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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27年３月31日（火）11:00～11:44（44分）

２．会 場：農林水産省大臣官房統計部第３、４会議室

（北別館１階 ドア№112）

３．出席者：

農林水産省 横山 紳 大臣官房秘書課長

同 大角 亨 大臣官房文書課長

同 岡本 裕 大臣官房厚生課長

同 橋本 次郎 大臣官房地方課長

同 内田 幸雄 農林水産技術会議事務局総務課長

同 半田 五太 大臣官房秘書課人事調査官

同 川本 登 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 須﨑 文広 組織教宣部長

同 渡邉 由一 調査交渉部長

同 笠原 洋一 東京ブロック対策部長 外

４．議 題：2015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

（川本秘書課調査官）

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）

国家公務員を巡っては、給与制度の総合的見直しに伴い給与法や退職手当法の

改正による具体的な措置や、昨年７月に決定された「国の行政機関の機構・定員

に関する方針」を踏まえた、新たな定員合理化がこの４月からスタートする。

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」に基づく農政

改革を着実に推進するため、地方組織を見直し、現場と農政を結ぶための相談業

務や輸出促進業務を所掌事務として明示するとともに、機動的な対応力を高める

ための体制を整備するとして、今国会に「農林水産省設置法の一部を改正する法

律案」が提出されている。また、独立行政法人においては、2013年12月の「独立

行政法人改革等に関する基本的な方針」や改正通則法を踏まえ、個別法の策定と



- 2 -

国会審議、法人統合に向けた検討、次期中（長）期目標・中（長）期計画の策定

などの具体化が進められる。

このように、私たちの賃金を始め労働諸条件に大きく影響する諸課題が直面す

る中、当面する問題・課題について取りまとめ、３月２日に官房長に対して要求

書を提出したところである。

要求書の提出時に、石原委員長からも申し上げたが、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

的確に対応し、国民生活の安心と安全を確保するため公共サービスの役割は一層

大きくなっている。そのためには公務職場における労働環境の整備はもとより、

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て解

決できる事項は早急に対応して頂くとともに、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。

（横山秘書課長）

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。

最初に、要求書のうち「Ⅵ 非常勤職員の雇用、労働条件の改善について」の

２、３、「Ⅶ 労働諸条件の改善について」の１（１）、（２）、（３）、４、

６、「Ⅸ ワークライフバランスの推進、女性の労働権確立について」の１、２、

３、「ⅩⅡ 人事評価制度ついて」の１、２、３、「ⅩⅢ 労使関係について」の１、

２について回答させていただく。

Ⅵの２非常勤の給与引き上げであるが、当省における非常勤職員の給与は、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）を踏まえ制定した

「臨時雇用非常勤職員給与等規程」（秘書課長通達）の規定により常勤職員に準

じて決定している。なお、本年度においては、給与法の改正を受け、日給で100

円の引き上げを行ったところである。

Ⅵの３均等待遇の原則であるが、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、適切に運用してまいりたい。

Ⅶの１（１）、（２）、（３）超過勤務の縮減等であるが、誰もがやりがいや

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。

超過勤務の縮減については、農林水産本省で、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、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、各課内での意見交換や班ごと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、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し、徹底した削



- 3 -

減努力を行うとともに、超過勤務を命ずる場合には、勤務時間内に行うよう努め

てまいりたい。

Ⅶの４既存業務の効率化であるが、既存業務の見直しは、組織再編に伴うもの

のほか、不断に行っているところであるが、ワークライフバランスの観点からも、

職場ごとに業務の効率化や職場環境の改善策を議論・策定し、事後的に評価して

更なる改善に繋がる取組を平成27年度から実施し、更なる超過勤務の縮減に努め

てまいりたい。

Ⅶの６セクハラ・パワハラの防止策の徹底などであるが、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、セクハラの防止及び排除の

ための措置等を明確にしているところである。

また、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を整備しており、

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、セクシュアル・ハ

ラスメントやパワー・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

止策に取り組むなど、適切に対応してまいりたい。

Ⅸの１、２、３ワークライフバランスの推進などであるが、ワークライフバラ

ンスの推進については、事務次官をチーム長とする「農林水産省女性職員の活躍

・職員の仕事と生活の調和推進チーム」にて、「国家公務員の女性活躍とワーク

ライフバランス推進のための取組指針」に基づく「農林水産省女性活躍ワークラ

イフバランス推進のための取組計画」を昨年12月に決定したところであり、総合

的かつ計画的に取組を進めてまいりたい。

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」につい

ては、「農林水産省女性活躍とワークライフバランス推進のための取組計画」と

整合性を取りつつ、今般、平成27年度を始期とする次期行動計画を策定したとこ

ろである。

次期計画では、「出産・子育てに理解のある働きやすい職場」を創るため、職

場を挙げて支援する環境整備に継続して取り組むこととしており、引き続き、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、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

する等の取組を行い、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ま

いりたい。

Ⅻの１人事評価結果の全面開示、苦情処理への組合関与の検討であるが、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、期末面談にあたっては、理由を含めて丁寧に説明するよう、引き続き指

導してまいりたい。
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また、人事評価の苦情処理にあたっては、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・助言などであるが、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。

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であるが、評価者訓練については、制度官

庁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、農林水産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しているところである。

また、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おり、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の１民主的な職場の確立であるが、労使関係については、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、業務が円滑に行えるような環境づ

くりに努力する考えである。

ⅩⅢの２各級段階の交渉であるが、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。

（岡本厚生課長）

次に、要求書のうち、「Ⅴ．国家公務員宿舎の確保等について」の１、３、４、

５、「Ⅺ 福利厚生の充実について」の１、２、３について、回答させていただ

く。

Ⅴの１柱書農林水産行政の遂行に必要な宿舎の確保であるが、国家公務員宿舎

の削減については、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。

Ⅴの１（１）独立行政法人向けの必要戸数の上積みであるが、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。

Ⅴの１（２）独法敷地内における売却不能宿舎等の有効活用であるが、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、入居状況も勘案しながら各財務局等と宿舎ごと

に調整を行うことが基本であるが、官房としても各局庁と連絡を密にして、引き
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続き、真摯に対応を行う考えである。

Ⅴの３退去及び転居者への新たな住宅環境の整備であるが、退去及び転居を余

儀なくされる職員に対しては、引き続き、各官署等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、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も、民間賃貸住宅や分譲住宅等の情報

を提供してまいりたい。

Ⅴの４退去及び転居に伴う個別課題への対応であるが、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と認識している。

個別課題の解決にあたっては、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実現するよう、引き続き努力する考えである。

Ⅴの５人事異動に伴う異動先宿舎入居手続きの早期化であるが、組織の統廃合

や人事異動に当たり転居を伴う職員の宿舎については、宿舎事情は厳しいが、財

務事務所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、近隣の不動産業者

の紹介や賃貸住宅等の情報提供を行ってまいりたい。

また、農林水産省共済組合が斡旋する賃貸住宅仲介業者による希望条件に基づ

く物件情報提供及び仲介手数料の割引サービスについても併せて周知していきた

い。

人事異動に伴う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し、

可能な限り速やかに宿舎の配分及び入居手続きを行うよう、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・充実であるが、職員の福利厚生については、

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

身の健康の保持増進、安全管理、レクリエーション活動の実施等を通じて、職員

がその能力を十分に発揮し、安心・安定して公務に専念できる環境を確保するこ

とにより、職員の勤務意欲の向上及び勤務能率の増進を図り、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。

福利厚生の基本的な方針については、制度官庁において検討されるべきものと

考えており、その動向を注視してまいりたい。

Ⅺの２レクリエーションの復活であるが、レクリエーション経費については、

平成27年度も各府省統一で予算要求は見送られたところである。

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しつ

つ、今後の政府内の議論に即して対応する考えである。

Ⅺの３心の健康づくり施策の実施であるが、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、推進している。

「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
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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す

ることとしている。

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。

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、

引き続き管理監督者及び職員の意識向上に努めるとともに、省内関係部局が連携

して対応する考えである。

（橋本地方課長）

次に、要求書のうち、「Ⅶ 労働諸条件の改善について」の７のまた書きにつ

いて、回答させていただく。

Ⅶの７交通安全対策の強化であるが、官用車の長距離運転については、交通安

全に万全を期す観点から、無理のない計画を組むとともに職員の体調に配慮した

運行となるよう対応することや、交通安全講習会への参加等の交通安全指導等を

行ってまいりたい。

また、更新車輌においては、ＡＢＳ等を標準装備した車輌を導入するなど引き

続き安全対策の強化に努めてまいりたい。

（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、私から重ねて要請する。

１点目は、賃金引き上げについてである。

2015春闘において、連合は「デフレからの脱却」と「経済の好循環確立」を図

るため、すべての組合が「定期昇給を維持した上で２％以上」を目標とし、とり

わけ月例給の引き上げにこだわる交渉を繰り広げている。３月18日には民間大手

の先行組合に対する回答が行われ、製造業大手を中心に昨年を大きく上回るベー

スアップ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、連合はすべての働く者の賃金引き上げに確実

に波及させるために全力を挙げてこの春闘を取り組むこととしている。あわせて、

長時間労働の撲滅に向けて「休み方」「働き方」の改革が求められている。関係

省庁においては、フレックスタイム制の導入が検討されているとともに、夏の生

活スタイル変革、朝型勤務と早期退庁の勧奨が実施されるが、具体的な対応は各

府省が決めることとなることから、私たちの意見を十分に踏まえるよう、現時点

で申し上げておきたい。

私たち公務員産別についても、２月18日に提出した2015春闘要求書に対する回

答が３月24日に政府及び人事院から示されたところである。その回答は、課題認

識を共有するとともに労働組合の意見を聞く姿勢は明らかにしたものの、私たち

の要求に明確に応えたものではなかった。しかし、私たちは、人事院勧告による
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賃金・労働条件決定制度のもと、予断を許さない公務をめぐる極めて厳しい情勢

の中で、春の段階における交渉の到達点と受け止め、人事院勧告期、賃金確定期

に向け闘争態勢を継続・強化していくこととしたところである。

2015年度給与改定にあたっては、民間賃金の実態を正確に把握し、公務員労働

者の賃金及び一時金を引き上げるよう、人事院に要請することを求める。

２点目は、４月以降の業務運営と組織再編についてである。

2015年度は、向こう５年間の定員削減計画の実施に加え、本年10月には農林水

産省組織の再編として、地方農政局等における県域拠点の大幅な集約が行われ、

「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく各種施策を着実に推進すること

が求められている。特に、組織再編に伴う拠点集約により、農業者・関係機関等

に対するサービスの低下など、農政推進上の停滞を招いてはならないことから、

４月以降、更には10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。

４月以降の業務運営に対する意見集約において、農政局・北海道農政事務所及

び地域センターの職場から、「統計業務については、専門調査員の研修や管理・

指導体制は計画どおり進められるのか。また、専門調査員が途中で辞退した場合

の対応はどのようにするのか」「消費・安全業務については、横断的スタッフ制

による業務軽減を図るとの見解と現場実態には乖離がある」「経営所得安定対策

については、地域センターの交付金事務量は膨大であり更なる業務の効率化が必

要」などの意見が依然として数多く出されている。第５回労使間意見交換会の際

にも申し上げたが、業務の見直しについては多くの課題を残していることから、

職場に混乱が生じないよう課題解決に向けてしっかり対応するとともに、業務計

画の策定にあたっては職員の意見を十分踏まえて作成するよう求める。また、組

織再編の具体化にあたっては、引き続き労働組合の意見を十分に踏まえ、組合員

の雇用と労働条件を確保するよう強く求める。

なお、各分会において第５回労使間意見交換会を踏まえて対応当局に要請書を

提出しているので、課題改善が図られるよう各管理者の指導を重ねて要請する。

さらに、要求書に記載している国営土地改良事業所、植物防疫所、動物検疫所、

漁業調整事務所の課題を改善するとともに、４月以降の業務運営に万全を期すこ

と。

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、独法改革の具体化に関す

る課題改善を求め交渉を実施している。10法人を所管する主務省としても、統合

法人の個別法案に係る国会審議・成立に向けた対応、法人統合の検討及び次期中

（長）期目標、行政執行法人では年度目標の策定にあたっては、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・事業を展開するための組織体制の維

持など、この間求めてきた「３要件」の確保に万全を期すよう要請する。

また、法人統合について、農林水産省所管法人では４法人及び２法人統合の検

討が進められている。法人統合まで残り１年となるなか、私たちとしては現場で

の検討期間が十分確保されるのか危惧している。主体的には、該当法人が連携し
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て検討することとなるが、円滑な移行に向け主務省としても連携して対応すると

ともに、検討の節目において情報提供し、私たちの意見を十分反映していただき

たい。法人統合にあたっては、各法人が担ってきた事務・事業を確実に引き継ぐ

とともに、統合による相乗効果を含め、新法人としてさらに発展・強化されるよ

う対応していただきたい。

加えて、次期中（長）期目標等の策定にあたっても、該当法人との十分な連携

のもと検討を進め、その内容について適宜、情報提供していただきたい。

なお、これら法人統合の検討及び次期中（長）期目標等の策定に係る、検討の

スケジュール等について伺いたい。

次に、新年度以降、新たな評価の指針に基づいて法人の業務実績評価が行われ

る。

国立研究開発法人においては、主務大臣の下に「研究開発に関する審議会」の

設置、また、その他の４法人についても評価に関する「有識者」の会議が設置さ

れると聞いており、これらについても前広に情報提供していただきたい。

また、第３期中期目標期間の最終年度においては、通則法35条に基づき主務大

臣が中期目標期間終了時の検討を行うことから、引き続き各法人の使命や役割が

存分に発揮される第４期中期目標となるよう、主務省として最大限努力願いたい。

さらに、2016年度予算概算要求にあたっては、第４期中期目標期間のスタート

という節目の予算となることから、これまで独立行政法人に課せられたいわゆる

「効率化係数」が措置されないよう、査定省に要請していただきたい。引き続き、

各法人の事務・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

金を確実に確保するとともに、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、必要な予算を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。

私たちが実施した再任用に関する調査結果では、定員削減が進められている職

場の現状から、「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」との意見も出されているが、来年度の再任用者については、

希望どおりの再任用を実現できたのか伺う。

一方、新年度の定年退職者からは62歳になるまで公的年金が支給されず、雇用

と年金のギャップは最長２年間に延びることとなる。残された時間は少ないが、

一昨年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」、

さらには昨年の国公法改正に伴う附則において「平成28年度までに」とされてい

る検討期限を踏まえた定年延長が実現されるよう制度官庁に対して要請すること

を重ねて求める。

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歳になるときま

でには定年延長が実現することとし、その具体的措置の検討にあたっては労働組

合との十分な交渉・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。
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（横山秘書課長）

賃金引き上げのうち「働き方の改革」については、フレックスタイム制は、現

在、研究職等の一部に導入されているのみであるが、一般職の職員にも導入が図

られれば、育児や介護等で時間制約のある職員がその状況に応じた柔軟な働き方

等ができることから、業務の性質上フレックスタイム制の導入が適当でない職員

を除き、幅広い職員がより柔軟な働き方が可能となるようなフレックスタイム制

の導入について、制度官庁が検討を行っているものと承知しており、今後ともそ

の動向を注視してまいりたい。

また、夏の生活スタイルの変革については、３月27日に安倍内閣総理大臣から

指示があったところであり、今後、ご意見を伺いつつ、取組方法について検討し

てまいりたい。

給与水準の改定に当たっては、民間の給与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、引き続き関係機関に働きかけてまいりたい。

次に４月以降の業務運営等について、27年10月に組織再編を予定しており、本

省、地方農政局及び北海道農政事務所、地域センターの各段階で課題を一つ一つ

解決し、円滑な組織再編・業務遂行に努めてまいりたい。また、国営事業所、植

物防疫所、動物検疫所、漁業調整事務所等についても、現場管理職のマネジメン

トの下で円滑に業務を遂行するよう指導してまいりたい。

次に、雇用と年金の接続については、平成27年度の再任用希望者について、概

ね希望どおりの再任用を措置できたところである。

また、平成28年度以降の雇用と年金の接続については、平成27年度における人

事管理運営方針において、「雇用と年金の接続の在り方について検討を行い、平

成27年夏を目途に政府方針を取りまとめる」とされたところであり、制度官庁の

検討を注視してまいりたい。

（大角文書課長）

独立行政法人改革については、去る３月６日に所管独法を統合する等の「独立

行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律

案」を閣議決定したところである。また、改正独法通則法が４月１日から施行さ

れるとともに、平成27年度中には所管独法のうち９法人、統合後は５法人の次期

中（長）期目標の策定を行う予定である。具体的には、各法人の現行目標期間に

おける業務の見込評価を実施し、業務及び組織の全般的な見直しを行った上で次

期目標の策定に向けて、法人所管部局において具体的な検討を進める予定である。

なお、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」平成25年12月24日閣議決

定において、「独立行政法人で現在働いている職員の士気の向上や雇用の安定に

も配慮する。」と決定されており、法人に対して、職員の雇用の安定に十分配慮

するよう要請してまいりたい。

今後とも、御要請の趣旨を踏まえ、必要な情報提供に努めてまいりたい。
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（内田農林水産技術会議事務局総務課長）

効率化係数については、今後の査定省との調整事項であるが、独立行政法人は

その事務事業の公共性から、効率的な業務運営に努める必要があると考えている。

財政状況が厳しい中、引き続き、独立行政法人の事務・事業の推進に必要な予算

の確保に取り組むほか、定年退職者の再雇用に必要な予算を含め、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。

（渡邉調査交渉部長）

私からは、要求事項に対する回答を踏まえ、５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、非常勤職員の雇用、労働条件の改善についてである。

非常勤職員の通勤手当の支給方法については、私たちの指摘を踏まえ、「臨時

雇用非常勤職員給与等規程」を改正し、常勤職員と同様の取扱いとされたところ

であるが、賃金改定の時期については、同規程において給与法改正法案成立の翌

月とされている。常勤職員との均等待遇の原則に基づいた取扱いとなるよう、同

規程を改正すること。

（横山秘書課長）

非常勤職員の給与については、平成21年３月の常勤職員に準じた給与規程の整

備後も、平成26年４月に職務経験を考慮した賃金決定及び賞与支給対象者の拡大、

平成27年４月から通勤手当の支給方法など種々改善に努めているところである。

政府の総人件費抑制方針の下での運用は厳しいものがあるが、引き続き、常勤職

員に準じた待遇にすべく努力してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

２点目は、超過勤務の縮減についてである。

私たちは、超過勤務縮減を進めるためには、職場段階における取り組みが重要

なことから、昨年10月～12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。その結果は、すべての職域において「年間

360時間を超えた者」がみられ、本省、地方農政局、国営土地改良事業所等にお

いて割合が高かった、また「勤務時間内の事前命令」については、本省、地方農

政局、「業務の平準化」「業務の削減・効率化」については、いずれも本省、地

方農政局、国営土地改良事業所等、地域センターで「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

実態となっていることから、正確な実態把握と実効ある縮減対策を求める。

また、超過勤務に関する課題・問題点として、「超過勤務縮減は、管理職の業

績評価の目標となっているが、超過勤務時間の縮減のみに特化し業務見直しを行

っていない」との意見が多く出されている。



- 11 -

超過勤務縮減を組合員に求めるだけでは組合員の負担増となり、健康にも影響

を及ぼすことから、管理職はマネジメントを十分に発揮し、業務上必要な超過勤

務については事前命令を徹底するとともに、命令に伴う超過勤務手当は全額支給

するよう強く求める。

（横山秘書課長）

超過勤務については、管理業務の一環として、地方機関を含め特定の職員に一

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など、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、業務見直しによる超過勤務の縮減については、農林水産省女性活躍とワ

ークライフバランス推進のための取組計画に沿って、職場ごとに、業務の効率化

や職場環境の改善策を議論・策定し、事後的に評価して更なる改善につなげる取

組、ＰＤＣＡサイクルを検討しているところであり、引き続き業務改善が図られ

るよう努力してまいりたい。

なお、超過勤務は、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

に従って行われるものである。このため、超過勤務命令に従い勤務した時間に対

しては、超過勤務手当を支給することとしている。

（渡邉調査交渉部長）

３点目は、交通安全対策の強化についてである。

地方組織においては、度重なる組織の統廃合に伴い管轄区域が広域化し、官用

車の長距離運転の常態化が課題となっている。こうした中、本年10月に予定され

ている拠点集約に伴い、更なる管轄区域が広域化することになり、組合員の健康

管理、安全対策を強化する必要がある。先程、「無理のない計画を取り組むとと

もに、職員の体調に配慮した運行となるよう対応する」との回答が示されたとこ

ろであるが、あわせて、地域の実情に応じた１日の走行距離の目安等を作成する

など具体的な対応が必要と考える。当局としてどのような具体策を考えているの

か伺う。また、同乗者を超過勤務の対象として取扱うことや自主運転手当の制度

化に向け、関係機関への対応を要請する。

（橋本地方課長）

交通安全対策の強化については、管轄区域の広域化に伴う長距離運転に対して、

現地の実態を把握する管理職が、高速道路を活用した運転時間の短縮、交代での

運転、泊付き出張等を適切に判断し、職員の負担軽減に繋がるよう指導してまい

りたい。

（横山秘書課長）

自主運転手当の制度化については、先般、官用車の運転実態を踏まえ、手当の

制度化について制度官庁と相談したところ、「給与上特別の考慮を必要」とする

とまで言えないことから、困難であるとの見解であったが、引き続き、組織再編
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による管轄区域の広域化に伴う官用車の運転実態を注視しつつ、必要に応じ制度

官庁と相談してまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

４点目は、ワークライフバランスの推進についてである。

女性の活躍とワークライフバランスの推進が政府全体の重要課題となっている

中、「農林水産省女性活躍とワークライフバランス推進のための取組計画」が各

職場において実効あるものとしなければならない。

そのため、私たちとしても意見集約を行ってきたところであるが、組合員から

は、「毎年の人員削減により、超過勤務が増加している職場実態の中で、計画に

謳われている取組が実行できるか疑問を感じる」との率直な意見が多く出されて

いる。ワークライフバランスを実効あるものとするためには、働き方の改善が前

提となることから、業務に必要な人員確保と超過勤務の確実な縮減を図ることを

強く求める。

また、「取組計画や諸休暇・休業制度の周知が不十分」との意見も多く出され

ている。子育てや介護を両立できるようにするためには、諸休暇・休業が取得し

やすい職場環境づくりが不可欠であることから、本省・地方組織が同じ認識で取

り組めるよう周知すること。

私たちとしても、取組計画のフォローアップを適宜実施し、必要に応じて改善

を求めるので誠意を持って対応すること。

（横山秘書課長）

ワークライフバランスの推進については、男女全ての職員の「働き方改革」に

よる仕事と生活の調和を実現し、全ての職員が働きやすく、その時々の状況に応

じた多様な働き方を行いつつ、公務を支える仕組みへの転換は急務と認識してお

り、女性職員の活躍・職員の仕事と生活の調和推進チームにおいて、取組計画に

基づく種々の取組の実行・フォローアップを行うとともに、育児・介護等と両立

して活躍できる職場環境の整備に努めてまいりたい。

取組計画や休暇・休業制度の周知については、職員掲示板で周知しているとこ

ろであるが、先般、男性職員が利用可能な育児休業や育児参加のための休暇等を

職員掲示板にて改めて周知したところであり、今後とも、７・８月の「夏のワー

クライフバランス強化月間」など様々な機会をとらえて両立支援制度を周知して

まいりたい。

また、管理職員に対しても、管理者研修等の機会を通じて、両立支援制度を周

知し、理解醸成にも努めてまいりたい。

（渡邉調査交渉部長）

５点目は、国家公務員宿舎の確保についてである。

先程、組織の統廃合や人事異動に伴う宿舎の確保について、「財務事務所等に

要請を行い、必要な宿舎を確保できるよう努力する」との回答が示されたところ
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であるが、財務事務所等と十分に協議を行い、全国・地区内調整により必要な宿

舎を確保すること。また、必要戸数が大幅に不足している独立行政法人において

は、必要戸数の全国・地区内調整を行い、廃止宿舎と存置宿舎の調整を図れるよ

うにすること。

次に、独法敷地内における売却不能宿舎等の有効活用については、従来の回答

にとどまっているが、退去期限が近づく中で、居住している組合員は先行きが見

えないことに不安を募らせている。早急に退去期限の延長や有効活用が図れるよ

う財務事務所等との協議を進めること。

（岡本厚生課長）

国営事業所や動物検疫所など組織の新設改廃等による必要戸数の全国・地域間

の調整はこれまでも行ってきているところであるが、独立行政法人も含めて必要

なものについては、引き続き、各財務局等と十分協議し調整を行っていく考えで

ある。

また、独法敷地内における引継ぎが困難な廃止宿舎については、先ほど申し上

げたとおり、退去期限の後ろ倒しや宿舎貸与の弾力的運用等について、入居状況

も勘案しながら各財務局等と調整を行っていく考えである。

（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、

更には具体化される中、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「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。

先の要求書提出時に委員長からも申し上げたが、とりわけ、本年10月の組織再

編にあたっては、円滑な業務運営に支障を生じないよう現場実態を踏まえた拠点

の移転時期や廃止庁舎の有効活用などについては柔軟に対応するよう要請する。

また、組織再編に伴う人事異動にあたっては、円滑な業務運営に混乱が生じない

よう慎重に対応するとともに、組合員の労働・生活条件に十分配慮した対応を求

める。

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頂きたい。

（横山秘書課長）

本日はワークライフバランス、超過勤務の縮減など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。

農林水産施策を着実に推進していくためには、管理職のマネジメントとともに、

職員の日々の努力の積み重ねが重要であると考えている。将来にわたり、国民の

期待に応えられるよう協力して取り組むとともに、本日の交渉を踏まえ、今まで

以上に働きやすい職場となるよう引き続き努力してまいりたい。
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（川本秘書課調査官）

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 －


