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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．開催日時：平成26年３月19日（水）11:00～11:46(46分)

２．場 所：農林水産省統計部第１会議室（北別館３階ドア№314）

３．出 席 者：

農林水産省 今井 敏 大臣官房長

同 横山 伸 大臣官房秘書課長

同 小松 米夫 大臣官房厚生課長

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 外

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 間 英輔 組織教宣部長

同 渡邉 由一 調査交渉部長

同 原子 秀夫 調査交渉部長 外

４．議 題：2014春闘要求書回答

（全農林労働組合中央本部提出 別添「要求書」）

５．議事概要

（宮浦秘書課調査官）

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。

（柴山書記長）

国家公務員の給与については、昨年、人事院が「給与制度の総合的見直

し」を報告し、政府も昨年11月15日の公務員給与に関する取扱い方針の閣議

決定で、給与体系の抜本改革について2014年度中から実施に移せるよう人事

院に要請し、現在検討が進められている。また、農林水産省においては「農

林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく新たな農政展開の初年度となる。

このような中で当面する課題について取りまとめ、２月27日に官房長に対

して要求書を提出したところである。

公務員労働者が国民の期待に応え、東日本大震災からの一刻も早い復興・

再生はもとより、様々な課題に的確に対処し、国民生活の安心と安全を確保

してくためには雇用の安定と公務員労働者に相応しい労働条件の維持・改善

が不可欠である。

要求している各事項は、いずれも切実な課題であり、農林水産省当局とし
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て解決できる事項は早急に対応頂くとともに、関係機関への要請事項につい

ても、特段の対応を冒頭要請する。

（今井官房長）

要求事項のうち交渉事項に関する回答については、各担当課長から回答さ

せる。

（小松厚生課長）

最初に、要求書のうち、「Ⅵ．国家公務員宿舎の確保等について」の１の
６

柱書、(１ )、 (２ )、（３）及び３、４、５、「Ⅺ．福利厚生の充実につい
１１

て」の１、２、３、について、回答させていただく。

Ⅵの１柱書 農林水産行政の遂行に必要な宿舎の確保についてである。
６

国家公務員の宿舎削減については、対応の難しい課題も多いと認識してい

るが、国家財政事情や公務員に対する厳しい視線を考慮した上で、引き続き、

真に公務のために必要な宿舎の確保に努める考えである。

（１）東北農政局管内の退去要請期間の平準化についてである。

東北農政局管内の退去要請期間については、平成25年度宿舎設置計画にお

いて、他の地方農政局から付け替えて追加配分することが認められたことを

踏まえ、昨年６月28日に退去要請基準を１年緩和したところである。

平成26年度宿舎設置計画においても、昨年と同様に付替えを行うよう、現

在、財務本省と協議を進めており、退去要請基準の更なる緩和に努める考え

である。

（２）独立行政法人向けの必要戸数の上積みなどについてである。

独立行政法人向けの必要戸数の見直しについては、国会等において更なる

批判を招くおそれがあるため、難しい状況である。

他方、独法敷地内の財務局への引継ぎが困難な廃止宿舎等については、退

去期限の後倒しや宿舎貸与の弾力的運用等について、引き続き、各財務局等

と宿舎ごとに調整を行う考えである。

（３）つくば地域における宿舎に係る関係機関との調整であるが、つくば

地域における宿舎削減については、「つくば中心市街地再生推進会議最終報

告」を踏まえ、つくば市はじめ関係機関の検討結果に即して適切に対応する

考えである。

Ⅵの３．退去及び転居者への新たな住宅環境の整備についてであるが、退
６

去及び転居を余儀なくされる職員に対しては、引き続き、①各官署において

近隣の不動産業者の紹介や賃貸住宅等の情報提供を行うとともに、②農林水

産省共済組合本部及び各支部並びに農林水産省生活協同組合において、民間

賃貸住宅や分譲住宅等の情報を提供していく考えである。

４．退去及び転居に伴う個別課題への対応についてであるが、公務員宿舎

は、職員の仕事と生活の基盤となる重要な事項であるが、国家財政や公務員

に対する国民の厳しい視線なども考慮しなければならない。
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個別課題の解決に当たっては、官房、各局庁及び省内の各維持管理機関が

一体となって、できることから一つずつ解決するよう、引き続き努力する考

えである。

５．４月の人事異動に伴う異動先宿舎入居手続であるが、４月期の人事異

動に当たり転居を伴う職員の宿舎については、現在、各官署等において財務

局等と調整を行い、その確保に最大限努力しているところである。

また、異動先の宿舎入居手続きについては、人事担当部局とも密接に連携

の上、可能な限り速やかに配分及び事務手続きを行うよう、引き続き努力す

る考えである。

Ⅺの１．福利厚生の抜本的な改善・充実についてであるが、職員の福利厚
１１

生については、平成23年４月に改定された「国家公務員福利厚生基本計画」

に基づき、職員の心の健康の保持増進、安全管理、レクリエーション活動の

実施等を通じて、職員の勤務意欲の向上及び能率の増進を図り、国民に対し

てより良質な行政サービスを提供することを目標としているところである。

福利厚生の抜本的な改善・充実については、制度官庁において慎重に検討

されると考えており、その動向を注視していく考えである。

２．レクリエーション予算の確保等についてであるが、職員の心身の健康

保持、コミュニケーションの場としてのレクリエーションの重要性は認識し

ているものの、国家公務員に対する国民の厳しい視線に留意する必要がある。

このため、レクリエーション経費については、平成26年度も各府省統一で

予算要求を見送ったところであり、今後の政府内の議論に即して対応する考

えである。

３．心の健康づくりのための指針の推進、復職支援施策の実施についてで

あるが、メンタルヘルス対策については、平成22年に「農林水産省職員の心

の健康づくりのための指針」を発出するとともに、平成23年からは「心の健

康づくり計画」を策定・施行したほか、管理監督者研修等の充実やメンタル

ヘルス講話会を開催し、管理監督者の意識向上に努めているところである。

「心の健康づくり計画」においては、心の健康に問題のある職員の早期発

見・早期対応のため、メンタルヘルスチェックを実施するとともに、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、職場や専門家が連

携して対応しているところである。

また、職場に復帰する際には、人事院の「試し出勤」制度を活用し、職場

復帰に関する不安を緩和してから復帰するよう努めるとともに、円滑な職場

復帰のための面談と再発防止のための職場復帰計画を作成し、復帰の支援を

着実に実施しているところである。

職員のメンタルヘルス対策は、円滑な業務運営の観点からも重要な課題で

あり、引き続き省内関係部局が連携して対応する考えである。

（横山秘書課長）

次に、「Ⅶ．非常勤職員の雇用、労働条件の改善について」の２、３、
７
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「Ⅸ 労働諸条件の改善について」の２の（１）、（２）、（３）及び３、
９

５、「Ⅹ．男女平等の公務職場の実現、女性労働者の労働権確立について」
１０

の１、２、３、４、「Ⅻ．人事評価制度について」の１、２、３、「ⅩⅢ．労
１２ １３

使関係について」の１、２について回答させていただく。

非常勤職員の雇用、労働条件の改善についてである。

非常勤職員給与決定指針遵守、１時間あたり30円引き上げであるが、当省

における非常勤職員の給与については、いわゆる人事院の非常勤職員給与ガ

イドライン（平成20年８月）を踏まえて制定した「臨時雇用非常勤職員給与

等規程」（平成21年３月19日付20秘第582号秘書課長通達）の規定に基づき、

常勤職員に準じて適切に決定されているところである。

Ⅶの３．期間業務職員制度の適切な運用、「均等待遇の原則」に基づく抜
７

本的改善についてであるが、期間業務職員の雇用については、人事院規則等

に基づき、引き続き適切に運用していく考えである。

また、「均等待遇の原則」に基づく抜本的な改善については、制度官庁に

て適切に対応されると考えている。

労働諸条件の改善についてである。

Ⅸの２の(1)、 (2)、 (3) 超過勤務の縮減、超過勤務手当の全額支給等で
９

あるが、やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、

子育て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等に係る個人の時間を持てる

健康で豊かな生活ができるよう、仕事と生活の双方の調和の実現は、重要な

課題と認識しているところである。

超過勤務の縮減については、農林水産本省で、①一人当たりの年間超過勤

務時間が360時間を超えないように努めること、②超過勤務を命ずる場合は、

勤務時間内に行うように心掛けること、③各課内での意見交換や班毎の業務

スケジュールの作成により、予め日程調整を行う等業務の平準化を図ること

④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

り組むことなど具体的な事項を定め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超過勤務縮減の取組を検証するなど適

切に取り組むとともに、超過勤務を命ずる場合には、勤務時間内に行うよう

努めていく考えである。

次に、既存業務の効率化等による超勤縮減についてである。

既存業務の効率化については、職員の勤務状況等を注意深く把握し、業務

の削減・効率化に取り組むほか、統計調査の絞り込みや民間委託、農産物検

査のアウトソ－シングなど徹底した効率化を実施し、超過勤務の縮減を一層

促す考えである。

Ⅸの５．セクハラ・パワハラの防止策の徹底などについてである。
９

セクシュアル・ハラスメントの防止等については、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等を講じていると
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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（通知）」を

職員に対し、職員掲示板により周知し、その防止に努めているところである。

相談体制については、勤務条件に関する日常的な苦情等の相談に応じ、助

言、指導、両当事者間の和解のあっせん等の措置を講じるための体制の整備

を行い、職員に対し、職員掲示板により周知しているところである。

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、セクシャル・

ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止等について徹底しており、引

き続き防止策の徹底に組んでいく考えである。

Ⅹ．男女平等の公務職場の実現、女性労働者の労働権確立についてである。
１０

Ⅹの１．２．女性の労働権確立・環境整備、メンター制度の実効性確保で
１０

ある。

政府の「第３次男女共同参画基本計画」及び人事院が定めた「女性国家公

務員の採用・登用拡大に関する指針」を踏まえ、農林水産省における女性職

員の採用・登用拡大計画を定めているところである。

このため、拡大計画に示された目標の実現に向けて、①業務説明会への女

性職員の派遣等、女性向け採用活動の強化、②人事評価制度を活用した能力

・実力主義による人事配置に努める等、意欲と能力のある女性職員の登用の

推進、③掲示板を利用したメンター制度の周知などの具体的な取組を着実に

進めているところである。

これらの取組の結果、農林水産省全体の女性の採用割合は本年４月で33.0

％と政府で定める目標を上回る予定であるが、引き続き女性の採用・登用の

拡大や女性が働きやすい環境の整備を進めていく考えである。

Ⅹの３．４．事業主行動計画の実現に向けた条件整備、男性育児休業取得
１０

13％達成に向けた具体的促進策についてである。

次世代育成支援対策推進法に基づく「農林水産省特定事業主行動計画」に

おいて、男性の育児休業取得率については、平成26年度に10％の目標値を設

定しているところである。

これまでに目標の達成に向けて、①行動計画及び両立支援制度に係るパン

フレット等を職員掲示板へ掲示し、職員への周知を図るとともに、②育児休

業取得経験のある男性職員の体験談の省内報への掲載、総務省主催の啓発講

演会への講師派遣、人事院主催の両立支援に関する講演会の参加募集などの

具体的な取組を進めているところである。

これらの取組の結果、平成24年度の取得率は5.7％と、全府省平均の2.0％

を上回っている状況であるが、引き続き育児休業等が取得しやすい勤務環境

の実現に取り組んでいく考えである。

Ⅻ．人事評価制度についてである。
１２

Ⅻの１．評価結果の全面開示、苦情処理への組合関与の検討についてであ
１２

る。
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人事評価の結果については、評価者が付す「個別評語」が調整者による評

価の甘辛の補正などの調整を経ていないことを考慮し、開示範囲を「全体評

語」に限定しているが、期末面談に当たっては、理由を含めて丁寧に説明す

るよう、引き続き指導していく考えである。

また、人事評価の苦情処理に当たっては、事実調査の際に同席人を希望す

るか、本人以外の者からの聴取、調査等を希望するか選択できることとして

おり、客観的な事実関係の確認に努めているところである。

Ⅻの２．被評価者への指導・助言などについてである。
１２

日常的な指導・助言やコミュニケーションについては、人事評価制度にか

かわらず、組織内の意識の共有や業務改善等につながるほか、職場の実情を

把握する上で最も基礎的な手段と認識しているところである。

今後とも、日常のコミュニケーションを奨励し、十分理解の得られる人事

評価となるよう尽力する考えである。

Ⅻの３．評価者訓練の一層の徹底などについてである。
１２

評価者訓練については、①総務省人事・恩給局や人事院人材局が主催する

評価者研修に、地方機関を含む各部局の評価者を可能な限り多く参加させる

とともに、②農水省主催の管理者研修においても、評価制度や評価結果の活

用について、可能な限り分かりやすく解説するよう尽力しているところであ

る。

評価結果の活用方法については、評価者訓練において十分周知しているほ

か、各職員に対しても昇任・昇格等に活用される重要事項である旨機会を捉

えて周知しているが、引き続き、評価制度等への理解が更に深まるよう取り

組む考えである。

ⅩⅢ．労使関係についてである。
１３

ⅩⅢの１．民主的な職場の確立であるが、引き続き、管理職が率先して職員
１３

とのコミュニケーションを図り、業務が円滑に行えるような環境作りに努力

する考えである。

ⅩⅢの２．各交渉段階の交渉であるが、平成21年７月に労使間で合意した
１３

「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、丁寧に対応する考えである。

（柴山書記長）

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

項について、私から重ねて要請させていただく。

１点目は、賃金引き上げ及び給与制度の総合的見直し、非常勤職員の処遇

改善についてである。

2014春闘において、連合は「底上げ・底支え」「格差是正」を掲げ、すべ

ての労働組合が月例賃金の引き上げにとことんこだわり闘いを進めるとし、

民間大手の先行組合に対する回答が３月12日に行われ、多くの組合が６年ぶ

りに月例給2,000円を上回る賃金引き上げや年間一時金５ヶ月を超える回答
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が示されたところである。引き続き、４月から５月にかけて地場・中小の交

渉が本格化することとなるが、連合は切れ目なく全力を挙げてこの春闘を取

り組むこととしている。

私たち公務員産別としても、２月19日に提出した2014春闘要求書に対する

回答を３月下旬に政府及び人事院から求めることとしているが、2014年度の

給与改定にあたっては、このような民間賃金の実態を正確に把握し、公務労

働者の賃金を引き上げるよう、農林水産省として人事院へ要請することを求

める。さらに、非常勤職員や期間業務職員の給与についても「非常勤職員給

与ガイドライン」を改正し給与を引き上げるよう、人事院に対し併せて要請

することを求める。

また、人事院が提案している「給与制度の総合的見直し」は、処遇の悪化

に繋がるばかりか、特に全国各地で農林水産行政の推進に従事している農林

水産省の職員にとっては、地域間をはじめとした格差拡大に繋がる極めて問

題のある内容であり、人事行政への影響も懸念される。このため私たちは人

事院に対し、①十分な交渉・協議を基本に、合意のないまま一方的な勧告は

行わないこと、②給与を引き下げる地域間配分の見直しや技能・労務職員の

給与見直しは反対であり実施しないこと、③世代間配分の見直しは、必要性

や人事管理のあり方を含め幅広い議論を保障することなどを目標に、要請打

電や署名行動等を取り組んでいるところである。特に、３月５日から７日に

かけて実施したブロック別上京行動では、第一次で集約した180万筆余の署

名を背景に、交渉団を編成しながら人事院交渉等を展開したところである。

農林水産省としても、人事院に対し「給与制度の総合的見直し」については、

労働組合と十分に交渉・協議し、合意に基づいて対応するよう重ねて要請す

ることを求める。

２点目は、４月以降の円滑な業務運営についてである。

2014年度は、地方農政局等においては引き続く大幅な定員合理化が実行さ

れる中で、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく新たな農政展開

の初年度となることから、各種施策を着実に推進することが求められており、

４月以降の体制において、如何に円滑な業務運営を図るかが重要となる。

私たちは、１月17日に開催された第２回労使間意見交換会での論議を踏ま

え、４月以降の業務運営に関する課題等について意見集約を行うとともに、

２月18日に農政局職域対策会議を開催した。要求書提出の際に委員長から申

し上げたが、意見集約結果や対策会議では、何れの職場においても、業務の

見直しが一向に進まない中で、地方農政局や地域センターに偏重した度重な

る定員削減により業務量に見合う人員が配置されないことから、慢性的な超

過勤務が予想されるなど労働環境の悪化や、地方に偏重した定員削減への不

満、長年に亘る新規採用の抑制に伴う職員の年齢構成の歪みと、組織の将来

に対する不安による職員の士気への懸念など、職場内の不満や不安の声が集

約されている。このような状況を踏まえ、要求書に記載をしている各職域の

４月以降の業務運営に万全を期すとともに、業務計画の策定にあたっては職
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員の意見を十分踏まえて作成するよう求める。なお、各地本・分会において

も農政局職域対策会議を踏まえた要請書を対応当局に対して提出しているこ

とから、課題改善が図られるよう各管理者の指導を要請する。

また、新たな農林水産政策を着実かつ継続的に展開するためには、本省・

地方農政局・北海道農政事務所・地域センター・国営土地改良事業所等が一

体となって推進する組織体制が将来的にも確保されることが重要であると考

えるが、当局としての認識を伺いたい。

なお、事務・事業と組織の将来展望に関する検討にあたっては、組合員の

労働条件に大きな影響を与えることから、労働組合の意見を十分踏まえるこ

とを重ねて求める。

さらに、今後、政府が検討する新たな定員合理化計画の策定に対しては、

農林水産行政の推進に必要な定員を確保するよう査定省庁との対応を強く求

める。

３点目は、独立行政法人改革についてである。

私たちは、本年の春闘要求で各法人理事長に対して独法改革に関する課題

改善を求めて交渉を実施している。主務省としても、独法改革に関する個別

法案策定にあたっては、①組合員の雇用と労働条件の維持、農政推進と一体

的に事務・事業を展開するような組織体制の維持など、この間求めてきた

「３要件」を引き続き確保すること、②法案策定の節目毎に情報提供し労働

組合の意見を反映すること。特に、統合法人の個別法案には、新法人に職員

が円滑に移行するよう「職員の承継」を明記するよう要請する。

次に、独法改革の実施時期について、独法改革等の基本的な方針では「法

人統合等に係る措置は2015年４月以降可能な限り早期の改革実施を目指して

迅速に講じるものとし、具体的な実施時期は主務省等における検討状況を踏

まえ、本年夏を目途に行革推進本部で決定」としている。一方、各法人は中

期目標期間の５年間を見据えて年度ごとの業務計画をたて、着実な達成に努

めている。農林水産行政の実施部門として社会的な要請に応え、使命を達成

するためには、中期目標全期間の目標・計画を評価すべきである。また、法

人統合など制度面の措置の実施には十分な検討・準備期間が必要である。

したがって、第３期中期目標期間終了後の「2016年４月から改革実施」と

するよう要請する。

なお、独法では法人統合に向けて「統合準備委員会」を発足させているが、

主務省における検討体制の考え方を伺いたい。合わせて、検討の節目では私

たちに情報提供するとともに意見を反映していただきたい。

さらに、2015年度予算概算要求にあたっては、事務・事業の推進に支障が

生じないよう運営費交付金・施設整備費補助金の確保と復旧・復興対策に必

要な予算の別枠での確保。また、高年齢者雇用安定法に基づくフルタイム再

雇用を含む希望者全員を継続雇用するために必要な予算を引き続き確保する

よう要請する。

最後に、雇用と年金の接続についてである。



- 9 -

昨年３月に政府が閣議決定した「国家公務員の雇用と年金の接続につい

て」は、フルタイム再任用には定員上の問題が解消されていないことや、給

与制度上の措置が確立されていないことから、極めて制約のある内容となっ

ている。特に、他省庁を上回る定員削減を求められている農林水産省の職員

においては、「フルタイムを希望したいが定員事情を考えれば短時間勤務を

選択せざるを得ない」との実態にある。このため、組合員が安心してフルタ

イムを希望できる定員を確保し、フルタイムを含む希望者全員の再任用と生

活水準を確保するよう求める。

なお、人事院の意見の申出等を踏まえ、年金支給開始年齢が62歳になる20

16年度までには定年延長されるよう、その具体的措置の検討にあたっては労

働組合との交渉・協議に基づいて進めるよう制度官庁に対して要請すること

を重ねて求める。

（今井官房長）

柴山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。

４月以降の業務運営、定員の確保についてである。

地方農政局等の４月以降の業務運営については、平成26年度においても、

業務計画に沿って適切に業務が行われているか進捗状況を確認し、必要に応

じて、業務計画を見直すなどのフォローアップを行うことにより、業務運営

に万全を期していく考えである。

また、新年度の業務計画については、職員の意見も踏まえて策定するよう、

既に地方農政局等に指示しているところである。

施策展開のための本省・地方組織が一体となった組織体制の確保である。

当省は「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ており、これを達成させるために

は、本省・地方組織が一体となって推進するための組織体制が必要と認識し

ている。

事務・事業と組織の将来展望の検討に当たっては、労使間で十分な議論を

したいと考えているので、これまで同様、建設的な議論を期待するところで

ある。

新たな定員合理化計画の策定についてである。

新たな定員合理化の計画については、現時点で明確な方針が示されている

状況にはないが、平成22年度以降の定員合理化計画において相当の負担をし

た経緯などを十分踏まえ、査定省と粘り強く調整する考えである。

独立行政法人改革についてである。

３要件の確保、節目毎の情報提供についてである。

今般の独立行政法人改革に当たっては、「攻めの農林水産業」を強力に推

進する観点から組織の見直し等を行うこととしたところであり、法人の事務

・事業と農林水産施策の推進が一体的に図られるよう努めていく考えである。
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また、検討に当たっては、必要な情報提供を行うなど要請を踏まえて適切

に対応する考えである。

独法改革の実施時期、主務省の検討体制についてである。

各法人の統廃合等に係る措置については、平成27年４月以降可能な限り早

期の改革実施を目指すこととされているため、これに対応した準備を進めて

いくが、改革の実施に際しては、制度官庁とも十分調整し、混乱が生じない

よう対応する考えである。

また、①研究４法人の統合等については、農林水産技術会議事務局内に

「農業研究法人体制検討室」を設置し、②水産２法人の統合については、水

産庁の担当課にて、それぞれ法人統合等に向けた検討を進めているところで

あり、検討状況について節目ごとに必要な情報提供を行う考えである。

平成27年度予算要求、定年退職者の再雇用についてである。

独立行政法人の予算については、財政状況が厳しい中、引き続き、各独立

行政法人の業務として必要な経費の確保に取り組むほか、定年退職者の再雇

用に要する経費を含め、独立行政法人の運営に必要な運営費交付金等の予算

確保に努力する考えである。

（横山秘書課長）

賃金引上げ、給与制度の総合的見直しなどに関する要請についてである。

まず、賃金引上げについてである。

国家公務員の給与は、毎年、人事院において、民間給与の実態調査を行い、

これと比較して公務員給与を改定する必要があると認められる場合に勧告を

実施している。この勧告を受けて、政府が給与法改正案などを策定し、国会

の議決を経て決定される。

給与水準の改定に当たっては、民間給与の実態を正確に把握した上で、国

の行政組織の実態及び公務の特殊性、職員の生活実態等を十分考慮して、適

正な水準が確保されるよう、引き続き要望を続けていく考えである。

給与の総合的見直しについてである。

平成25年11月15日の閣議において「公務員の給与改定に関する取扱いにつ

いて」が決定され、本年３月をもって、国家公務員の給与の改定及び臨時特

例に関する法律に基づく給与減額支給措置を終えるとともに、その後の給与

制度のあり方について、人事院に対して検討の要請がなされたところである。

人事院においては、要請を踏まえ、給与制度の総合的見直しの検討を始め

ていると認識しており、引き続き慎重に検討が進められるものと考えている。

また、非常勤職員の給与についても、常勤職員に準じて適切に対応される

と考えている。

雇用と年金の接続についてである。

フルタイムを含む希望者全員の再任用についてであるが、定年退職者の再

任用については、平成25年３月の閣議決定の趣旨を踏まえ、本年４月から実

施することとしており、全国で常時勤務再任用が４９名、短時間再任用が３
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７５名の再任用を予定している。

平成27年４月の再任用に当たっても、閣議決定の趣旨を踏まえて適切に対

応できるよう、必要な定員・定数の確保に努めていく考えである。

定年延長については、現在進行中の国家公務員法改正法案の国会審議に当

たり、平成28年度までに、定年を段階的に引き上げることを附則に盛り込む

修正がなされたと承知しており、制度官庁において国会審議を踏まえて適切

に対処されると考えている。

（渡辺調査交渉部長）

私からは、要求事項に関する回答を踏まえ、３点について申し上げるので、

再度当局としての見解をいただきたい。

１点目は、超過勤務の縮減についてである。

私たちは、この間、当局に対し超過勤務縮減対策を求め一定の見解は示さ

れるものの、一向に超過勤務が改善されないことから、昨年10月～11月を超

過勤務縮減月間と位置付け、全職場における１年間の超過勤務の実態調査を

行った。その結果、「超過勤務をしていても当局は知らないふりをしてい

る」「命令の必要性を詳細に聞かれる」などを理由に、事前命令がない中で

超過勤務が行われている状況や、チェックシートによる検証では、①すべて

の職域において「年間360時間を超えた者」がみられ、特に農政局整備部や

国営土地改良事業所等においては「年間720時間を超えた者」も散見された、

②「勤務時間内の事前命令」「業務の平準化が図られたか」「業務の削減・

効率化に取り組まれたか」については、いずれも地方農政局で「不十分」の

割合が高かった、などとなっている。

先程の回答では、超過勤務縮減対策として「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に努める」としているが、私たちの調査結果と

乖離した実態となっている。農林水産省において、昨年１年間で360時間を

超えた超過勤務の実態を把握しているのか伺う。

また、このような調査結果を踏まえれば、実効ある超過勤務縮減対策が喫

緊の課題であることから、管理職のマネジメントの徹底や工程管理のフォー

ローアップなど、超過勤務縮減に向けた具体策を早急に示し実効あるものと

することが必要と考えるが、更なる縮減対策を含め当局としてどのように考

えているのか。

なお、国営土地改良事業所においては、昨年度に引き続き2013年度も大型

補正予算の早期執行が求められ、人員削減の中で業務量は増加し、しかも短

期間での業務遂行が求められていることから、現場の組合員は悲鳴をあげて

いる。このため、①被災地の復旧・復興事業を優先する、②組合員の労働条

件をしっかり確保する、③事業予算と合わせ超過勤務手当予算を確保し、全

額支給することを強く求める。

（横山秘書課長）
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超過勤務の実態については、特定の職員に一定期間に集中して過度な勤務

状況となっていないかをチェックするため、管理業務の一環として、地方機

関を含め、毎月31時間以上の超過勤務者の人数等を把握するよう努めており、

こうした実態把握を通じて超勤縮減の取組に常時注意を払っているところで

ある。

また、国営土地改良事業の実施に当たっては、本年度補正予算と来年度当

初予算を合わせて本年度比114.6％という予算の効率的な執行と同時に、超

過勤務の縮減に十分留意したい。

（渡辺調査交渉部長）

２点目は、４月人事異動に伴う宿舎の確保についてである。

転居を伴う人事異動に対する宿舎の貸与については、「各地域・機関の宿

舎事情を考慮しつつ、弾力的な運用が可能となるよう、引き続き個別に対処

する考え」との見解が示されているが、昨年４月の人事異動では、植防・動

検職域において類型に該当しているにも関わらず、当該地域に宿舎が確保さ

れていなかったことから、宿舎へ入居できない事案が数件発生した。

本年４月の人事異動においては、全ての職場でこのような事態が生じない

ようにすることが必要であるが、異動に必要な宿舎が確保されているのか。

また、独法職域においては大幅に宿舎が不足しており、４月人事異動にお

いて類型に該当していても入居出来ないことが懸念されることから、維持管

理機関として責任ある対応を求める。

（小松厚生課長）

本年４月の人事異動に当たり転居を伴う職員の宿舎の確保については、先

程申し上げたとおり、現在、各官署等において財務局等と調整を行い、その

確保に最大限努力しているところである。

（渡辺調査交渉部長）

３点目は、男女平等の公務職場の実現等に係る両立支援についてである。

仕事と家庭の両立を支援する制度を利用しやすい環境の整備を行うことは、

「農林水産省特定事業主行動計画」においても重要な取り組みとされている。

私たちは、先月、「育児・介護の両立支援制度に関する調査」を取り組み、

制度に対応しがたい組合員の声をもとに両立支援に係る要望等を把握したと

ころ、①子の看護休暇の対象となる子の年齢引き上げ、②育児休業手当の増

額、③介護休暇期間の延長及び短期介護休暇の日数拡大、④十分な人員配置

や代替要員の確保、人事異動の配慮など取得しやすい職場環境の整備、⑤制

度の周知などが報告されている。

先程、「両立支援制度に係るパンフレット等を職員掲示板へ掲示し、職員

への周知を図るとともに、育児休業取得経験のある男性職員の体験談を省内

報に掲載、総務省主催の啓発講演会への講師派遣、人事院主催の両立支援に
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関する講演会の参加募集などの具体的な取組を進めている」との回答が示さ

れたが、調査結果では周知不足が指摘されているとともに、当局としてもア

ンケート調査を行い課題を把握することが必要との意見も報告されているの

で、具体的な取り組みに反映すべきと考えるが如何か。

「農林水産省特定事業主行動計画」を実効あるものとするため、調査結果

の①～③については、引き続き人事院に制度の改善を要請していただきたい。

また、④～⑤に課題については、農林水産省が課題改善を図るべき課題であ

ることから、しっかり対応することを求める。

（横山秘書課長）

育児との両立支援については、本年２月、農林水産省独自の取組として、

12歳以下の子供がいたり、今後子育てを考えている本省職員を対象に、保育

施設の設置等に関するアンケート調査を実施し、取組の充実に努めていると

ころである。今後とも、全農林が実施した調査なども参考にしながら、職員

にとって実のあるものとなるよう取り組んでいく考えである。
み

（柴山書記長）

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

検討される中で、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「農林水産業・地域の活力

創造プラン」に基づく各種施策の遂行に懸命に対応している。

このような中で、先の要求書提出時に委員長からも申し上げ、本日も主要

な事項として指摘したが、国民の期待に応える農林水産政策の着実かつ継続

的な推進には、中央・地方が一体となり、新たな政策を推進する体制の確保

が極めて重要であることから、使用者として組織の将来に責任を持ち、組合

員が安心して働きやすい職場の確立と、意欲を持って事務・事業を遂行でき

る体制を構築していただきたい。

さらに、要求事項はいずれも私どもの労働条件の維持・改善を切実に求め

ているものであり、多岐にわたっているが、要求の前進に向けて最大限対応

いただきたい。

（今井官房長）

本省・地方の農林水産省職員にあっては、「農林水産業・地域の活力創造

プラン」に基づく４つの改革の推進に当たり、ブロック別説明会や都道府県

説明会の開催など既に並々ならぬ努力を払っており、管理職員の一人として

感謝に堪えない思いである。

今後とも農林水産政策を着実かつ継続的に推進するためには、本省と地方

組織とが一体となって推進することは不可欠であるので、業務・組織のあり

方については、将来を見越しつつ慎重に検討したい。
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（宮浦秘書課調査官）

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－


