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農林水産本省交渉（全農林労働組合中央本部）

議 事 要 旨

１．日 時：平成30年８月６日（月）17:30～18:05（35分）

２．会 場：農林水産省大臣官房国際部第３会議室（本館地下１階ドア№016）

３．出席者：

農林水産省 水田 正和 大臣官房長

同 前島 明成 大臣官房秘書課長

同 吉本 俊彦 大臣官房地方課長

同 福原 伸之 大臣官房参事官（経理）

同 横山 博一 大臣官房秘書課調査官 外

全農林労働組合中央本部 岡本 吉洋 書記長

同 渡邉 由一 財政局長兼調査交渉部長

同 村上 嘉則 調査交渉部長（独法担当） 外

４．議 題：2018人勧期要求書回答

（全農林労働組合中央本部提出 別添「要求書」）

５．議事概要

（横山秘書課調査官）

ただいまから、全農林からの要求に基づく交渉を開始する。

本日の交渉に先立ち、国家公務員法第108条の５の規定に基づく予備交渉の段

階で取り決めた事項を報告する。

全農林中央本部から提出された要求事項のうち「新たな労使関係の構築に関す

る基本方針について」第３の１の(３)に定められた要件を満たし、交渉事項とす

る事項は、

・ 「Ⅴ 非常勤職員等の制度及び待遇改善について」の「１、２」

・ 「Ⅵ 労働条件の改善について」の「１の（４）の宿舎確保及び入居手続

の部分、２の（１）の超過勤務縮減の部分、（２）、（３）、４の官用車の

安全対策の部分、６、７、９」

・ 「Ⅶ 労使関係について」の「１、２」

とし、その他の事項については、管理運営事項等に該当することから要望事項と

して整理しているので、これを前提として交渉を行う。

（岡本書記長）

激甚災害に指定された西日本豪雨災害では、本省・地方出先機関が一体となっ

て様々な支援活動や緊急点検、調査など災害対応の只中であり、復旧に向けて、

組合員は日夜、現場で職務に精励している。

私たち労働組合としても先の定期大会において、でき得る支援について全参加



- 2 -

者で確認したところであり、引き続き、早期復旧に向け農林水産省として万全な

対策を要請するとともに、限られた人員の中、支援や復旧等に携わる組合員の健

康面に配慮するなど労働条件の確保について、万全を期すよう求める。

それでは、７月10日に提出した要求書に対する回答をいただく。

（水田官房長）

まずはじめに、西日本豪雨災害対策についてであるが、農林水産省として食料

･物資支援、農林水産関係被害状況調査、農林水産関係被害への支援対策等を行

っているところであり、職員の勤務管理、健康管理等には、万全を期してまいり

たい。

それでは、要求事項のうち交渉事項に関しては、各担当課長から順次回答する。

（前島秘書課長）

最初に、交渉事項のうち、Ⅴの非常勤職員等の制度及び待遇改善について回答

させていただく。

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」の一部改正や各府省申合せの「国家公務員の非常勤職員の給与に係る当面の

取扱いについて」を踏まえ、「臨時雇用非常勤職員給与等規程」を改正し、平成

30年４月から、新たに職務経験等の要素を考慮した賃金の改善、ボーナスの支給

対象の拡大、給与改定日の繰上げ等の処遇改善を図ったところである。今後も政

府全体の取組の中で適切に対応してまいりたい。

続いて、Ⅵの労働条件の改善についてである。

２の超過勤務の縮減についてであるが、農林水産本省で、

・ 事前の超過勤務命令を心掛け、勤務時間外に業務指示は行わないよう努め

ること、

・ 一人当たりの年間超過勤務時間が360時間を超えないよう努めること、

・ 他律的な業務の比重が高い部署においても、上限目安時間を十分認識し、

早出遅出勤務制度の活用に努めること、

・ 職員の勤務の状況等を注意深く把握し、業務の削減・効率化に積極的に取

り組むこと

等の具体的な事項を定め、各局庁において取り組んでいるところである。また、

地方でも、本省に準じて超過勤務縮減の取組を進めているところである。

今後とも、定期的に各局庁における取組の実施状況を検証し、より実効性のあ

る超過勤務縮減対策の実施に努めてまいりたい。

続いて、６のハラスメント防止対策についてであるが、秘書課長通知により、

セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びに妊娠、出産、育
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児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する措置を明確にしているところ

である。

また、本年４月には、財務省の事案を受けて、職員に対し、セクシュアル・ハ

ラスメントについて再認識し、それを防止するよう周知をしたところである。

パワー・ハラスメントの防止については、人事院が作成した「『パワー・ハラ

スメント』を起こさないために注意すべき言動例について」を職員掲示板に掲示

して職員に周知し、その防止に努めているところである。

次に、７の諸休暇を取得しやすい職場環境の整備についてである。

年次休暇や夏季休暇を計画的に取得することは重要であると考えており、職員

掲示板や庶務課長会議において、

・ 毎月上旬に、各課等の向こう３か月の計画表を作成し、各班で回覧し記入

すること、

・ ゴールデンウィークや夏季休暇の取得の際に年次休暇と組み合わせ、長期

連続休暇となるよう努めること

を促すなど、職員が休暇を取得しやすい環境づくりをしているところであり、引

き続き徹底してまいりたい。

次に、９の心の健康づくりについてである。

当省においては、「農林水産省職員の心の健康づくりのための運用方針につい

て」等に基づき、心の健康に対する管理職員の意識向上のため、定期的にメンタ

ルヘルス研修を実施しているほか、心の健康に問題のある職員の早期発見・早期

対応のため、職場内の相談体制や外部の専門機関に相談できる体制を整備してい

るところであり、引き続き省内関係部局や専門家が連携して対応する考えである。

また、ストレスチェックについては、「農林水産省ストレスチェック制度実施

要領」に沿って実施してまいりたい。

続いて、Ⅶの労使関係についてである。

引き続き管理職が率先して職員とのコミュニケーションを図り、業務を円滑に

行うことができる環境づくりに努力する考えである。

また、地方を含む各段階での労使交渉については、平成21年７月に労使間で合

意した「農林水産省における新たな労使関係の構築に関する基本方針」に基づき、

予備交渉を効果的かつ効率的に実施するなど、適切に対応してまいりたい。

（福原大臣官房参事官（経理））

続いて、Ⅵの労働条件の改善についての１の（４）の宿舎確保と入居手続につ

いて回答させていただく。

人事異動により転居が必要となる職員の宿舎については、財務本省及び各財務

局等に対し設置状況等の聴き取りや要請を行うなど、合同宿舎のほか他省庁宿舎

を含め必要な宿舎が確保できるよう努力するとともに、宿舎の入居手続について
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も、人事担当部局とも密接に連携し、可能な限り速やかに宿舎の配分及び入居手

続を行うよう、引き続き努力する考えである。

（吉本地方課長）

同じく、Ⅵの労働条件の改善についての４の官用車の安全対策について、回答

させていただく。

官用車の安全対策については、これまでも必要な措置を講じてきたところであ

る。今後も官用車更新に際しては、安全装置を搭載した車両の導入に努めたい。

（岡本書記長）

今ほど、要求事項について回答があったところであるが、まずは主要な事項５

点について、私から重ねて要請する。

１点目は、賃金改善等についてである。

提出交渉の際にも申し上げたが、私たちは公務員連絡会に結集し、６月20日に

人事院総裁に対し要求書を提出して以降、幹事クラス、書記長クラスの交渉を積

み上げ要求実現を求めてきた。８月に入り、今まさに山場を迎えているところで

あるが、民間等の賃上げ状況を踏まえれば、本年も公務員給与の引き上げ勧告は

当然であると考えている。また、長時間労働の是正、ワーク・ライフ・バランス

の推進、非常勤職員等の給与・労働条件の改善、雇用と年金の確実な接続と定年

引上げの実現、ハラスメント対策の強化を図る勧告・報告となるよう、農林水産

省も政府の一員として最後まで対応願いたい。

２点目は、2019年度予算概算、組織・定員要求についてである。

まず、予算についてである。

2019年度予算概算要求にあたっては、今月末を目途に本格的な予算要求作業が

行われているが、持続可能な農林水産業の確立に向けた各種施策の着実な実施や

環境整備など組合員の労働条件を改善するために必要な予算を確保するよう最大

限の対応を要請する。

独立行政法人では、先の定期大会において、農業機械や研究用機器及び施設が

老朽化する中で、各法人の運営に係る予算が非常に厳しい状況になっている実態

が報告された。

特に、農研機構職域の代議員からは、

・ 移設から40年が経過する筑波農林研究団地の老朽化対策は待ったなしの状

況にある、

・ 運営費交付金が効率化係数により削減される中、消耗品や諸材料費等を削

減して凌ぐなど業務運営を圧迫している、

・ 農業機械や施設が古く、修理すらままならない状況で労働安全上の懸念も

ある
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ことから、研究用機器の更新を含めた予算の確保が急務である。

水研教育機構職域の代議員からは、

・ 運営費交付金及び施設整備費補助金の削減により、研究施設を集約する

方向が示され、職場の将来に不安を感じている、

・ 船舶が老朽化し、修繕費が多くかかっている中、代船建造を要求してい

たが認められず、今後の調査計画への影響が懸念される

など多くの発言があった。

他法人でも同様の問題点や課題を抱えており、円滑な法人運営に必要な運営費

交付金、施設整備費補助金及び船舶建造費補助金などの予算確保を要請する。特

に、施設整備費補助金が2011年以降、大幅削減となったまま据え置きとなってい

るが、次年度の要求ではどのように改善されるのか伺う。

また、独法の非常勤職員・契約職員の課題として、改正労働契約法に基づく無

期転換申込権が発生しているものの、雇用経費の確保が大変厳しい状況となって

いる。主務省として、該当５法人が改正労契法の趣旨を踏まえた対応や国と同様

の待遇改善措置が可能となるよう別枠での予算確保を強く要請する。

次に、組織・定員要求についてである。

定期大会では、植物防疫所・動物検疫所では、「訪日外国人旅行者の急増や農

畜水産物の輸出促進などによる検疫業務が急増する中、増員は図られるものの実

員配置となっておらず欠員が多くなっており、主要空港では24時間365日体制に

対応するためシフト勤務で対応しているが、夜勤明けの翌日に夜勤入りとする勤

務が常態化しており、疲労はピークに達している。また、人員が不足しているた

め応援体制が組めない事態も生じている。」、国営土地改良事業所では「増加し

た予算、事業量に見合った人員が確保されていないことや、業務の見直し、平準

化もすすんでいないため、超過勤務が増大し慢性化している。」、加えて、本省

・地方農政局・北海道農政事務所・県域拠点等では「業務見直しや実効ある効率

化が進んでおらず、人員不足による業務過重により超過勤務が増加している。」

など各職場から、業務量が増加する一方で、定員削減が継続されることによる厳

しい実態が報告されている。

これら厳しい職場実態を踏まえれば、応援体制による業務運営などの弥縫策で

はもはや限界であり、人員不足に対する抜本的な対策が急務である。農林水産行

政の円滑な推進に必要な定員確保に向け、新規増員と新規採用者を確保するとと

もに確実に配置するよう強く求める。

３点目は、地方組織の将来展望についてである。

先の定期大会では、農政推進や災害対応など地方組織の重要度は高まっている

にもかかわらず、地方に偏重した定員削減割当が続き、一人当たりの業務量の増

加や次年度以降の業務運営に対する懸念、将来に対する不安などが報告された。

提出交渉の際に、退職者数が増加する地方組織において、将来にわたって着実

に農林水産行政を推進し、安定した組織を維持するため、退職者数に見合った新
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規採用者を含めた若手職員やフルタイム再任用の配置などを求めてきたにもかか

わらず、農政局等所在地以外の県域・地域拠点には未だ配置されていないことを

指摘してきた。

この点については我々として強い問題意識を持っており、設置法改正時におけ

る附帯決議を実現するための定員の確保について、次年度はどのように考えてい

るのか伺う。

その上で、現定員削減計画の最終年度である次年度においては、地方に偏重し

た定員削減割当の見直しを強く求める。

また、４月以降の業務運営を論議した平成29年度第３回労使間意見交換会にお

いて、秘書課長をはじめ各原局から示された見解が、各職場で着実に実施されて

いるか、点検活動に取り組んできた。これらの点検結果については、別途提出し

改善を求めるので誠意ある対応を求める。

４点目は、雇用と年金の接続についてである。

雇用と年金の接続について、本年３月の定年退職者から、最長で３年間、無年

金の状態が発生する。私たちが５月に取り組んだ「再任用・再雇用意向調査結

果」では、フルタイム再任用を希望する組合員は前年に比べ増加しており、短時

間勤務を余儀なくされている組合員からは、生活不安が増大している実態や早期

の定年引上げを望む意見が報告されている。

先の提出交渉においても、制度的限界を指摘したが、民間の再雇用者は９割を

超えるフルタイムでの勤務形態となっている中、国家公務員全体では３割、農林

水産省にいたっては、１割にも満たない状況となっており、当面の措置である再

任用制度が原則フルタイム勤務となっているにもかかわらず、希望どおりのフル

タイム再任用の実現には至っていないことは大きな問題であることを改めて指摘

しておく。

先の定期大会においても、定年引上げまでの間、フルタイム勤務を基本としつ

つ、週４日、１日５時間など多様な働き方を求める意見や週３日勤務の短時間再

任用者が超過勤務をせざるを得ない業務実態も報告されている。短時間勤務再任

用者が増加する中での業務運営について、当局としてどのように考えているのか

伺う。

一方で、定年を段階的に65歳に引上げることを基本とした定年制度の見直しに

関する具体的な制度設計の検討が人事院において進められているが、定員問題を

理由に円滑な運用が阻害されかねないとの懸念もある。高齢層職員が能力・経験

を十分に発揮するためにも組合員の希望に基づいた働き方を実現できる定員の確

保を雇用責任として果たすこと。

５点目は、転居を伴う人事異動についてである。

転居を伴う人事異動にあたっては、本年３月末の引越し事業者確保の問題や料

金の高騰による多額の自己負担が生じている実態など数多く報告されている。次

年度においても、同様な社会情勢が想定される中、人事企画を行う農林水産省当
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局として、どのような対策で職員の負担軽減を図るのか、内示の早期化や人事異

動時期の見直しなど、具体的な対応策についてどのように考えているのか伺う。

（水田官房長）

岡本書記長から言及のあった事項について、担当課長を含めて順次申し上げる。

まず、私から申し上げる。

平成31年度の予算概算要求及び組織・定員要求については、「農林水産業・地

域の活力創造プラン」に基づき、農林水産業の成長産業化に向けて、「強い農林

水産業」と「美しく活力ある農山漁村」を実現していくため、動植物検疫や農業

農村整備事業を含めた諸施策を着実に展開できるよう検討を進め、必要な予算及

び組織・定員の確保に努めてまいりたい。

また、新規採用については、定員の状況やフルタイム再任用職員の動向等を踏

まえつつ、計画的かつ適切に採用数を確保する考えである。

独立行政法人への運営費交付金及び施設整備費補助金等については、第４期中

長期目標・計画等の達成に向け各法人の業務に支障がないよう、必要な予算の確

保に努めてまいりたい。

なお、施設については、各法人の事務・事業の推進や防災対策の観点も踏まえ、

優先順位の高いものから計画的に整備が進められるよう必要な予算の確保に努め

てまいりたい。

また、労働契約法に基づく無期労働契約への対応については、各法人において

判断されるものであるが、予算要求に当たっては、法人から次年度の業務運営の

計画・必要額等を聴き取り、内容を把握・精査した上で、必要な予算の確保に努

めてまいりたい。

次に、地方組織の将来展望についてである。

地方組織の定員措置については、現下の当省の政策課題への的確な対応ととも

に、業務の状況を考慮しつつ、必要な定員の確保に努めてまいりたい。

また、定員合理化の配分に当たっては、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てきたところであり、平成31年度

も、業務の実施状況や実施体制、業務の合理化や欠員の状況等を踏まえて対応す

ることとしている。

なお、各職場における業務運営上の課題については、現場の実態や職員の意見

等を踏まえ、真摯に対応していく考えである。

次に、雇用と年金の接続についてである。

今後、更に定年退職者が増加する中で、業務の効率化を図るとともに、短時間

勤務再任用者を含めた各職場内でのコミュニケーションを活性化させること等に

より、円滑な業務運営を確保してまいりたい。
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（前島秘書課長）

地方組織における若手職員の配置については、その維持・活性化を図るため、

設置法の附帯決議に基づき、業務の継承や地域における農林水産行政の習得に向

け、今後も中長期的な視点に立って、計画的な人材育成等が図られるよう検討し

てまいりたい。

また、再任用の配置については、各地方組織の定員状況、本人の希望、業務経

験等を踏まえて対応してまいりたい。

給与水準の改定等に当たっては、民間の実態を的確に把握し、国の行政組織の

実態、公務の特殊性及び職員の生活実態等を十分考慮して、国民の理解が得られ

る適正な水準が確保されるよう、従来から関係機関に働きかけているところであ

る。

本年４月期の人事異動において、転居が必要となる職員が引越業者の確保に苦

労されたことは承知しているが、赴任期間については、やむを得ない事情により

期間を延長すべき旨の申出があった場合は、期間を延長することができるとして

おり、今後とも実情を考慮しながら対応してまいりたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

要求事項に対する回答を踏まえ、３点について申し上げるので、再度当局見解

を伺いたい。

１点目は、労働条件の改善についてである。

まずは、働き方改革関連法を踏まえた超過勤務の縮減についてである。

定期大会では、各職場から人員不足による超過勤務が増加、慢性化している実

態や正確な超過勤務実態が把握されていないなどの実態が報告されている。

先の国会で「働き方関連法」が成立し、民間労働者の時間外労働の上限等が定

められたことを踏まえ、人事院において、国家公務員についても超過勤務命令を

行うことができる上限の時間を人事院規則で定めるとしているが、私たちは、民

間の「罰則」と同等な取扱い、実効ある上限規制となるよう、労働基本権制約の

代償機関である人事院の具体的な関与を強く求めている。また、他律的業務と非

他律的業務の仕分け及び特例業務であることの判断は各省各庁の長が適切に判断

すると検討されているが、農林水産省としてどのように考えているのか。

その上で、実効ある長時間労働是正や縮減対策をどう考えているのか。

さらに、超過勤務の縮減に当たっては、職員の勤務実態の把握が前提であるが、

客観的手法を用いた退庁時間の把握を行うよう求めてきたが、農林水産省におけ

る在庁時間の状況について伺う。

また、民間法制では年次休暇５日の時季指定付与が罰則付きで義務化されるが、

農林水産省としてどのように実効ある対策を考えているのか。
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特に、この間の交渉等において年次休暇取得日数「０日」「１～５日」の改善

について求めてきたが、実効ある取組についてどう考えているのか。

超過勤務の縮減と超過勤務手当の全額支給の徹底を重ねて求める。

（前島秘書課長）

超過勤務の上限規制については、内閣人事局及び人事院において、適切に検討

がなされているものと認識しており、農林水産省としても、制度官庁の動向を注

視しつつ、対応してまいりたい。

超過勤務縮減については、「まふ改革行動計画」のとおり、時間意識を持つ工

夫をすること、業務のムダをなくすこと、業務量の偏りを随時見直すことを、全

職員に呼び掛けているところである。

また、各管理者は日頃から職員の仕事の状況や残業理由を把握した上で、業務

分担の見直しを行うことにより、積極的に超過勤務の縮減に取り組むこととして

おり、更に、超過勤務の必要性の事前確認を徹底して行い、効率的に働く意識を

浸透させることとしている。

退庁時間については、職務として行った超過勤務の時間について、勤務管理者

がしっかりと把握するよう指導しているところである。

超過勤務手当については、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に、超過

勤務命令に従い勤務した時間に対しては、支給することとしている。

なお、年次休暇についても、これまでの取組に加え、「まふ改革行動計画」に

基づき、全職員が原則として月１日以上の年次休暇を取得する取組を行っている

ところである。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

２点目は、非常勤職員の待遇改善についてである。

先ほど、農林水産省における本年４月からの改善内容の回答が示されたが、私

たちが昨年実施したアンケート結果を踏まえ、給与や諸手当の改善、婦人科検診

の受診、夏季特別休暇の新設を求めてきたが、どのような検討を行ってきたのか。

農林水産行政の推進に必要な非常勤職員の待遇改善を図るよう重ねて求める。

（前島秘書課長）

当省における非常勤職員の給与については、先ほど申し上げたとおり、平成30

年４月から改善を図ったところである。

休暇制度については、引き続き関係機関等の動向を注視してまいりたい。

なお、健康診断については事業の充実を図る観点から予算の確保に努めてまい

りたい。

（渡邉財政局長兼調査交渉部長）

３点目は、ハラスメント防止策の徹底についてである。

私たちは、秋季年末及び春季において「労働条件点検期間」を設定し、当局に
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よるセクハラ・パワハラと受け止められる実態を検証し、課題や問題を把握する

など、明るく働きやすい職場の構築に向けて対策を強化してきた。

定期大会では、年休を認めない、大声で怒鳴る、勤務時間の感覚がなく昼休み

の作業指示や無茶な資料作成、不合理な対応を迫るなどのパワハラ関連事案につ

いて報告されるとともに、直近でも本省内の分会から苦情相談が出されるなど、

後を絶たない状況となっている。

パワハラは、職員の権利や人権、生存権を侵害する犯罪行為であり、断じて容

認することはできない。

農林水産省の全ての職場からパワハラをはじめとするハラスメントを根絶する

ため、管理者に対する更なる指導の徹底と的確な対処を重ねて求める。

（前島秘書課長）

パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント等については、これまで

も、会議や研修の場において、管理監督者等に対し、パワー・ハラスメント及び

セクシュアル・ハラスメントの防止等について徹底している。また、本省に勤務

する幹部職員については８月８日に、課長級職員については８月７日及び27日に

ハラスメント研修を実施し、引き続きハラスメントのない良好な職場づくりに取

り組んでまいりたい。

（岡本書記長）

これまで申し上げたとおり、労働条件に大きな影響を与える多くの事項が具体

化される中、組合員は組織の将来や自らの生活への不安を募らせる一方で、それ

ぞれの職場で国民の期待に応えるため、大規模災害や各種施策の遂行に懸命に対

応している。

要求事項はいずれも私どもの労働条件の維持・改善を求めているものである。

引き続き、要求の前進に向けて最大限対応いただきたい。

（水田官房長）

本日は超過勤務の縮減やハラスメントの防止等、数多くの課題について職員か

らの声を聞かせていただいた。

本省、地方機関等に関わらず、当省職員はそれぞれの職場において農林水産施

策の効果的な展開のため、日々努力されていると認識している。当局としても、

本日の交渉を踏まえ、今まで以上に安心して働きやすい、明るく風通しの良い職

場となるよう引き続き努力してまいりたい。

（横山秘書課調査官）

以上をもって、全農林からの要求に基づく交渉を終了する。

－ 以 上 －


