平成25年度第１回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


