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平成25年度第２回労使間意見交換会

議 事 要 旨

１ 日 時：平成26年１月17日（金）14:58～16:30（92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 塩 川 白 良 大臣官房地方課長

同 大 坪 正 人 大臣官房政策課食ビジョン推進室長

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 日 向 彰 生産局総務課課長補佐

同 光 吉 一 経営局総務課長

同 川 合 靖 洋 農村振興局総務課長

同 増 田 直 弘 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２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、昨年12月24日に政府案として閣議決定された「平成26年度予算概算決定」と

「平成26年度組織･定員等」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、ご協力をお願いする。

（宮浦秘書課調査官）

本日は２つの議題があるため、２部構成で実施することとしたい。

配布資料を確認する。第１部では資料１「平成26年度農林水産予算の概要」を、第２



- 2 -

部では資料２「平成26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、横山秘書課長、山口予算課長、塩川地方課長、大坪政策課食ビジョン

推進室長、岩濱消費・安全局総務課長、大角食料産業局総務課長、日向生産局総務課課

長補佐、光吉経営局総務課長、川合農村振興局総務課長、増田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、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。

最初に、資料１「平成26年度農林水産予算の概要」について、山口予算課長に説明い

ただく。

（山口予算課長）

平成26年度当初予算については、先般決定された「農林水産業・地域の活力創造プラ

ン」に基づき、農業・農村の所得を今後10年間で倍増させることを目指し、「強い農林

水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に向けた予算を措置したところである。

１ページの「平成26年度農林水産予算の骨子」について、平成26年度の農林水産予算

総額は2兆3,267億円、対前年度比で101.3％となっており、これに25年度補正予算を加え

ると、2兆7,578億円を確保したところである。予算の内訳については、公共事業費が6,5

78億円、非公共事業費が1兆6,689億円となっている。

２ページの「公共事業費一覧」について、農業農村整備事業、治山事業、森林整備事

業についてそれぞれ増額を確保したところである。

３ページの「平成26年度農林水産関係予算のポイント」により主な事業を説明する。

まず、「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、農業の構造改革を進めるため、「農地中間管理機構」による集積・集約化に、25

年度補正予算で400億円を措置したのに続き、26年度当初予算でも更に305億円を上積み

し、合計で705億円を確保したところである。

また、「人・農地プランの推進、担い手対策」の「新規就農・経営継承総合支援事

業」は担い手を育成するため青年就農者等へ給付金の給付を行うものであり、26年度当

初予算は218億円だが、25年度補正予算99億円と合わせて317億円を措置し、前年度の239

億円を大きく上回ったところである。

「新たな経営所得安定対策」については、年末の政策の見直しの方向に沿って飼料用

米等の本作化による水田フル活用を進めるため、「水田活用の直接支払交付金」に対前

年度253億円増の2,770億円を措置したところである。このうち、産地交付金については、

多収性専用品種の導入等を支援するため、804億円と前年度に比べて＋264億円と大幅に

増額したところである。

「強い農林水産業のための基盤づくり」については、「産地の構造改革の推進」のう

ち「次世代施設園芸導入加速化支援事業」に関して、25年度補正予算30億円と合わせて5

0億円を措置し、初年度から、しっかりと支援していく。
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また、加工・業務用野菜の安定生産を支援するための「加工・業務用野菜生産基盤強

化事業」について、25年度補正予算10億円とあわせて20億円を措置したところである。

さらに、日持ち向上対策等の取組を支援するための「国産花きイノベーション推進事

業」について、新たに５億円を措置したところである。

「鳥獣被害防止対策の推進」については、25年度補正予算30億円と合わせて125億円と

前年度を上回る予算額を措置したところである。

「農林水産物・食品の高付加価値化等の推進」については、多様な異業種との連携強

化、「強み」のある農林水産物づくり等に係る予算を確保した。

「日本食・食文化の魅力発信と輸出の促進」のうち「日本食・食文化魅力発信プロジ

ェクト」は、「和食」の世界無形文化遺産登録を契機として、日本食・食文化の魅力を

国内外に発信していく取組を実施するものであり、26年度当初予算で27億円を新たに確

保したところである。

「輸出戦略実行事業」についても、25年度補正予算で２億円を措置したのに続き、26

年度当初予算でも新たに２億円を確保し、オールジャパンでの輸出戦略を進めていく。

「輸出対応型施設の整備」のうち低温貯蔵施設やハラール対応型食肉処理施設等の整

備については、25年度補正予算111億円と合わせて141億円を確保し、国別・品目別戦略

の着実な実行を下支えしていく。

「品目別生産振興対策」として、畜産・酪農、野菜、果樹、甘味資源作物について、

品目毎の特性に応じた対策を講じていく。

「日本型直接支払の創設」のうち「多面的機能支払交付金」については、農地を農地

として維持する地域活動や地域資源の質的向上を図る活動を支援するため、新たに483億

円確保したところである。

「活力ある農山漁村の構築」、「食の安全・消費者の信頼確保」に係る対策について

も、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、「地域材利活用倍増戦略プ

ロジェクト」として、ＣＬＴ（直交集成板）等新たな製品・技術の早期実用化を支援す

るため、25年度補正予算と合わせて19億円を確保したところである。

また、「森林整備事業」により、森林吸収源対策として、間伐等の森林整備を推進し

ていく。

「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」として、25年度補正予算とあわせて594億円を確保し、漁業者の収入安定対策や燃油

高騰対策を講じていく。

また、「外国漁船の操業対策」については、25年度補正予算とあわせて309億円確保し、

取締体制を強化していく。
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（柴山書記長）

2014年度予算概算は、官邸に設置された「農林水産業・地域の活力推進本部」や「産

業競争力会議」「規制改革会議」等で農林水産業における各種政策の見直しに係る様々

な議論が行われる中で、年末の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

が、皆さんはじめ、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伺ったが、「農林水産業・地域の活力

創造プラン」を重視した来年度予算においては、①農地中間管理機構による担い手への

農地集積・集約化、②米の直接支払い交付金を半減し主食用米から飼料用米など非主食

米への転換をはじめとする新たな経営安定対策、③多面的機能支払交付金など日本型直

接支払いの創設、④日本食、食文化の魅力発信と輸出の促進、などを重点事項として今

年度を上回り、さらに追加補正を加えると二割り増しの予算措置となっている。この予

算措置内容では、民主党政権によって形成されてきた農政を大きく変える内容となって

おり、併せて、この農政改革が短期間の中で決着が図られたことから、生産現場の混乱

も懸念される。このため、予算の執行にあたっては、労働条件上の課題だけでなく、業

務運営上の問題についても当局としての責任ある対応を求めておく。

年頭において林大臣から、「本年はこのプランに基づく「攻めの農林水産業実行元

年」であり、施策の総動員により、農業・農村全体の所得を倍増させることを目指し、

「強い農林水産業」と「美しく活力ある農山漁村」を創り上げる」」との訓辞があった

と承知している。新たな施策展開を含め、農林水産行政が着実に実施されるよう、私ど

もも皆さんと共通の認識のもと各種取り組みを進めることを申し上げ、今回の概算決定

の内容について、それぞれ担当より何点か伺い、意見交換させていただきたい。

（渡邉調査交渉部長）

まずは農林水産業・地域の活力創造プランに基づく政策について何点か伺う。

「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく新たな農業・農村政策として、「農

地中間管理機構の創設」、「経営所得安定対策の見直し」、「水田フル活用と米政策の

見直し」及び「日本型支払制度の創設」の４つの改革が進められるが、地方農政局・北

海道農政事務所・地域センターにおける既存業務の変更・見直しはあるのか。

（光吉経営局総務課長）

農地中間管理機構の創設について、今回の改革の一つとして、従来の農地保有合理化

事業を廃止し、新たに農地中間管理事業を創設したところである。

農地中間管理事業を行う農地中間管理機構については、従来の農地保有合理化法人と

同様、都道府県段階に設置することとしており、従来の農地保有合理化事業について助

言、補助事業の審査等をしてきた地方農政局農地政策推進課に、

① 農地中間管理事業の実施についての助言、

② 農地中間管理機構の活動を支援する国の補助事業についての助言・審査等

を行っていただくこととしている。

このため、地方農政局農地政策推進課においては、従来の農地保有合理化事業係長の

振替として農地中間管理事業係長を設置し、農地集積指導係長を新たに増員するととも

に、指導・助言する機構数の多い関東、中国四国、九州農政局に農地集積指導官を新た

に増員することとしている。
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また、北海道農政事務所と地域センターについては、補助事業の審査等の直接的な業

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農地の利用集積・集

約化の業務は、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。

経営所得安定対策の見直しについて、平成26年度には、米の直接支払交付金の定額部

分が15,000円から7,500円に半額になり、米価変動交付金が26年産から廃止になるが、畑

作物の直接支払交付金（ゲタ対策）、米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対

策）には変更がないため、申請の受付、審査、交付金の交付などの一連の業務内容に変

更はない。

（日向生産局総務課課長補佐）

水田フル活用について、水田活用の直接支払交付金の交付事務等に大きな変更はない。

また、生産数量目標の配分業務等についても、基本的に従来からの変更はない。

（川合農村振興局総務課長）

日本型支払制度のうち、新設される多面的機能支払交付金における申請書類の提出等

の事務手続については、現行の農地・水保全管理支払交付金の仕組みを基本として検討

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、これまでと同様、交付金

の交付事務や活動の実績状況に係る検査等を担当していただくことを想定しており、基

本的に従来からの大きな変更はない。

（渡邉調査交渉部長）

新たな農業・農村政策は、これまでの直接支払制度を見直す大改革にも関わらず、短

期間での検討・決定が図られたことから、生産現場の混乱が懸念される。

制度によっては2015年度から法改正した上で対象者の要件を変更することとなり、現

在農林水産省ではブロック説明会の実施、都道府県説明会を予定しているが、地方農政

局・北海道農政事務所・地域センターの関わりはどうなるのか。また、市町村や集落段

階での説明会等を考えているのか。周知等に必要な予算は確保されているのか。

（大坪政策課食ビジョン推進室長）

今般の４つの改革については、ブロック説明会や都道府県説明会による重層的かつ、

丁寧な説明を行い、現場への円滑な浸透を図ることとしているところであるが、地方農

政局・北海道農政事務所・地域センターには、過去の戸別所得補償制度の導入のときと

同様、説明会の開催に当たっての日程や会場の調整、管内都道府県等への周知などを行

っていただいている。

予算については、地域農政推進費や局共通の旅費などにより、十分確保されていると

考えているが、経営所得安定対策の推進費をはじめ、関係局から担当各部等に配分され

ている政策推進のための旅費等も活用することで対応することとしている。

また、市町村・集落別の説明会を開催する予定はないが、市町村等が主催する説明会

に呼ばれる場合は、所管の農政局、地域センター等から説明者を派遣して対応すること

を考えており、今後、ブロック説明会等で出た質問などをベースに、発言要領やＱ＆Ａ

等について、農政局等と共有する予定である。
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（渡邉調査交渉部長）

次に予算の重点事項のポイントについて何点か伺う。

１点目は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

てである。

農地中間管理機構は、「①農地を借り受け、②必要な場合には大区画化等の条件整備

を行った上で、③担い手に対して、その規模拡大や利用する農地の集約化に配慮して転

貸することにより、地域の農地利用を最適化する」としている。

これらの施策を展開するには、地域の話し合いを基本とした「人・農地プラン」の推

進は重要であり、先の臨時国会では、国会審議で機構とプランの連携を法律に位置づけ

る議員修正が加わったところであるが、「人・農地プラン」の作成と定期的見直しの推

進にあたり、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。

（光吉経営局総務課長）

「人・農地プラン」については、今般の法制化等により「農地中間管理機構」との連

携を図る観点から、その活用方針等についても話し合っていただくことになるが、農地

政策の基礎という基本的な性格が変わるものではない。このため、地方農政局などには、

これまでと同様の役割を果たしていただきたいと考えている。

（渡邉調査交渉部長）

各農政局の農地政策推進課等を問い合わせ先として設けているが、地域センターとの

関わりはどうなるのか。

（光吉経営局総務課長）

地方農政局農地政策推進課等においては、農地中間管理機構による農地の利用集積・

集約化の推進のため、機構の活動に対する助言や、当該活動を支援する国の補助事業に

ついての助言・審査等を行っていただくこととしている。このため、パンフレットなど

には、農政局の農地政策推進課等を問合先として明記しているところである。

他方、地域センターには、農地中間管理事業についての直接的な指導や補助事業の審

査業務等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農地の利用集

積・集約化の業務は、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をしたいと考えている。

（渡邉調査交渉部長）

次に経営安定所得対策についてである。

米の直接支払交付金については、26年産米から単価を7,500円／10ａと半額となるが、

このことにより生産調整達成メリットが薄れ、過剰作付けの拡大による米価下落となっ

た場合は、大規模層の経営に与える打撃は大きくなり、担い手の強化どころか、担い手

の弱体化につながることが懸念される。生産現場では、こうした懸念事項が苦情や相談

として寄せられることが予測されるが、現場が混乱しないようどのような対応を考えて

いるか。

（光吉経営局総務課長）
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今回の見直しに当たっては、米の直接支払交付金の見直しだけでなく、飼料用米等へ

の数量払いの導入や産地交付金の充実などの産業政策とともに、担い手への農地集積・

集約化を図る農地中間管理機構の創設や地域全体で担い手を支えることにより構造改革

を後押しする日本型直接支払制度の創設などの地域政策を一体的に改革しようとしてい

るので、現在実施しているキャラバンなどを通じて、こうした趣旨を丁寧に説明し、現

場で混乱を招くことのないよう取り組むこととしたい。

（渡邉調査交渉部長）

現場で混乱が生じないよう、現場と十分な連携を図り対応するよう重ねて要請する。

直接支払推進事業等（資料１P47）には、非常勤職員の雇用など業務遂行に必要な予算

は確保されているのか。

（光吉経営局総務課長）

直接支払推進事業等費については、平成24年度の執行状況などを考慮し、非常勤職員

の長期雇用などに必要な予算を確保したところである。

（渡邉調査交渉部長）

次に水田活用の直截支払交付金についてである。

2014年度から自治体による「水田フル活用ビジョン」の作成が産地交付金による支援

の要件となり、国へ報告することとされている。地方農政局・北海道農政事務所・地域

センターの関わりはどうなるのか。また、計画書等の提出スケジュールはどうなってい

るのか。

（日向生産局総務課課長補佐）

「水田フル活用ビジョン」については、地域の作物振興の設計図として都道府県及び

地域協議会が作成するものであり、地域センターには、オブザーバー等として協議会に

参画し、施策目的に沿った内容となるよう的確な助言をお願いしたいと考えている。な

お、国への報告期限は５月末を考えている。

（渡邉調査交渉部長）

飼料用米については、年間450万トンの需要の確保や横流れが懸念されるが、対応策・

防止策をどう考えているのか。

（日向生産局総務課課長補佐）

飼料用米については、畜産農家と耕種農家が直接結びついた供給のほか、全農を通じ

た配合飼料工場への大量供給ルートが確立しており、需要の確保自体に問題はないと考

えている。なお、「450万トン」という数字は、輸入とうもろこしの代替としての潜在的

な需要量を示したものであり、生産や需要拡大等の目標ではないことに留意願いたい。

他方、横流れについては、従来どおり需給調整実施要領に基づく実績報告等を通じて

適正流通の確保を進めて行くほか、新たに農産物検査機関による検査の義務づけ等によ

り防止していく考えである。

（渡邉調査交渉部長）
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米政策の見直しにあたり、環境整備の一環として、需要に応じた生産を実現するため

のよりきめ細かい情報提供を行うとして、これまで国が年１回行っている全国の需要量

の推移などの情報提供に加え、2014年春頃から都道府県別産米別の契約・販売状況、在

庫量の推移などの情報提供を毎月行うとしているが、本省・地方農政局・北海道農政事

務所・地域センターの役割、実施体制はどうなるのか。

（日向生産局総務課課長補佐）

現在、米穀の販売価格、在庫数量等の情報については、平成20年8月12日付け総合食料

局長通知「米穀の取引に関する報告徴収実施要領」に基づき、届出事業者から情報を収

集し、地方出先機関を経由して、毎月「米に関するマンスリーレポート」に取りまとめ

て農林水産省ホームページ等により情報を公表しているところである。

一方、今回の米政策の見直しにより、これまでよりもよりきめ細かい情報提供を行う

ため、これまでの情報に加え、毎月、月末在庫の産地別情報や産地品種銘柄別の集荷・

契約・販売数量等を新たに届出事業者から提供してもらい、生産者等に情報提供してい

くこととしている。

このような情報収集内容の変更は、実施要領の見直しのみで対応が可能であることか

ら、地方農政局等の役割・実施体制は従来どおりで問題ないと考えているところである。

（渡邉調査交渉部長）

次に強い農林水産業のための基盤づくりについてである。

現場では、地元業者の人員不足により入札不調となり工期が遅れているとの報告を受

けているが、今年度予算の執行状況はどのようになっているのか。

（川合農村振興局総務課長）

国営土地改良事業の実施に当たっては、技術者や建設資材の不足などにより入札不調

が発生しているが、速やかに再発注を行うなど事業の執行に影響が出ないよう努めてい

るところである。

昨年11月末現在の国営土地改良事業関係の今年度予算の執行状況については、前年度

からの繰越予算を含め、昨年度同時期に比べて11.7％増の69.5％が契約済となっている。

（渡邉調査交渉部長）

農業農村整備事業関係予算は、2013年度補正予算と合わせて前年度対比132.8％と増額

となっているが、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。また、国

営事業を円滑に推進するための事務費等（超過勤務手当、旅費、庁費等）は十分に確保

されているのか。

（川合農村振興局総務課長）

農業農村整備事業予算については、平成25年度補正予算案及び平成26年度当初予算案

において、

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の推進

を図ることとしており、平成25年度補正予算案では800億円、平成26年度当初予算案は、
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対前年度比102.4％の2,689億円を計上しているところであり、補正と当初を併せて対前

年度比132.8％となっている。

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、平成25年度補正予算案において212億円、平成26年度当初予算案において

対前年度比101.2％の1,602億円を計上しているところであり、補正と当初を併せて対前

年度比114.6％となっている。

事務費については、国営土地改良事業の円滑な推進のための予算額が確保されている

と考えているが、事業の実施に当たっては、予算の効率的な執行に努めるとともに、超

過勤務の縮減についても十分留意しながら対応して参りたい。

（渡邉調査交渉部長）

次に日本型直接支払いの創設についてである。

多面的機能支払交付金が新設されたところであるが、交付の要件として活動計画等の

申請書類の提出が必要などとされている。地方農政局・北海道農政事務所・地域センタ

ーの関わりはどうなるのか。また、申請書等の提出スケジュールはどうなっているのか。

（川合農村振興局総務課長）

多面的機能支払交付金における申請書類の提出等の事務手続については、現行の農地

・水保全管理支払交付金の仕組みを基本として検討しており、地方農政局・北海道農政

事務所・地域センターにおいては、これまでと同様、交付金の交付事務や活動の実績状

況に係る検査等を担当していただくことを想定している。

申請書等の提出スケジュールについては、新たな制度の開始年度であることを考慮す

るとともに、新たな取組を開始しようという地域の期待にできる限り応えられるよう、

申請書類の提出期限を12月末頃とすることとしている。

（渡邉調査交渉部長）

次に動物検疫所・植物防疫所に係る予算についてである。

ＬＣＣ便の就航が増加傾向にある中で、水際対策としての広報活動が重要となってい

るが、必要な予算は確保されたのか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

動植物検疫に関しては、一般の方々への広報活動が重要と認識しており、これまでも

植物防疫所及び動物検疫所において、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。平成26年度においては、これらの活動に必要な予算

を含め、必要な予算は確保したと認識している。

（渡邉調査交渉部長）

検疫探知犬については、６頭を増頭する予算が要求されたところであるが確保された

のか。また、配置先、配置スケジュール、研修、ハンドラー等をどのように考えている

のか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

検疫探知犬については、
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① 那覇空港に新たに検疫探知犬を２頭導入し、探知業務を民間委託するほか、

② 成田空港・関西空港に各２頭の検疫探知犬を増頭するとともに、職員に検疫探知犬

の取扱いのための技術及び監督技術を習得させるための予算を確保したところである。

今後の配置スケジュール、研修、ハンドラーの確保等の運用については、配置官署の

業務量等を勘案しつつ、職員の業務過多にならないよう適切に対応して参りたい。

（渡邉調査交渉部長）

検疫業務が増加する中で、応援体制や職員の超過勤務によって支障なく業務が遂行さ

れているところであるが、必要な旅費、超過勤務手当は確保されたのか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

平成26年度予算においては、

① 植物防疫所で検査検疫旅費１億17百万円、超過勤務予算３億90百万円、

② 動物検疫所で検査検疫旅費７千４百万円、超過勤務予算１億55百万円と、検疫業務

に必要な予算は確保されたところである。

検疫業務の実施に当たっては、引き続き、職員に過度の負担がかからないよう、また、

業務に支障が生じないよう適切に対応して参りたい。

（渡邉調査交渉部長）

「輸出拡大などグローバルな「食市場」の獲得」において、農産物の輸出促進を図る

ため、集荷地等での輸出検査等の輸出検疫体制を強化することとしているが、必要な旅

費等は確保されているのか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

平成26年度予算で組替拡充した「輸出検査の総合対策事業費」において、検査検疫旅

費23百万円、検査検疫庁費60百万円を確保したところである。

（渡邉調査交渉部長）

次に漁業調整事務所関係である。

外国漁船の違法操業等に対する取締強化に向けた予算要求はどのように確保されたの

か。

（橋本水産庁漁政課長）

平成26年度の概算決定において、

① 漁業取締用船の２隻増隻（500トン級、1,000トン超級を各１隻）

② 最新鋭の漁業取締官船「白竜丸」の代船建造

③ 暗視レーザーカメラなどの取締装備の強化

のための予算を確保したところである。

また、平成25年度補正予算において、水産庁所属の漁業調査船を漁業取締船に転用す

るための予算を確保したところである。

（渡邉調査交渉部長）

指導監督及び取締費として、取締船２隻の増船が確保されたが、具体的な運行体制は
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どうなるのか。

（橋本水産庁漁政課長）

増隻する漁業取締船２隻については、本庁所属とし、特に外国漁船の漁業取締りを強

化する必要がある沖縄周辺海域や東シナ海、山陰沖等に重点的に派遣することとしてい

る。

（渡邉調査交渉部長）

2013年度補正予算において、漁業調査船の漁業取締船への改修等の予算が確保された

が、改修される調査船、取締船への移行に伴う船舶職員の配置（人事異動）の考え方及

び調査船が担ってきた調査業務の対応はどうなるのか。

（橋本水産庁漁政課長）

漁業取締船に改修する漁業調査船は照洋丸である。

取締船への移行に伴う船舶職員の配置については、取締船や調査船への乗船経験など

を考慮して適材適所の観点から検討する考えである。

調査業務については、平成26年度以降も必要な資源調査研究を行い得るよう、委託費

等の予算の拡充を行ったところであり、開洋丸及び水産総合研究センター所属船等の効

率的・効果的な活用と合わせて必要な調査を行っていく考えである。

（渡邉調査交渉部長）

次に超過勤務手当の関係である。

省全体で、人員減や管轄区域の広域化、新規業務への対応などにより超過勤務が増加

している状況のなかで、業務遂行に必要な超過勤務手当などはどの程度確保できたのか。

また、北海道農政事務所の超勤単価は改善されたのか。

（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、本年度と同水準の予算額を確保

したところである。

また、北海道農政事務所の超勤単価は、引き続き本年度と同水準であるが、同事務所

の超過勤務手当予算は、本年度と同水準の予算額を確保したところである。

（原子調査交渉部長）

独立行政法人関係について何点か伺う。

各独立行政法人の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うなっ

たのか。

（山口予算課長）

平成26年度の農林水産省所管独立行政法人の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により増額した人件費が加わったことなどによ

り、概算決定額は1,000億円、対前年度比37億円増となっている。

また、独立行政法人施設整備費補助金については、新たな施設整備や更新期にある施
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設の改修等を実施する必要があることから、概算決定額は16億円、対前年度比１億円増

となっている。

（原子調査交渉部長）

具体的な事業の関係について伺う。

国産花きイノベーション推進事業、産地活性化総合対策事業、農業界と経済界の連携

による先端モデル農業確立実証事業、生産現場強化のための研究開発における独法機関

の関わりはどのようになるのか。

（日向生産局総務課課長補佐）

産地活性化総合対策事業については、農畜産物の需要拡大等を図るために必要な様々

な取組を支援する事業であり、それぞれの取組において、独法機関の参加を要件とする

ものはないが、公募の結果、独法機関が事業実施主体又はその一員として参加する可能

性があると考えている。

このうち、国産花きイノベーション推進事業については、生産者、研究機関、流通・

販売業者等花き業界関係者が一堂に会する協議会が事業実施主体となり、国産花きの生

産・供給体制の強化、需要拡大に向けた取組を行うものである。独法機関との関わりに

ついては、花きの研究機関である独立行政法人農研機構花き研究所が協議会の一員とし

て参加する可能性があると考えている。

（光吉経営局総務課長）

農業界と経済界の連携による先端モデル農業確立実証事業については、意欲ある農業

法人と先端技術を有する経済界の企業等が連携して行う、低コスト生産技術体系の確立

やＩＣＴを活用した効率的生産体制の構築、低コストの農業機械開発等の先端モデル農

業の確立に向けた取組を支援し、得られた成果を地域に広く普及することで、日本農業

全体の競争力強化を図ることをねらいとしている。

事業実施主体については、農業を営む法人・個人と農業以外の業種の企業の参加を必

須としているが、場合によっては、この事業実施主体からの依頼により研究機関等が参

画して形成する連携事業体となる可能性があると考えている。

（増田農林水産技術会議事務局総務課長）

生産現場強化のための研究開発委託プロジェクト研究については、公募により選定し

た研究機関に委託して実施することとしているところである。

（原子調査交渉部長）

新品種・新技術の開発・普及・保護における種苗管理センターとの関わりはどのよう

になるのか。

（大角食料産業局総務課長）

新品種・新技術の開発・普及・保護に関する事業は、民間団体等を実施主体として、

品種開発の加速化、産地形成、知的財産の保護・活用について支援するものであり、独

立行政法人種苗管理センターが事業実施主体になることは想定していない。
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（原子調査交渉部長）

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業において前年度より予算が増額になった

のはどのような事業か。

（増田農林水産技術会議事務局総務課長）

平成26年度の拡充部分としては、提案公募による研究開発のうち、実用技術開発ステ

ージの取組について、新たに研究開発当初から実需者等のニーズを的確に反映させ、農

産物の「強み」を生み出す品種育成を支援することとしているところである。

（原子調査交渉部長）

技術でつなぐバリューチェーン構築のための研究開発、需要フロンティア拡大のため

の研究開発における独法機関の関わりはどのようになるのか。

（増田農林水産技術会議事務局総務課長）

いずれも公募により選定した研究機関に委託して実施することとしているところであ

る。

（原子調査交渉部長）

委託先、実施主体が独立行政法人となる新規、拡充など特徴的な水産関連事業等はど

のようなものがあるか。

（橋本水産庁漁政課長）

従来独立行政法人が委託先等となっている事業においては、我が国周辺水域資源評価

等推進事業、国際資源評価等推進事業を拡充しているところである。

（原子調査交渉部長）

水産総合研究センター日本海区水産研究所の調査船「みずほ丸」及び水産大学校の練

習船「天鷹丸」の代船として、両法人において共用船建造に向けて検討しているが、予

算要求の時期をどのように考えているか。

（橋本水産庁漁政課長）

「みずほ丸」「天鷹丸」については、建造後相当期間が経過しているため、代船建造

の必要性は認識しているところである。

昨年12月24日に閣議決定された「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」におい

ては、水産大学校と水産総合研究センターに関して、平成27年４月以降可能な限り早期

の統合が示されたことも踏まえ、平成27年度の当初予算での要求を引き続き検討してい

きたい。

（渡邉調査交渉部長）

次に、庁舎移転整備についてである。

組織再編に伴う庁舎移転（山口地域センター）にかかる予算及び耐震補強等庁舎整備

（水戸地域センター庁舎の耐震改修工事、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の各種補修工事）に伴う予算は確保されたのか。
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（塩川地方課長）

① 山口地域センター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

② 水戸地域センター庁舎の耐震改修工事に要する経費

③ 東海農政局本局、新潟、松江、帯広の各地域センターにおける各種の補修工事に要

する経費

については、要求額を満額確保したところである。

また、北陸農政局本局のＬＡＮ管理室移設などの工事については、緊急性がないと判

断されて認められなかったが、今後の対応については、予算の執行状況を見ながら検討

してまいりたい。

（宮浦秘書課調査官）

以上をもって、第１部を終了する。

第１部のみの当局出席者にはご退席いただき、第２部の出席者にご着席いただく。
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（宮浦秘書課調査官）

それでは、第２部を始める。

第２部の当局側の出席者を紹介する。牧元文書課長である。このほか、引き続き、横

山秘書課長、塩川地方課長、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

宮浦が出席する。

最初に、資料２「平成26年度組織・定員について」牧元文書課長にご説明いただく。

（牧元文書課長）

資料２「平成26年度組織・定員について」説明する。

26年度の組織・定員については、「攻めの農林水産業」の推進、外国漁船の取締りと

いった現下の政策課題に的確に対応していく上で必要な組織・定員を新たに措置すると

いう内容である。

まず１点目は「攻めの農林水産業の推進体制の充実」であるが、この関係で77人の増

員を措置したところである。

具体的には、食産業のグローバル展開を促進するため、「グローバル展開室」や「海

外規制対策室」の設置など、体制を強化をすることとしている。また、農林水産物・食

品の高付加価値化の推進、さらには、農地中間管理機構の創設による農地集積の加速化、

農業基盤の整備などに必要な体制強化を図ることとしている。

次に、動植物検疫と漁業取締りの関係では、57人の増員を措置したところである。

動物検疫所・植物防疫所の体制強化を図るほか、「首席漁業監督指導官」を新設し、

尖閣周辺における監視・取締体制を強化することとしている。

このほか、国際交渉への対応、震災復興の着実な推進等を図るための体制強化などに

必要な増員29人を措置したところである。また、情報セキュリティ対策と、従来統計部

で担当していた情報システム管理の連携強化と指揮系統の一体化を図り、情報セキュリ

ティ体制の強化を図ることとしている。

この結果、全体で163人の増員が認められたところであり、26年度の定員は【参考】に

記載しているとおり、減員が517人、全体で26年度末定員は22,379人となっている。

（柴山書記長）

2014年度組織・定員要求にあたっては、本年度より少ないものの厳しい定員削減が求

められている中で、新規増員要求については満額確保することが必要なことから、様々

な機会を通してその実現を求めてきたところである。

今回示された定員合理化数は1968年度以降最小の純減数となっており、大臣をはじめ

省当局の粘り強い対応は評価しながらも、新規定員は増員要求を大きく下回り、特に地

方農政局等においては定員合理化の約９割を割り当てられていることは、極めて厳しい

結果であると言わざるを得ない。

これまで過去の実績に基づく過度な定員削減が求められ、定員が確定される都度申し

上げてきたが、次年度以降も新規増員要求が厳しく抑制され、特に地方組織に偏重した
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定員削減が実施されれば農林水産行政の円滑な実施に重大な影響を及ぼすと受け止めて

いる。次年度以降の組織・定員要求においては、林農林水産大臣が会見で述べていたよ

うに、農林水産省への偏重はもとより、これ以上の定員削減が行われないよう引き続き

全力を尽くして頂きたい。

私からは以上を申し上げ、今回の組織・定員等について、それぞれ担当より何点か伺

いたい。

（渡邉調査交渉部長）

資料に基づき何点か伺う。

１点目は平成26年度組織・定員についてである。

新規増員163人について、当初の増員要求である507人からすれば大幅な削減となって

いるが、「攻めの農林水産業」の推進や東日本大震災・福島原発事故からの復興・再生

などの政策課題への対応に支障は生じないのか。

（牧元文書課長）

平成26年度の定員は、定員状況が厳しい中、新たな業務が生じるもの及び業務が増大

し喫緊に対応しなければならないものに重点を置いて、「攻めの農林水産業」の推進や

東日本大震災・福島原発事故からの復興・再生など現下の農林水産省の政策課題に的確

に対応することを旨として、必要な定員を措置したところである。

（渡邉調査交渉部長）

定員措置の主要事項について、主要事項毎に本省・地方組織への配置数を示すこと。

また、定員措置に伴い、本省・地方組織において課などの組織改正はあるのか。

（牧元文書課長）

攻めの農林水産業の推進体制の充実の77人については、

① 食産業のグローバル展開の促進のために本省庁10人

② 農林水産物・食品高付加価値化の推進のために本省庁６人、地方農政局本局９人

③ 生産現場の強化のために本省庁７人、地方農政局本局16人、事業所20人、動物医薬

品検査所１人、森林管理署８名である。

動植物検疫・漁業取締体制の強化の57人については、本省庁12人、植物防疫所22人、

動物検疫所19人、漁業調整事務所４人である。

その他の体制整備については、合計で29名であり、内訳として、国際交渉への対応の

ために本省庁９人、震災復興のために地方農政局本局２人、地域センター８人、森林管

理局等３人、消費税の円滑かつ適正転嫁への対応のために本省庁４人、地方農政局本局

３人である。

また、定員措置に伴う本省・地方組織の課などの組織改正は想定していない。

（渡邉調査交渉部長）

新規定員163人について、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、地方農政局本局、北海道農政事務所、地域センター、国営土地改良事業

所等の内訳はどうなっているのか。
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（牧元文書課長）

増員163人の内訳は、本省庁等53、植物防疫所22、動物検疫所19、事業所を除く地方農

政局38、事業所20、森林管理局11である。

本省庁等53の内訳は、大臣官房２、消費・安全局６、動物医薬品検査所１、食料産業

局６、生産局４、経営局１、農村振興局３、技術会議１、林野庁４、水産庁21、漁業調

整事務所４である。

（渡邉調査交渉部長）

新規増員のうち時限増員及び時限年次はどうなっているのか。

（牧元文書課長）

26年度新規増員163のうち、時限付きの増員は38である。

時限の年次については、３年間が７、４年間が２、５年間が９、７年間が20である。

（渡邉調査交渉部長）

次に、定員削減についてである。

定員削減▲517について、政府全体の定員純減に占める農林水産省の割合はどのような

状況か。

（牧元文書課長）

平成26年度の政府全体の定員は平成25年度と比較して1,203人の純減となっている。こ

のうち、農林水産省の純減数は354人であり、政府全体に占める割合は約３割となってい

る。

（渡邉調査交渉部長）

定員合理化等について、517人を削減するとしているが、本省庁等、植物防疫所、動物

検疫所、動物医薬検査所、漁業調整事務所、地方農政局本局、北海道農政事務所、地域

センター、国営土地改良事業所等の内訳及び削減の割り当ての考え方はどうなっている

のか。

また、本省庁等の等はどこで何人削減となっているのか。

（牧元文書課長）

合理化等517人の内訳については、本省庁等54、植物防疫所６、動物検疫所２、地方農

政局79、地域センター239、北海道農政事務所本所３、地域センター13、事業所47、森林

管理局74であり、先程説明した定員措置と相殺して純減数は354となる。

合理化の割り当てについては、業務の状況を考慮してメリハリを付けて行うなど、業

務に支障が生じないよう対応したところである。

また、本省庁等の「等」については、農林水産研修所１、農林水産政策研究所１、動

物医薬品検査所１、漁業調整事務所２である。

（渡邉調査交渉部長）

昭和43年度以降最少の純減数としながらも、職場は連年に亘る定員削減により厳しい

労働条件となっている。そうした中で、定員合理化の約９割が地方農政局等に割り当て
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られるのは何故か。

（牧元文書課長）

必要な定員措置については、現下の農林水産省の政策課題に的確に対応することに重

点を置く一方、合理化の割り当てについては、業務の状況を考慮してメリハリを付けて

行った結果である。

地方農政局においては、省全体の純減数の約９割となったところであるが、合理化数

では、昨年度と比べて約150減少したところである。

（渡邉調査交渉部長）

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

局本局、北海道農政事務所、地域センター、国営土地改良事業所等における2014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。

（横山秘書課長）

各機関ごとの平成26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

等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。

（渡邉調査交渉部長）

再任用については、この間の意見交換会等のなかで、「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」との見解が示されていた。定員の確定

を踏まえ、フルタイム希望者全員の再任用が可能となったのか。あわせて、機関毎の再

任用者数、級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、再

任用者数、級や時間数など具体的な考え方を示すこと。

（横山秘書課長）

フルタイム再任用については、各部署毎の定員の確定や早期退職募集への応募状況等

を想定しながら、現在、検討を進めているところである。

また、短時間勤務再任用の平成26年度定数については、平成25年度から222増の532と

なり、必要数は確保したところである。

いずれにしても、１月中に予定している再任用希望職員への条件提示には、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。

（渡邉調査交渉部長）

環境再生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。また、

他省庁との人事交流に対する考え方はどうなっているのか。

（横山秘書課長）

環境省福島環境再生事務所への職員派遣については、再任用者を含め、現時点で62名

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

とも最大限協力していく考えである。なお、職員の派遣に当たっては、職員の意向をし
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っかりと伺いながら対応してまいりたい。

また、他省庁との人事交流については、他省庁との連携の強化と広い視野に立った人

材の養成の観点から拡大を図ってきたところであり、今後とも着実に進めて行く考えで

ある。

（渡邉調査交渉部長）

次に、機関毎の課題について何点か伺う。

１点目は、本省庁についてである。

本省庁の定員は、新規増員が確保されているものの１名の減員となっている。「攻め

の農林水産業」をはじめとした現下の政策推進に支障は生じないのか。

（牧元文書課長）

本省庁等の定員は、定員状況が厳しい中、新たな業務が生じるもの及び業務が増大し

て喫緊に対応しなければならないものを重点に、「攻めの農林水産業」の推進や東日本

大震災・福島原発事故からの復興・再生など現下の農林水産省の政策課題に的確に対応

するために必要な定員を措置している。

業務遂行に当たっては、業務効率化などへの取組を行い、支障が生じないよう対応す

ることとしている。

（渡邉調査交渉部長）

次に、地方農政局・地域センターについてである。

私たちはこの間の交渉等において、地方農政局・地域センターでは、連年に亘る定員

削減や新規採用の抑制により、職場の年齢が高齢化し将来展望に対する不安が増大して

いることを訴え、将来展望の明確化と組織運営及び将来展望確保のため新規採用を含め

た定員の確保を強く求めてきた。

しかし、来年度も地方組織に偏重した大幅な定員削減が行われることは、「本省は地

方組織を廃止するのか」との疑念を持たざるを得ない。私たちは、全国各地で農林水産

行政を着実に推進するために地方組織は必要と考えているが、省として地方農政局・地

域センターをどう位置づけ、組織の将来展望をどのように考えているのか。

（牧元文書課長）

地方組織においては、平成19年度から平成22年度の間に、政府の「定員純減計画」に

より大幅な合理化を行うとともに、更なる合理化や新規採用抑制により、人員が減少し、

高年齢化が進行していると承知している。

農林水産行政を着実に推進するためには、地方組織は必要と考えているが、組織の将

来展望については、当省の業務や人員の展望、昨年12月20日に閣議決定された「事務・

権限の委譲等に関する見直し方針について」などを踏まえた上で、様々な意見を伺いな

がら検討を進める必要があると考えている。

（渡邉調査交渉部長）

地方農政局・北海道農政事務所・地域センターにおいては、296人の定員純減となるが、

過員は生じないのか。これまでは、調整定員を活用するなど何とか過員が生じないよう

対応してきたと考えるが、来年度における調整定員の考え方はどうなのか。また、各地
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方農政局、北海道農政事務所、地域センターへの削減の割り当ての考え方はどうなって

いるのか。

（横山秘書課長）

平成26年度においても定員事情は引き続き厳しい状況であるが、純減数が昨年度より

も減少したこと、早期退職募集による応募認定退職や４月期の通常の人事異動により対

応が可能と見込まれることから、調整定員は必要ないと判断したところである。

（塩川地方課長）

各地方農政局、北海道農政事務所、地域センターの定員合理化ポストについては、業

務区分毎に、本省から地方農政局等の出先機関までの現在の業務の実施状況や実施体制

を踏まえて、選定していくこととしている。

（渡邉調査交渉部長）

地方農政局、北海道農政事務所、地域センターにおける新規定員38人の配置先及び配

置の考え方はどうなっているのか。

（塩川地方課長）

新規定員38人については、「攻めの農林水産業」の推進と、東日本大震災・福島原発

事故からの復興の着実な推進を図るための体制を充実する観点から、地方農政局本局に3

0人、地域センターに８人を配置する予定である。

（渡邉調査交渉部長）

地域センターにおいては、組織再編後にスタッフ制を導入し業務を遂行しているが、

業務内容の専門性の高まりに加え、連年にわたる人員減により、スタッフ制は限界にき

ていると報告がされている。このような状況の中で、来年度も８人の増員に対し252人の

減員となれば、もはや現場当局のマネジメント能力の向上や専門研修への参加によるス

タッフ制の機能化では対応できないことから、大胆かつ徹底した既存業務の合理化によ

る業務の重点化を図ることが急務と考えるが、どのような対策を講じるのか。

（塩川地方課長）

大胆かつ徹底した既存業務の合理化による業務の重点化を図ることが急務という指摘

については、同感であり、個別の業務に関して言えば、

① 食品表示の監視業務では、制度の定着が進んだものについて一層の対象の削減・重

点化、

② 各種調査業務では、調査結果の利活用状況が低い調査を休止

など、定員合理化後の組織においても円滑に業務を運営できるよう、引き続き見直しを

進めていく予定である。

（渡邉調査交渉部長）

円滑な業務運営を行うための体制整備は、労働条件に直接影響する課題であることか

ら、早急に地方農政局・地域センターにおける運用定員と業務の合理化・削減の方向、

定員合理化数を業務区分毎に示すこと。
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（塩川地方課長）

現在、業務の合理化・削減の方向及び定員合理化数を整理しているところであり、整

理でき次第、運用定員とあわせて提示する。

（渡邉調査交渉部長）

2014年度の人事異動にあたっては、特段の取り組みを行わないとの説明を受けている

が、ブロック間異動者の復帰対応にあたっては、組合員の希望を尊重した適切な対応を

行うとの理解でよいか。

（横山秘書課長）

平成26年度においては、定員合理化等に伴う大規模な人員配置の見直しを行う状況に

はないと考えているが、広域で異動した者などについては、本人の希望も考慮しつつ、

適切に対処する考えである。

（渡邉調査交渉部長）

人事配置の検討にあたっては、職場の業務状況を十分に把握した上で行うとともに、

これに基づく人事異動にあたっては、組合員の理解と納得のもとに進めること。

（塩川地方課長）

人事異動は、業務上の必要性から適時行っていくものであるが、その際には、職場の

業務の状況を把握するとともに、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、適材適所の原則で行っていく。

（渡邉調査交渉部長）

本年度より輸出証明書の発行業務が県から国に移管されたが、現時点における対応状

況はどうなっているのか。また、来年度の具体的な人員配置はどのようになっているの

か。

（大角食料産業局総務課長）

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

都道府県から国に業務を移管し、北海道農政事務所を含む地方農政局等本局及び主要港

湾を管轄している千葉、東京、横浜、静岡、大阪、神戸、福岡の地域センターで証明書

の発行業務を実施する体制を整備したところである。

平成26年度においては、より円滑な輸出証明の発行体制を整備するため、平成25年度

の56名体制に加えて10名の増員が認められているところである。

（渡邉調査交渉部長）

次に、国営土地改良事業所等の課題である。

国営土地改良事業所等においては、農業農村整備費が25年度補正額と26年度概算決定

額を合わせ対前年比132.8％と増額される中、20人の新規増員が確保されたものの47人の

定員削減により▲27人となっている。農地の集積・集約化や国土強靱化などの対策に速

やかな予算執行が求められている中、人員不足が最大の課題となっている国営土地改良
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事業所等の事業の遂行に支障を生じさせないため、どのような対策を講ずるのか。

（川合農村振興局総務課長）

国営事業所等の定員数については、これまでの度重なる定員合理化等により純減数と

して、平成23年度▲168、平成24年度▲123、平成25年度▲101と、大幅に減少しているこ

とを踏まえ、平成26年度においては、財源なしの新規要求を初めて行い、20ポストの新

規増員を確保したところである。

その結果、定員合理化の▲47と差し引き削減数は、▲27となっており、昨年度と比べ

て削減数は74（25年度▲101）減少したところである。

国営事業所等については、厳しい定員事情の中ではあるが、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拡大する等、事務の簡素・合

理化に努め、事業の執行に支障を生じさせないよう努めて参りたい。

（渡邉調査交渉部長）

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。

（川合農村振興局総務課長）

国営事業所等の定員配分等については、従来から、農政局別の事業費、欠員状況等を

基に、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。

（渡邉調査交渉部長）

来年度に設置される５事業所、３建設所、５支所それぞれの設置期間、人員規模、人

員配置をどう考えているのか。

また、2014年度に廃止される３事業所、１建設所、４支所の廃止時期は2014年３月31

日との理解でよいか。なお、先に要請した廃止事業所等の課題改善を図るとともに、人

事異動にあたっては、組合員の希望を十分尊重すること。

（川合農村振興局総務課長）

平成26年度に新設する５事業所、３建設所、５支所の設置期間については、各事業地

区で予定されている工期内を予定しているところであり、設置初年度の人員規模につい

ては、これまでと同様、事業所では９ポスト、建設所では６ポスト、支所では３ポスト

を予定している。

一方、廃止事業所等については、３事業所及び１建設所は本年４月１日に廃止するほ

か、４支所は予算成立日をもって廃止となる。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こととしたい。

人事異動に当たっては、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参りたい。

（渡邉調査交渉部長）

被災地への支援派遣について、2014年度の支援派遣の人員規模や対応の考え方を示す

こと。
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（川合農村振興局総務課長）

被災地への支援派遣については、被災３県からの要請を受け、国及び全国の都道府県

から農業土木職員が派遣され、農地・農業用施設の災害復旧に係る査定や復旧工事に係

る設計書作成等の支援に当たっており、被災県からは高い評価と感謝の声が寄せられて

いるところである。

平成26年度においては、復旧・復興の加速化に伴う業務量の増大により、被災３県か

ら都道府県への技術者支援の要請人数は、今年度派遣実績を上回る見込みである。

また、国への技術者支援の派遣要請は、平成25年度と同様に福島県内市町から福島県

を通じてあり、今年度実績（250人月）を若干下回る216人月となっている。

現在、地方農政局等との間で調整を進めているところであるが、派遣に当たっては、

派遣時期・人員について詳細に調整を行うとともに、職員を派遣して頂く事業所等の業

務に多大な影響を及ぼさないよう、原則として１ヶ月毎の交代制とすることとしている。

また、派遣される職員に対しては、これまでも支援先、期間、業務内容等について説

明を行ってきているが、引き続き十分な説明に努めるとともに、作業環境や宿泊施設等

の生活環境に配慮して参りたい。

（渡邉調査交渉部長）

次に、植物防疫所、動物検疫所、動物医薬品検査所の関係である。

植物防疫所においては、定員削減６人に対し新規増員22人となるが、削減の割り当て

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、こ

のような定員状況を踏まえ、来年度の検疫体制の充実・強化についてどのように考える

のか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

平成26年度においては、

① 輸入検疫体制の強化に伴う増として、横浜植物防疫所成田支所に９名、門司植物防

疫所福岡支所伊万里出張所に１名、那覇植物防疫事務所那覇空港出張所に１名の計11

名、

② 輸出検疫体制の強化に伴う増として、横浜植物防疫所に４名、横浜植物防疫所札幌

支所に１名、横浜植物防疫所新潟支所に１名、神戸植物防疫所に２名、神戸植物防疫

所坂出支所に１名、門司植物防疫所鹿児島支所に１名、那覇植物防疫事務所那覇空港

出張所に１名の計11名、

合計で22名の新規定員が認められたところであり、該当官署への配置を予定している。

また、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を配置

するよう割り当てを行ったところである。

来年度の検疫体制については、引き続き、適切な検疫体制の確保のための整備に努め

るとともに、業務の標準化を図り、応援態勢の構築などにより、円滑な業務運営に努め

て参りたい。

（渡邉調査交渉部長）

植物防疫所における一人庁について、定員の査定結果を踏まえ来年度の考え方を示す

こと。
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また、出張所から本所・支所等への併任等を含めれば、実質一人庁は年々増加してい

る状況にあるが、私たちが要求している一人庁の解消をどのように考えているのか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

人員配置に関しては、業務量等に応じた人員の配置の見直しの中で、極力一人庁とな

らないよう努めているが、社会情勢の中で一部港等での検査対象の減少等による業務量

の減少等によりやむを得ず職員１名で対応せざるを得ない一人庁の出張所が増加してい

る。このため、平成２６年１月１日現在で一人庁の官署は８官署となっている。

これらの官署での業務については、基本的に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態勢をとっており、適切な植物検疫体制の確保に努めて参

りたい。

なお、一人庁解消に向けて関係機関との調整を踏まえ、支所等への併任（無人庁化）

などを行ってきたところであり、今後とも一人庁の解消に向けた取り組みを検討して参

りたい。

（渡邉調査交渉部長）

動物検疫所においては、定員削減２人に対し新規増員19人となるが、削減の割り当て

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、こ

のような定員状況を踏まえ、来年度の検疫体制の充実・強化についてどのように考える

のか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

平成26年度においては、

① 増大する輸出検査への適切な対応に伴う増として、動物検疫所本所に３名、成田支

所に２名、羽田空港支所東京出張所に１名、神戸支所に１名、門司支所博多出張所に

１名の計８名、

② 空海港の規模拡大に対応した検査体制構築に伴う増として、成田支所に７名、

③ 地方空港増便に伴う増として、門司支所福岡空港出張所に１名、本所仙台空港出張

所に１名の計２名、

④ 増大する畜産物検査への適切な対応に伴う増として、本所川崎出張所の設置に伴う

２名、

合計で19名の新規定員が認められたところである。

定員削減の割り当てについては、業務量を勘案し、現員を削減しても直ちに業務に支

障が生じることのないよう配慮しつつ対応しているところである。

一方、人員の新たな配置については、新たに指定港となった空海港の業務や新規業務

などの業務量の増加等の発生により、現員での実施が困難な場合に定員要求を行ってい

るところであり、官署についても業務量、管理・監督業務の円滑性などを勘案して配置

しているところである。

また、来年度の検疫体制の充実・強化については、引き続き、口蹄疫等の家畜の伝染

性疾病の侵入防止に万全を期す必要があることから、新たな業務等に的確に対応できる

よう、業務量を勘案しつつ進めて参りたい。
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（渡邉調査交渉部長）

動物医薬品検査所においては、定員数が変わらない中で、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は図られ

るのか。

（岩濱消費・安全局総務課長）

平成26年度においては、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

承認審査の迅速化のための体制整備に伴う増として、企画連絡室審査調整課に「再生医

療等製品係長」の増員が認められたところである。

また、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を配置

するよう割り当てを行っているものである。

動物医薬品検査所の体制については、引き続き、必要に応じて新規定員要求を行い、

適切な検定・検査及び審査体制の確保のための整備に努めるとともに、業務の平準化を

図り、円滑な業務運営に努めて参りたい。

（渡邉調査交渉部長）

次に、漁業調整事務所の関係である。

漁業調整事務所については、定員削減２人に対し新規増員４人となるが、削減の割り

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。

（橋本水産庁漁政課長）

漁業調整事務所については、悪質化・巧妙化する外国漁船及び日本漁船の取締を強化

するため、北海道、境港、瀬戸内海、九州の各漁業調整事務所に各１名の漁業監督指導

官の配置を予定しており、合計で４人の新規増員が認められたところである。

他方、削減の割り当てについては、定員事情、業務量等を勘案し、瀬戸内海漁業調整

事務所と九州漁業調整事務所で各１名の削減を予定している。

（渡邉調査交渉部長）

船舶における定員査定はどうなったのか。

（橋本水産庁漁政課長）

新規定員要求として、漁業取締体制の強化を図るため、漁業取締船東光丸と白竜丸に

それぞれ４名の増員要求を行ったところ、両船に２名づつの計４名の新規定員が認めら

れた。

一方、定員削減については、船舶の安全運航を確保したうえで、２名の削減を行うこ

ととしている。

この結果、26年度の定員査定においては、２名の増員となる。

（渡邉調査交渉部長）

最後に、級別定数についてである。

級別定数の査定結果はどうなったのか。

（横山秘書課長）
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級別定数については、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）３級から６級を重点事項として、定数の拡大と職務評価の適正化に努力したとこ

ろである。

平成26年度の定数改定においては、特に本省と地方機関の４級及び５級に昇格候補者

が多いことを踏まえて粘り強く折衝した結果、本省の４級で「43」、地方農政局及び北

海道農政事務所の４級で「72」、５級で「105」の切り上げが認められたところである。

（柴山書記長）

2014年度は、今年度にも増して厳しい定員事情の中で、「農林水産業・地域の活力創

造プラン」に基づいた農政転換と各種政策課題に的確に対応しなければならない。その

ためにも

① 急激な農政の変化による生産現場の混乱が懸念されることから、各段階における管

理職がマネジメントを発揮し、職員と十分に意思疎通を図ることが必要である。その

ため、今回の内容について、職員に対し丁寧に説明を行うこと。

② 引き続く定員削減の中、４月以降の円滑な業務運営を図る必要がある。そのため、

既存業務の抜本的な見直しなど業務の実行体制を確立することが重要であり、私ども

としても本日意見交換した内容について意見集約を行い、別途改善を求めるので、誠

意を持って対応すること。

③ 農林水産行政の遂行に支障が生じないよう、これ以上の定員削減が行われないよう

にするとともに、必要な定員を確保するため来年度の概算要求期に向け万全な対応・

対策を講じること。特に、全国各地で農林水産行政を着実にかつ的確に実施するため

には、地方組織の役割は極めて重要との認識のもと組織の将来展望を明確にするとと

もに、検討にあたっては、私どもの意見を十分に踏まえること。

④ ４月の人事異動にあたっては、組合員の理解と納得のもとに行うこと。

などを要請する。

また、私どもとしても各段階に「労働条件点検・苦情等相談窓口」を設置しており、

寄せられた苦情・相談については別途要請するので、適正に対応頂きたい。

（横山秘書課長）

本日は、平成26年度の予算と組織・定員等について意見交換した。

農林水産予算については、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、農業・

農村の所得を今後10年間で倍増させることを目指し、本年度を上回る予算措置が講じら

れたところであるが、組織・定員については、昭和43年度以降最小の純減水準で決着し

たものの、全体的な行政機関のスリム化は避けて通ることはできない。

当省においても、各機関ごとに、相当程度の業務の見直しを進めてきていただいたと

ころではあるが、本日の意見交換を通じて、現状にとらわれることなく抜本的な見直し

を進めなければ、国民の期待に応えることは難しいとの危機感を共有するに至ったと認

識している。

今後は、かねてより要望のあった当省の将来展望について、労使間で胸襟を開いて議

論を進めなければならないと考えているが、その折にはこれまで同様に建設的な議論と

なるよう期待したい。

（宮浦秘書課調査官）
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以上をもって、平成25年度第２回労使間意見交換会を終了する。

－ 以 上 －


