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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25年８月１日（木）15:00～15:48（48分）

２．会 場：農林水産省大臣官房統計部第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 紳 大臣官房秘書課長

同 牧元 幸司 大臣官房文書課長

同 小松 米夫 大臣官房厚生課長

同 髙野 浩文 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 宮浦 浩司 大臣秘書課調査官 外

全農林労働組合中央本部 柴山 好憲 書記長

同 間 英輔 組織教宣部長

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） 外

４．議 題：2013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

（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）

全農林は７月18日から19日に都内で第59回定期大会を開催し、向こう１年間の運動方

針を確認したところである。大会では、特例減額期間終了後の賃金水準の回復、年齢構

成の高年齢化による組織の将来への不安、国家公務員宿舎廃止計画の具体化、要員不足

による慢性的な超過勤務、業務運営などについて、多くの意見が出されたところである。

また、東日本大震災による被災者と被災地に心を寄せて、引き続き再生に向けて力を傾

注していく決意を固めたところである。

国民の期待に応え、農林水産行政を円滑に推進していくためには、雇用の安定と労働

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するとともに、関係機関への要請事項についても、特段の対応を要

請する。
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（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。

（牧元文書課長）

最初に、要求書のうち、Ⅲの「独立行政法人関係について」の後段について回答させ
３

ていただく。

安倍内閣における独立行政法人改革については、①各法人がその政策実施機能を最大

限発揮して、国民に信頼され、国民のために機能する組織となるため、ゼロベースで予

断なく見直しを行う、②その際、各法人の職員が誇りを持って職務を遂行し、職員の自

発性、創意工夫を通じて経済成長や国民生活の向上に最大限貢献できるように配慮する、

とされている。

農林水産省としても、この方針に即して検討に参画するとともに、必要な情報提供を

行うなど要請を踏まえて対応したい。

（小松厚生課長）

次に、Ⅴの「公務員宿舎の確保について」の１の柱書、(１)、(２)及び３、Ⅸの「福
５ ９

利厚生施策の充実について」について、回答させていただく。

まず、Ⅴの１の柱書の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。

今般の宿舎削減については、大変厳しい内容であり、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、真に公務に必

要な宿舎の確保に努める考えである。

次に、Ⅴの１（１）の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、

財務省から、東北農政局管内の新規の国営事業所の職員向けや、国営事業所の増員職員

向けの借上宿舎30戸分につき、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

られたところである。

これを受けて、東北農政局管内の退去要請基準の再検討を行った結果、本年６月28日

に、退去要請基準を１年緩和したところである。

東北農政局管内の退去要請期間については、他機関と比べて依然短い状態にあるが、

今後とも、同様の取組を行い、退去要請基準の緩和に努める考えである。

次に、Ⅴの１（２）の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。

各地域・機関ごとの必要戸数の見直しについては、昨年11月の宿舎削減計画の公表以

降、大きな状況変化が見られないことに加え、削減計画期間中の見直しは更なる批判を

招くおそれがあるため、難しい状況にある。

他方、独法敷地内にある、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き、引き続き各財務局と宿舎ごとに調整を行

う考えである。
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また、つくば地域に関しては、財務省や有識者が参画している「つくば中心市街地再

生推進会議」の審議状況を注視しつつ、つくば市との情報交換や調整に努める考えであ

る。

次に、Ⅴの３の退去基準等に対する具体的な課題への対応についてである。

今般の宿舎削減は大変に厳しい内容であると認識しているので、具体的な課題の改善

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

ら一つずつ実現するよう努力する考えである。

次に、Ⅸの１の福利厚生の抜本的な改善・充実についてである。

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まいりたい。

次に、Ⅸの２のメンタルヘルスに伴う復職支援施策の実施についてである。

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。

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、再発防止に配慮した復帰支援を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るので、

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）

最後に、Ⅶの「労働諸条件の改善について」の１、２、４、７及び８、Ⅷの「男女平
７ ８

等の公務職場の実現について」、Ⅹの「非常勤職員等の制度及び処遇改善について」の
１０

１及び２、ⅩⅠの「新たな人事評価制度について」、ⅩⅡの「労使関係について」につ
１ １ １ ２

いて順次回答させていただく。

まず、Ⅶの１、２の在庁時間の一層の削減、超過勤務手当の全額支給などについてで

ある。

農林水産本省では、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
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る、②管理職員は、勤務時間外になってからの業務指示は行わないように努める、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

の平準化を図るなど具体的事項を定め、超過勤務縮減に向けて取り組んでいるところで

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の検証を行うなど、適切に対

応するとともに、超過勤務を命ずる場合は、勤務時間内に行うよう努力してまいりたい。

また、超過勤務については、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に、超過勤務

命令に従って行われるものであるため、超過勤務命令に従って勤務した時間に対しては、

超過勤務手当を支給しているところである。

次に、Ⅶの４の既存業務の効率化、非常勤職員の雇用などについてである。

既存業務の効率化については、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、定員削減に対応してきたところである。

定員の大幅な純減については、歯止めをかけなければならないと考えている一方、

「攻めの農林水産業」等の新たな施策に的確に対応するためにも、引き続き業務の見直

しを行い、効率化を図っていくことが重要と考えている。

こうした効率化の取組のほか、状況に応じた非常勤職員の雇用などを通じて、今後と

も超過勤務の縮減に努力してまいりたい。

なお、現場段階で関連する要望があった場合には、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」に沿って適切に対応し

てまいりたい。

次に、Ⅶの７のセクハラ・パワハラの防止策の徹底などについてである。

セクシュアル・ハラスメントの防止等については、秘書課長通知を発出し、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（通知）」を職員掲示板によ

り周知し、その防止に努めているところである。

これらへの相談体制については、セクハラやパワハラに限らず、勤務条件に関する日

常的な苦情等の相談に対して、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するとともに、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、セクハラやパワハラの防

止等に尽力しているが、引き続き防止策を徹底してまいりたい。

次に、Ⅶの８の年次休暇などの取得しやすい環境整備についてである。

年次休暇や夏季休暇については、計画的に使用することが重要であるため、①毎月上

旬に、各課等において向こう３か月の計画表を作成し、各班で回覧して記入する、②ゴ

ールデンウィークや夏季休暇の取得の際には、年次休暇と組み合わせて長期連続休暇と

なるよう努めるなど、職員掲示板や庶務課長会議において促しており、職員が休暇を取

得しやすい環境づくりに努めているので、こうした取組を引き続き徹底してまいりたい。
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次に、Ⅷの１の女性職員の採用・登用拡大計画の実施などについてである。

女性職員の採用・登用については、政府の「第３次男女共同参画基本計画」や人事院

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。

これまで、採用・登用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

性職員の派遣など女性向け採用活動の強化、②人事評価制度を活用した意欲と能力のあ

る女性職員の登用の推進、③女性職員からのキャリア形成に関する相談に対応するメン

ター制度の導入などの取組を着実に推進してきた結果、農林水産省全体の新規採用に占

める女性の割合は、平成25年で36.2％と、拡大計画の目標35％を達成したところである。

また、農林水産省職員に占める女性の割合も年々増加しており、平成19年度の11.6％

から平成23年度には12.4％に上昇しているところであり、引き続き、女性の採用・登用

の拡大や働きやすい環境の整備を進めていく考えである。

次に、Ⅷの２の育児休業・育児のための短時間勤務を取得しやすい環境の整備につい

てである。

育児休業や育児のための短時間勤務については、国家公務員の育児休業等に関する法

律の一部改正が平成23年４月１日に施行され、非常勤職員を含めて取得可能となったと

ころであり、今後とも制度を適切に運用してまいりたい。

次に、Ⅷの３の男性の育児休業取得率13％（2020年）達成のための具体策についてで

ある。

男性の育児休業取得率については、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、平成26年度に取得率10％の目標値を設定している。

農林水産省においては、この目標の達成に向けて、①行動計画や仕事と家庭の両立を

支援する制度に係るパンフレット等の職員掲示板への掲示、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などにより職員への周知を図ってきた結果、平成23

年度には、全府省平均が3.7％である中で6.3％と高い水準で推移しているところである。

今後とも、男性職員の育児休業等の取得促進を図るため、育児休業等が取得しやすい

勤務環境の実現に尽力してまいりたい。

次に、Ⅹの１の「非常勤職員給与ガイドライン」の遵守についてである。

当省の非常勤職員の給与については、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）の規定に従い、常勤職員に準じて決定しているところで

ある。

なお、非常勤職員の給与を常勤職員に準じて扱う考え方については、特例給与削減に

当たっても適用されており、「国家公務員の給与減額支給措置について」(平成23年６月

３日閣議決定)等に基づき、常勤職員より相当程度給与水準が低い場合を除き、平成24年

４月から平成26年３月まで減額されているところである。
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次に、Ⅹの２の期間業務職員制度の適切な運用についてである。

期間業務職員については、従来の非常勤職員の任用期間を見直し、臨時的な業務であ

っても長期にわたり雇用し常勤職員と同様としたところであり、こうした期間業務職員

制度の趣旨に即し、適切に運用する考えである。

次に、ⅩⅠの１の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る。

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、引き続き指導してまいりた

い。

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。

次に、ⅩⅠの２の被評価者への指導・助言などについてである。

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。

次に、ⅩⅠの２の評価者訓練の一層の徹底などについてである。

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。

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

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んでまいりたい。

次に、ⅩⅡの１の民主的な職場の確立についてである。

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。

次に、ⅩⅡの２の各級段階の交渉についてである。

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「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する考えであ

る。
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（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、先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、2014年度予算、組織・定員要求等についてである。

まず予算についてだが、政府は、６月に今後の経済財政運営に関する「骨太方針」と

第３の矢と位置づける経済成長戦略を閣議決定し、今後の農林水産業について10年後の

目標に全農地面積の８割を「担い手」に集中してコメの生産コストを４割引き下げる。

2020年に向けて６次産業を10兆円規模とする。さらに農業所得を倍増させるなど極めて

意欲的な目標を打ち出しているが、その道筋は全く不透明である。

一方、2014年度に向けては、近く財務省による概算要求基準が示され、今月末を目途

に本格的な予算要求作業が始まるが、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

う最大限の対応を要請する。

また、独立行政法人の事務・事業の推進に必要な運営費交付金、施設整備費補助金な

ど必要な予算を確保するとともに、政府要請に基づく東日本大震災からの復旧・復興対

策に係る事業については、通常の運営費交付金とは別枠で必要な予算を確保するよう要

請する。さらに、改正高年齢者雇用安定法に基づく、フルタイムを含む希望者全員を継

続雇用するための必要な予算を別枠で確保するよう合わせて要請する。

次に、組織・定員要求及び組織の将来展望について。

本年度の定員削減は、昨年を大きく上回る一方で、新規増員は昨年を大きく下回って

おり、各職場は極めて厳しい状況にある。定期大会では、「人員が減少しているにも関

わらず新規業務への対応やノルマを達成するための業務計画により厳しい業務運営とな

っている」「「業務の見直し方向」に沿った簡素化・効率化が進んでおらず、超過勤務

の増大などにより体調を壊す職員が増加している」など深刻な職場実態が報告されてお

り、職場の労働環境は限界にきている。したがって、2014年度組織・定員要求に当たっ

ては要求書にあるとおり、「攻めの農林水産業」の展開をはじめとする各種施策の推進、

農業農村整備事業の着実な推進、ウメ輪紋ウイルス対策や格安航空（ＬＣＣ）の新規就

航など増加する検疫業務、漁業取締時における安全確保のための複数乗船体制の確立な

どに必要な定員を確保するとともに、農林水産省に偏重した定員削減が求められないよ

う、しっかり対応すること。

また、長年に亘る定員削減や新規採用の抑制により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。農林水産施策を継続かつ円滑に推進する

ために必要な新規採用の確保に向け、本気で取り組む覚悟を持って対策・対応を講ずる

よう求める。

なお、先般の要求書提出の際に、官房長から「連年の定員削減や新規採用抑制による

高齢化の進行に伴い、当局においても組織の将来展望への危機意識を共有している」と

の見解が示されたところである。私たちも問題意識は共有化していることから、検討に

あたっては、労働組合の意見を十分踏まえるよう要請する。
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２点目は、賃金要求についてである。

本年の人事院勧告については、人事院に対し「官民較差に基づく給与改定勧告にあた

っては、労働組合と十分な交渉・協議を行い、合意の下に作業を進めるよう」強く求め

ている。さらに、再任用者の給与制度上の措置の検討についても、人事院に対し、交渉

・協議と合意に基づく作業を求めている。

また、４月時点における国家公務員の給与は、給与改定・臨時特例法が実施されてい

ることから、特例減額後の額が支給されている。４月の給与として実際に支給されてい

る官民給与額を比較するという官民比較の考え方に従えば、特例減額後の国家公務員給

与と民間給与を比較することになるが、特例減額が時限的措置であることを踏まえれば、

昨年同様に減額後及び減額前の双方の官民比較を算出する必要がある。このため、人事

院に対し、官民較差の算出にあたっては、一方的に行わないこととし、労働組合と前広

に十分交渉・協議を行い、合意に基づき対応するよう求めている。

人事院勧告を巡っては、勧告日が迫っているが、先ほど申し上げたとおり、私たちの

要求を踏まえ、対応願いたい。

３点目は、雇用と年金、再任用についてである。

政府は、３月に当面の措置として「国家公務員の雇用と年金の接続について」を閣議

決定し、定年退職する職員が再任用を希望する場合、任命権者は年金開始年齢に達する

までフルタイムで再任用し、例外的に短時間も認めるとしている。したがって、任命権

者の責任において、雇用と年金を確実に接続させるため、定年退職者が希望した場合に

は、フルタイムを基本に確実に再任用を行うよう要請する。

なお、定期大会では、「再任用の義務化により当局は意向調査を行うが、本人たちは

心のどこかで遠慮している実情にある。対象者が気兼ねなく希望し、希望者全員が再任

用されるよう環境作りを当局に求めて貰いたい」との意見が出されている。定年退職者

の希望を尊重した環境整備を図るよう要請する。

また、人事院に対し、再任用職員の給与制度上の措置についての検討に当たっては、

労働組合と十分交渉・協議し、合意に基づいて行うよう要請すること。

（今井官房長）

ただいま柴山書記長から重ねて要求のあった事項について、私どもの方から順次申し

上げる。

まず、2014年度予算、組織・定員要求等の必要な予算の確保についてである。

東日本大震災・福島原発事故からの復興については、必要となる施策の計上により早

期の復興に努めているほか、「攻めの農林水産業」の展開については、新規施策を含め、

効果の高い施策の構築を検討しているところであり、必要な予算の確保に最大限努力す

ることとしたい。

次に、独立行政法人の予算の確保、定年退職者の再雇用についてである。
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独立行政法人の予算については、財政状況が厳しい中、独立行政法人改革の方向を踏

まえつつ、各独立行政法人の業務に必要な予算の確保に引き続き取り組んでまいりたい。

また、政府の要請に基づく東日本大震災への対応に必要な予算の確保については、独

立行政法人家畜改良センターが行う放れ畜の捕獲等作業に関して、平成24年度に、運営

費交付金とは別に、必要な旅費を措置したところであり、今後とも必要に応じて予算措

置等に取り組んでまいりたい。

独立行政法人の定年退職者については、本年４月から改正高年齢者雇用安定法の施行

により、希望者全員の再雇用が義務付けられたところである。定年退職者の再雇用に当

たって予算を別枠で確保することは困難であるが、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向けて、引き続き努力してまいりたい。

次に、農水省に偏重した定員削減への歯止め、新規採用の確保などについてである。

平成26年度においても、国の機関・職員をめぐる情勢は非常に厳しいものと見込まれ

るが、これまでの経緯を踏まえ、①適正な定員合理化数となるよう努めるとともに、②

「攻めの農林水産業」等の重点分野における新規施策の実施に必要となる定員要求を行

うほか、③農業農村整備事業、検疫業務、漁業取締体制など必要となる定員要求に努め

ていく考えである。

また、新規採用については、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官職に再任用された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こととなっており、当省においても閣議決

定の趣旨を踏まえて適切に対応する考えである。

組織の将来展望については、当省の業務や人員の展望、地方分権に関する議論の推移

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。

（横山秘書課長）

賃金要求と、雇用と年金、再任用について、申し上げる。

まず、賃金要求についてである。

民間給与実態調査結果等に基づく給与改定勧告を行うか否かについては、人事院にお

いて適切に判断されるものと認識しているが、給与勧告を行う場合には、行政のプロと

して職務に精励している職員の意欲を向上させるため、民間給与の実態を正確に把握し

た上で、月例給与について水準を維持するよう、人事院に対して要望したところである。

次に、雇用と年金、再任用のフルタイムを基本とした確実な再任用などについてであ

る。

雇用と年金の接続については、本年３月26日の閣議決定に即し、退職予定者の希望を

できる限り正確に把握し、必要な定員要求などを進めるとともに、常時勤務を基本に、

当省の定員事情などを十分考慮しながら適切に対処する考えである。
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次に、再任用職員の給与制度上の措置の検討に関する人事院への要請についてである。

雇用と年金の接続に伴う再任用職員の給与制度上の措置については、人事院において

適切に検討されるものと認識しているが、給与体系や水準のあり方などについては、職

員の生活設計に関わる重要な事項であるので、当省としても、人事院の対応を注視して

まいりたい。

（柴山書記長）

ただいまの回答を踏まえ、組織・定員要求と組織の将来展望について一言申し上げる。

定員事情が非常に厳しい農林水産省において、これ以上の定員削減が求められれば、

農林水産行政の円滑な推進と組合員の労働条件に重大な影響を及ぼすとともに、必要な

新規採用や再任用ができなくなることが懸念される。このため、回答にあったように増

員要求を含め必要な定員の確保に全力を挙げるよう要請する。

また、組織の将来展望については待ったなしの状況にあり、早急に検討を進めること

が必要である。なお、検討に当たっては、私たちの意見も十分に踏まえるよう重ねて要

請する。

（渡辺調査交渉部長）

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、再度当局の見解を伺

いたい。

１点目は、公務員宿舎の確保についてである。

昨年11月の宿舎削減計画の公表以降、私たちは宿舎問題を組合員の労働・生活条件に

大きく影響する最重要課題と位置づけ、農林水産省が全力を挙げて解決するよう最大限

の努力を求めてきた。

その結果、回答にもあったように東北農政局管内の退去要請基準の１年緩和が図られ

たが、震災対応で苦労している組合員の努力に報いるため、引き続き他の農政局と同様

の取扱いとなるよう努力すること。

また、独法敷地内にある廃止宿舎等の退去期限の後ろ倒しや宿舎貸与の弾力的運用、

つくば地域における廃止計画の後ろ倒しが実現できるよう、関係機関との調整に万全を

期すこと。

一方、「各地域・機関毎の必要戸数の見直しは難しい状況」との回答があったが、宿

舎問題を根本的に解決するには必要戸数の上積みや見直しは必要不可欠である。先に開

催した定期大会では宿舎問題に対する意見が多く出され、特に独法の入居基準が非現業

に比べて厳しいことに対して、納得できないと不満の意見が出されている。難しい状況

は理解するが、改善が図られるよう最大限の努力を求める。

引き続き、退去基準等に対する課題改善を実現するため、官房・各局庁及び省内の各

維持管理機関が一体となって適切な対策・運用を講ずるよう強く求める。

（小松厚生課長）

今般の宿舎削減については、大変厳しい内容であるため、先程回答したとおり、現在



- 11 -

対応できることは機会を逃さずに対応している状況である。

今後とも、具体的な課題の改善に向けて、関係機関が一体となって対応する考えである。

（渡辺調査交渉部長）

２点目は、超過勤務の縮減等、労働諸条件の改善についてである。

連年にわたる定員削減により人員が減少する一方で、通常業務に加え震災対応や新た

な施策などへの対応が増加し、年間360時間はもとより年間720時間を超える超過勤務が

生じている職場もあると報告がされている。超過勤務縮減については、回答にあった具

体的取組事項が各職場で確実に実行されることが喫緊の課題となっている。

また、「既存業務について徹底した効率化を実施し定員の大幅な削減に対応してき

た」との回答があったが、定期大会では、「業務内容の細分化や補完業務の増加により

効率化は図られていない」等の意見が出されており、本省当局の認識と現場実態に乖離

があると言わざるを得ない。更に、非常勤雇用については、「円滑な業務運営のために

は一定の技術と経験が必要にも関わらず、数ヶ月単位での雇用を行うなど継続性を考慮

した予算配分となっていない」との意見が出されている。

年度内における人員増が難しい状況下において、現場実態を十分に把握した実効ある

効率化と必要に応じた非常勤職員の雇用を活用することが必要不可欠と考えるが、非常

勤職員の雇用に必要な予算は確保されているのか伺う。

なお、この間指摘してきた超過勤務手当の全額支給については、当局の認識と組合員

の受け止め方には未だ乖離がある。定期大会では、多くの職場から超過勤務に関する意

見が出され、特に国営土地改良事業所においては、

定数削減が進められる一方で、震災復旧など業務量が増加し慢性的な超過勤務が発生し

ているなかで、当局の認識とは乖離した実態が報告されている。これらの問題は、事前

の超過勤務命令を出す管理者の姿勢や、管理者が超過勤務実態を把握していないことが

要因と考えられる。業務の進捗状況を踏まえて勤務時間管理を徹底し、業務上必要な超

過勤務については、事前命令を徹底することを求めるとともに、全額支給となるよう必

要な予算を確保することを重ねて求める。

現在、各段階においては、要望書を提出し課題改善を求めているので、誠意をもって

対応するよう各当局を指導願いたい。中央本部としても各段階の要望状況を把握し課題

等があれば、別途改善を要請することとしたい。

また、年次休暇等諸休暇の取得については、私たちが実施したアンケートでは、「定

員削減に伴い、一人あたりの業務量が増加するなかで、年次休暇計画のみが取り組まれ

るだけで、実際は忙しくて取得できない」等の意見が寄せられている。当局においては、

取得日数の増加のみならず、取得しやすい環境整備に取り組むよう求める。

（横山秘書課長）

非常勤職員については、常勤職員による職場を前提とした上で、超過勤務や業務効率

化の状況などに臨機応変に対応するために雇用するものと認識している。このため、非

常勤職員の雇用に必要な予算についても、業務の状況を慎重に見極めた上で対処するの

に必要な額を確保していると考えている。
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超過勤務手当については、先程回答したとおり、超過勤務命令に従って勤務した時間

に対して適切に支給しているところである。

現場段階で課題改善などの要望があった場合には、平成21年７月に労使間で合意した

「基本方針」に沿って適切に対応する考えである。

年次休暇等の取得については、先程回答した取組につき徹底してまいりたい。

（原子調査交渉部長）

３点目は独立行政法人改革についてである。

独立行政法人改革に関わる有識者懇談会の中間取りまとめは、６月５日に行政推進会

議で了承されたが、事務・事業と組織のあり方は年末までの検討課題とされた。また、

中間取りまとめでは、「民でできることは民で」という基本的考え方に立ち、組織のあ

り方を見直すこととし、廃止、民営化、他の主体への業務移管などを検討し、2015年４

月からの改革実施をめざして法制上の措置を講じるとされており、事務・事業と組織の

あり方の検討は、この秋が山場となる。事務・事業と組織の検討結果は、法人に働く組

合員の雇用と労働条件に関わる重要な課題である。

当局は、各独法の事務・事業が国民生活と社会経済の健全な発展に寄与していること

を十分説明し、全ての法人において現行の事務・事業と組織が維持されるよう、有識者

懇談会、行革推進本部事務局などへの対応を強く求める。

一方、研究開発独法に関する見直し方向も６月14日閣議決定された「骨太方針」に盛

り込まれた。その中では、総合科学技術会議の司令塔機能を強化し、日本再興戦略実現

の鍵となる科学技術イノベーション総合戦略を推進する。また、各府省の概算要求の検

討段階から総合科学技術会議が主導して政府全体の予算の重点配分等をリードする新た

なメカニズム「科学技術イノベーション予算戦略会議」の設置などが特徴となっている。

これらの検討方向は、所管する研究開発独法において研究課題遂行の予算を十分確保で

きない事態が生じかねないと懸念する。このため、これらの検討状況を注視し、必要な

予算を十分確保できる仕組みとなるよう意見反映することを求める。

（牧元文書課長）

今回の独立行政法人改革は、各法人が国民に信頼され、国民のために機能する組織と

なるために行うものであることを踏まえ、各法人の職員が誇りを持って職務を遂行し、

職員の自発性、創意工夫を通じて経済成長や国民生活の向上に最大限貢献できるよう努

力する考えである。

（髙野農林水産技術会議事務局総務課長）

研究開発に関しては、「経済財政運営と改革の基本方針」（平成25年６月７日閣議決

定）において、総合科学技術会議の司令塔機能を強化し、戦略分野にメリハリをつけて

政策資源を投入することなど「日本再興戦略」の実現にとって鍵となる「科学技術イノ

ベーション総合戦略」を着実に推進することとされている。

また、政府全体の科学技術関係予算については、「科学技術イノベーション総合戦

略」に基づき、イノベーションの創出に向けた予算の重点化を図るとともに、内閣府に
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「科学技術イノベーション予算戦略会議」を設置し、関係府省の緊密な連携と予算の効

果的な活用を促すこととしている。

当省所管の研究開発独法予算については、こうした取組の趣旨を踏まえながら「科学

技術イノベーション予算戦略会議」への積極的な参画等を通じて、必要額の確保に取り

組んでまいりたい。

（渡辺調査交渉部長）

４点目は、非常勤職員等の処遇改善についてである。

非常勤職員の給与については、「規程に基づき常勤職員に準じて決定している」との

回答が示されたところであるが、処遇についても改善が図られるよう農林水産省として

も努力願いたい。

（横山秘書課長）

非常勤職員の処遇については、先程回答したとおり、人事院の「非常勤職員給与ガイ

ドライン」を踏まえ、常勤職員に準じて決定しているところである。

更なる処遇改善については、人事院において、非常勤職員の勤務の実情に応じて、適

切に対応されるべきと考えている。

（渡辺調査交渉部長）

５点目は、労使関係についてである。

交渉については、「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」との回答があったところであるが、

定期大会では、交渉申入から予備交渉実施までに１ヶ月もかかり本交渉まで相当の時間

を要しているとの意見が出されている。このことは、誠実交渉にも反することから交渉

が適切に実施されるよう各段階の労務管理担当者への指導を求める。

（横山秘書課長）

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「基本

方針」に基づき適切に対応する考えであり、その趣旨を徹底してまいりたい。

（柴山書記長）

これまで申し上げたとおり、組合員は組織の将来や自らの生活への不安を募らせてい

る。その一方で、それぞれの持ち場で、農林水産施策を円滑に進めるために全力を挙げ

ている。

こうした組合員の努力に応えるため、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の構築が重要である。このことが国民の期待に応える農林水産行政

を円滑に展開していくことにつながると考える。

また、ＴＰＰ交渉については、引き続き、衆参農林水産委員会における「ＴＰＰ協定

交渉参加に関する決議」を順守し、農林水産分野の重要５品目等が例外扱いされない場

合は脱退するとの強い決意で全力で臨んでいただきたい。



- 14 -

なお、独法改革については、政権が交代する都度、色々振り回されてきた経緯があり

法人に働いている職員・組合員は落ち着いて事務・事業を進められないのが実情である。

政権が代わっても、改革に向けて「しなやかさ」と「したたかさ」を持って対応してい

ただきたい。

最後に、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）

「攻めの農林水産業の展開」や東日本大震災・福島原発事故からの復興、ＴＰＰ交渉

など様々な課題に応えていくことが求められる一方、給与や宿舎の削減など公務員を取

り巻く環境は厳しくなっている。

そうした中で、当省の職員にあっては、それぞれの職場において日々努力いただいて

いると承知しており、本日言及のあった事項についても、全国の職員の思いのこもった

要求であると認識している。

当局としても、今後とも要求事項の実現に向けて尽力してまいりたい。

（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 －


