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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25年４月５日（金）16:00～16:45(45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 枝元 真徹 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：2013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、春闘要求に基づく交渉を開催する。

（柴山書記長）

国家公務員を巡っては、連年に亘る定員削減や国家公務員宿舎の削減計画が実行される

中で、給与の特例減額期間中であるにもかかわらず、政府が2012人事院勧告の取扱いの閣

議決定を変更し、来年１月から高齢層の昇給を抑制する決定をするなど、雇用や労働条件

に大きな影響を与える課題が山積している。

そのような中で、当面する課題について取りまとめ、３月13日に官房長に対して要求書

を提出したところである。

「攻めの農林水産業」の円滑な推進と公務員労働者が国民の期待に応え、国民生活の安

心と安全を確保していくためには、雇用の安定と公務員に相応しい労働条件の確保が不可

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、特段の対応を冒頭に

要請する。

（今井官房長）

まず、要求事項のうち交渉事項に関する回答については、それぞれ担当課長から回答さ

せる。
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（小松厚生課長）

それでは、要求書のうち、

「Ⅰ 公務員宿舎の確保について」の１、２の（３）、３、

「ⅩⅡ 福利厚生の充実について」、

について回答させていただく。

まず、Ⅰの１．(１)東北農政局管内の宿舎必要戸数の確保についてである。

東北農政局管内の必要戸数の確保については、仙台東土地改良建設事業所等の宿舎需要

増が東日本大震災対応に伴うものであることを踏まえ、財務本省に対して必要戸数の上積

みや地域間調整につき要請してきたところである。

その結果、国営事業所の借受宿舎の必要戸数については、地域ごとの枠組みを超えて調

整することとし、現在、平成25年度の宿舎設置計画に反映できるよう財務本省と協議を進

めている。

こうした調整を踏まえた退去要請基準の見直しについては、適切に対応する考えである。

次に、Ⅰの１．(２)独法における必要戸数の見直しについてである。

公務員宿舎の必要戸数の算定に当たっては、入居が認められる５類型を基に行っており、

特に類型２「頻度高く転居を伴う転勤等をしなくてはならない職員」に係る必要戸数の積

算について、平成21年６月からの１年間に転居を伴う異動をした職員数に全省庁平均在職

月数を乗じて算出するなど各府省統一の指示に従って算出し、平成23年９月１日現在で各

官署に配分したところである。

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、公表後間もない段階での見直しが国民視点に照

らして批判を招くおそれがあることを踏まえると、難しい状況であるが、退去せざるを得

ない職員に対し、民間住宅情報を提供する機会を設けるなどにより善処する考えである。

次に、Ⅰの２．(３)地域間・機関別格差の是正についてである。

各地域・機関ごとの必要戸数については、公務員宿舎に入居が認められる５類型に該当

する職員への配分を旨とし、各府省統一の指示に従って算出した戸数を平成23年９月１日

現在で各官署に対し配分したところである。

退去要請基準については、各地域・機関ごとの必要戸数に応じて入居可能年数などを定

めているため、地域や機関ごとに一定の格差が生じることはやむを得ないと考えているが、

今後の宿舎貸与状況に応じて必要な見直しを検討したい。

次に、Ⅰの３．退去基準等に対する課題改善についてである。

公務員宿舎は、職員の仕事と生活の基礎となる重要な事項であるが、国家財政事情や公

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。

今般の宿舎削減は大変に厳しいという認識は共有しているので、具体的な課題の改善に

向けて、できることから一つずつ実現するよう努力したい。

次に、ⅩⅡの１．公務員の福利厚生に対する抜本的な改善等についてである。

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。
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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

ているので、その動向を注視したい。

次に、ⅩⅡの２．レクリエーションの復活についてである。

レクリエーション経費については、平成25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。

次に、ⅩⅡの３．メンタルヘルスに対する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」を発出している。この指針を着実に実行に移すため、本省では平成23年１月に

｢心の健康づくり計画｣を策定・施行したほか、地方農政局等では、平成23年４月に同様に

策定・施行し、メンタルヘルス対策を推進しているところである。

また、平成24年度においては、全国の職員を対象にメンタルヘルスチェックを行うなど、

対策の推進・強化を図ったほか、メンタルヘルスに関する管理監督者研修等の充実を図っ

ているところである。

このほか、特に地方出先機関においては、講話会の開催を大幅に増加させ、管理監督者

を含め職員のメンタルヘルス対策の意識向上に努めており、引き続き「心の健康づくり計

画」の着実な実施に尽力したい。

（枝元秘書課長）

次に、

「Ⅴ 2013年度賃金について」の２、

「Ⅷ 非常勤職員の雇用、労働条件の改善について」の２、３、

「Ⅹ 労働諸条件の改善について」の２、３、５、

「ⅩⅠ 男女平等の公務職場の実現、女性労働権確立について」、

「ⅩⅢ 人事評価制度について」、

「ⅩⅣ 労使関係について」、

について回答させていただく。

まず、Ⅴの２．超勤の全額支給の実現等についてである。

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。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。

給与の支給に必要な財源については、その確保に向けて、適切に対応したい。

次に、Ⅷの２．非常勤給与ガイドラインの遵守とⅧの３．期間業務職員制度について一

括して回答させていただく。

非常勤職員の給与については、平成20年８月に策定された人事院の非常勤職員給与ガイ

ドラインを踏まえ、平成21年３月に秘書課長通達「臨時雇用非常勤職員給与等規程」を発

出し、これに基づいて常勤職員に準じて適切に決定しているところである。

また、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す

る考えである。

なお、期間業務職員の処遇改善については、制度官庁において慎重に検討されると考え
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ているので、その動向を注視したい。

次に、Ⅹの２及び３．超過勤務縮減策等についてである。

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等を具体的に定め、本年２月に庶務課長会議で申し

合わせるなど積極的に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。

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、超過勤務の縮

減に向けて適切に対応する考えである。

次に、Ⅹの５．セクハラ、パワハラについてである。

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実施している。

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、その防止に努力している。

相談体制については、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントに起因する

問題が生じた場合に限らず、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、

両当事者間のあっせん等の措置を講じるための体制整備を行っており、併せて職員掲示板

により周知しているところである。

セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントの防止等については、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て周知しているが、引き続き防止策を徹底する

考えである。

次に、ⅩⅠの１及び３．女性の労働権確立や環境整備についてである。

女性の労働権確立や環境整備については、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。

農林水産省においては、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メンター制度を活

用した女性職員による仕事・生活上の相談受付体制の充実などの具体的な取組を着実に進

めている。

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、平成25年４月で36.2％と過

去最高の割合となっており、今後とも、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。

次に、ⅩⅠの２及び４．男性の育児休業取得目標向上等についてである。

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10％の目標値を設定している。

これまでのところ、目標の達成に向けて、行動計画や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て職員への周知を図るほか、育児休業の取得経験のある男性職員

の体験談を省内報に掲載するとともに、総務省主催の啓発講演会への講師派遣などの具体

的な取組を進めているところである。
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これらの取組の結果、平成23年度の男性の育児休業取得率は7.7％と、前年度の5.1％を

上回っており、今後とも、育児休業等が取得しやすい勤務環境の実現に取り組む考えである。

次に、ⅩⅢの１．人事評価制度の確立や苦情処理等についてである。

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、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、ⅩⅢの２．被評価者等へ対するコミュニケーションについてである。

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

う尽力したい。

次に、ⅩⅢの３．評価者訓練についてである。

評価者訓練については、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、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するほか、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、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。

次に、ⅩⅣの１．民主的な職場の確立についてである。

明るく働きがいのある職場の確立に向けて、今後とも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作りに努力する考えである。

最後に、ⅩⅣの２．各級段階の交渉に関する対応についてである。

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。

特に、宿舎問題は大変大きな課題であることから、一括して私から申し上げるので、官

房長から見解を示していただきたい。

今回の宿舎問題については、要求書提出の際にも棚村委員長から、当面の最重要課題で

あることを受け止めて、官房長をはじめ農林水産省が全力を挙げて解決するよう最大限の

努力を求めてきたところである。

本日の回答を踏まえ、何点か申し上げるので見解を示していただきたい。
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１点目は、東北農政局管内の必要戸数の確保についてである。

「国営事業所の借受宿舎の必要戸数の地域間調整を踏まえ、退去要請基準の見直しにつ

いて適切に対応する考え」とのことであるが、要求に沿った対応が図られるとの理解でよ

いか。

２点目は、独法における必要戸数の確保についてである。

「退去せざるを得ない職員に対し、民間住宅情報を提供する機会を設けるなどにより善

処する考え」とのことであるが、根本的な改善策は必要戸数の確保である。そのために、

廃止宿舎の弾力的運用が図られることが必要と考えるが、敷地内の廃止宿舎の今後の取扱

いはどうなるのか。また、取り壊しをしない一部廃止宿舎も含めて有効活用できるよう財

務省との調整を要請する。

要求書提出の際にも申し上げたが、筑波研究学園都市（つくば市）に所在する宿舎では

多数の廃止宿舎に加え、退去基準に該当する退去要請戸数を合わせると約４千世帯くらい

が新たな住居の確保を求められる情勢と聞いている。短期間の中で大量に宿舎廃止や退去

が行われれば、民間宿舎のインフラ不足、治安の問題、子供の教育、地域内人口の流動化、

つくば市の街づくりなどに大きな影響を及ぼすことが指摘されている。特に、都市計画へ

の影響は大きいことから、関係機関と連携し調整を図ることが重要であり、そのことによ

って廃止宿舎や存置宿舎における退去期限の後倒しなど弾力的な対応が図れるよう要請す

る。

３点目は、退去時補修等についてである。

今回の見直しにより退去要請を受けた職員は、転居先への移転料や賃貸契約料など大き

な自己負担が求められる。このため、経年劣化を十分に考慮した退去時補修の軽減を図る

よう要請する。

４点目は、退去基準等に対する課題改善についてである。

「できるところから一つずつ実現するよう努力する」とのことだが、早期に対応可能な

もの、時間をかけて対応するものの仕分けをしっかり行い、あらゆる方法を駆使して課題

改善を実現すること。この間も指摘をしてきたが、今回の問題は、削減計画の策定にあた

り必要戸数の積み上げが十分でなかったことに起因するものであり当局の責任は極めて重

い。課題改善に向けて官房長が先頭に立って対応・対策を講ずるよう強く求める。また、

財務局等と調整を行う維持管理機関である原局の役割は重要なことから、具体的な改善を

図るため誠意を持って対応すること。

次に、ＴＰＰの問題である。

３月15日、安倍総理は、「あらゆる努力で日本の農・食を守る」と約束し、ＴＰＰへの

交渉参加を表明した。この表明は、経済団体などからの交渉参加に向けた強い要請を背景

に、日米関係を重視する政府与党の姿勢を鮮明にしたものであり、多くの懸念が払拭され

ない中での国民不在の拙速な判断であり極めて問題である。

日米共同声明では、「ＴＰＰ交渉参加に際し、一方的にすべての関税を撤廃することを

あらかじめ約束することを求めるものではないことを確認する」としているが、農林水産

分野の重要５品目等の例外扱いが認められたわけではなく、ＴＰＰ交渉は全ての品目を自

由化交渉の対象としてテーブルに載せなければならないことから、依然として厳しい状況

に変わりはない。さらに、後発参加国であるカナダやメキシコが交渉参加するにあたって

「先発９ヶ国による合意事項を受け入れ、再協議要求も出来ないこと」などが課せられて

いたことが明らかになっており、今後、アメリカ議会の承認に90日必要なことを考慮すれ

ば、年内妥結に向けて日本政府の交渉の余地はなく、日本の例外措置を勝ちとることはほ

ぼ不可能である。ＴＰＰ交渉で重要５品目の例外が認められなければ日本の食料自給率は

大幅に低下し、食料安全保障上問題となる。

また、政府は３月22日に「ＴＰＰに関する主要閣僚会議（第１回）」を開催し、政府一
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体となって交渉に望める体制を作るため、「ＴＰＰ政府対策本部」を主要閣僚会議の下に

設置したところであるが、農林水産省の果たす役割は極めて重く、日本農業を守り、食料

自給率を向上させるために、しっかり主張することが重要である。

私たちは、ＴＰＰへの参加は、日本農林水産業への壊滅的な影響に止まらず、医療（国

民皆保険）、医薬品認可、食の安全基準、労働者の海外移入、公共調達、郵政や共済など

21分野に影響を与え、日本の形を変え国民生活を一変させる極めて重大な問題であると考

えている。ＴＰＰ交渉は、原則開示しないとのことだが、国民に対する的確で丁寧な情報

提供と国民的議論を十分に尽くすよう要請する。

次に、予算・定員、新規採用確保の問題である。

2013年度農林水産予算は、「攻めの農林水産業」を展開するため、輸出拡大対策・競争

力対策強化、農業基盤の整備、経営所得安定対策等を盛り込み、13年ぶり増額された。し

かし、次年度予算に向けては、財政状況が厳しさを増す中、今後も徹底した歳出削減が求

められることは必至な状況と考える。引き続き、「攻めの農林水産業」の展開に向けて各

種施策を着実に実施するために必要な予算が確保されるよう、次年度予算編成に向けて最

大限の対応を要請する。

一方、2013年度の定員削減は昨年度を上回り、増員は下回ったことから、依然として厳

しい定員状況にある。政府は、総人件費の削減を引き続き進めているが、これまで極めて

厳しい定員合理化に対応してきた農林水産省においては、過去の実績に基づく過度な定員

削減や新規増員の厳しい抑制が行われれば、東日本大震災・福島原発事故からの復興の推

進に加え、「攻めの農林水産業」の施策展開に重大な影響を及ぼすことが必至である。

また、定員削減、新規採用抑制が連年に亘り行われてきたため、地方組織の平均年齢が

40歳台後半となっており、５年後、10年後の将来展望に不安が増大している。農林水産行

政の円滑な推進には、現場に近い地方組織は必要不可欠であり、持続可能な地方組織の確

立に向け最大限の努力を要請する。

先般の要求書提出の際には、官房長から次年度の定員削減について、「林大臣のご尽力

により、平成26年度の定員合理化数を見直すことが確約された」との見解が示されたとこ

ろである。是非このことが実現できるよう最大限の努力を要請する。

次に、独立行政法人関係である。

１点目は、2014年度の運営費交付金など予算確保についてである。

２月26日、2012年度補正予算が成立したが、この予算における独立行政法人の運営費交

付金・人件費については、独法の自律的労使関係を阻害する内容となっており、独法に働

く組合員は、こうした政府の対応に不安を抱いている。2014年度予算要求にあたっては、

人件費抑制を目的とせず、必要な予算が確保されるよう対応願いたい。

２点目は、雇用と年金の確実な接続についてである。

2013年度以降の定年退職者から無年金期間が発生するため、独法においてはフルタイム

再雇用を可能とする規定ぶりに改正する必要がある。その一方で、フルタイムで再雇用を

実現するためには人件費予算の確保が不可欠であり、2014年度予算概算要求に盛り込む必

要がある。特に、非特定独立行政法人は昨年８月に成立した改正高年齢者雇用安定法を遵

守する責務を有している。再雇用の義務化を遵守し、無年金期間のフルタイム希望者全員

を再雇用する予算の確保を要請する。

次に、高年齢者雇用施策である。

３月26日、政府は、「国家公務員の雇用と年金の接続について」を閣議決定し、公的年

金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳へと引き上げられることに伴っ

て、無収入期間が発生しないよう、当面、定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢に
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達するまでの間、再任用を希望する職員については再任用を基本にして確実に接続するこ

ととした。

この閣議決定はフルタイムによる再任用を基本としているが、定員事情が厳しい当省で

はフルタイムによる希望者全員の再任用が困難な状況にある。このため、年金開始年齢が

62歳になるこの３年のうちに、フルタイムによる雇用と年金の接続が確実に図られるよう

定員の確保を求める。

併せて、高年齢期の生活を支える給与水準と適切な労働条件等を確保するため、人事院

の意見の申出を踏まえた段階的な定年延長の実現に向け、引き続き制度官庁に対して要請

するよう求める。

（今井官房長）

ただいま柴山書記長から改めて言及のあった事項について、順を追って申し上げる。

まず、宿舎の確保の関係である。

公務員宿舎について総括的に申し上げれば、今般の宿舎削減は大変に厳しいと認識して

いるが、国家財政事情や公務員に対する国民の厳しい視線などを十分考慮して対処しなけ

ればならないと認識している。

その上で、東北農政局管内の必要戸数の確保については、先程厚生課長が回答したとお

り、平成25年度の宿舎設置計画に反映できるよう協議を進めているところであり、現時点

で結論を予見することはできないが、財務省と十分に調整する考えである。

また、独法における必要戸数の確保については、国民の理解が得られることに配慮しな

がら調整を進めなければならないが、①独法の敷地内にある売却困難な廃止宿舎や取り壊

しをしない一部廃止宿舎については、退去期限の後倒しや有効活用につき各財務局と調整

するほか、②つくば地域の宿舎についても、独法、つくば市、財務省など関係者間で十分

実情を共有し、可能な限り弾力的な対応となるよう調整する考えである。

なお、合同宿舎の退去期限については、各財務局が平成28年度末までに廃止又は売払い

を完了できることを第一に各地の実情に応じて設定されているため、一般的に猶予等を行

うことは難しいが、各職員の個別の事情などを十分斟酌し、できる限り柔軟な対応が可能

となるよう努力する考えである。

次に、退去時の補修等の問題である。

国家公務員宿舎からの退去時の補修等については、国家公務員宿舎法第16条第３項の規

定に基づき、被貸与者の責に帰すべき事由による損傷、汚損等に関し、原状回復義務が課

されているところである。

このため、存置宿舎からの退去に当たっては、法令に従って原状回復をし、その費用を

自己負担しなければならないが、廃止宿舎からの退去に当たっては、原則として原状回復

の必要がないので、退去時の補修等を求められないところである。

次に、課題改善についてである。

今般の宿舎削減については、大変厳しい内容であるため、対応の難しい課題が多いと認

識している。

このため、先程厚生課長より「できることから一つずつ実現するよう努力」する旨回答

したところであるが、官房・独法所管部局が一体となって関係機関と調整を図り、課題の

改善に努めて参りたい。

次に、ＴＰＰの問題である。
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ＴＰＰ交渉に当たっては、自民党の決議では、「農林水産分野の米、麦、牛肉・豚肉、
乳製品、甘味資源作物等」の「重要５品目等の聖域の確保を最優先する」とされたところ、
この決議を最大限踏まえ、国益を守り抜くよう、聖域の確保に全力を尽くす考えである。
交渉体制については、本日、政府全体の体制が決まり、さらに今後拡充される予定であ

る。農林水産省の対応についても、これから検討していくこととなるが、いずれにしても
省内の各部局が一体となって交渉に対応していく考えである。
また、ＴＰＰに関する情報については、あらゆる機会をとらえ、農業者・農業者団体を

はじめ関係者へ伝えていく考えであり、省内各組織においても、関係者への丁寧な説明、
情報提供を行うこととしている。

次に、予算、定員の確保、新規採用の確保についてである。

「攻めの農林水産業」の展開のためには、まずは、農林水産基盤の整備や輸出拡大対策、

競争力強化対策等を盛り込んだ平成25年度予算に係る取組を進めていくことが重要と考え

ている。

その上で、「攻めの農林水産業」の展開の２年目に当たる平成26年度の予算についても、

検討を進めていく考えである。

また、新規採用を含む農林水産省の定員については、「攻めの農林水産業」の展開等を

踏まえた農林水産省の政策課題のほか、これまでの定員削減の経緯や業務運営の実態など

を反映させ、農林水産省に課せられた任務を的確に遂行するために必要な定員数の確保に

努めてまいりたい。

次に、独立行政法人の関係である。

まず、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として必要な経費の確保に引き続き取り組む考えで

ある。

また、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が

施行され、希望者全員の再雇用が義務付けられるところである。

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、引き続き努力する考えである。

次に、高年齢者雇用施策についてである。

３月26日に「国家公務員の雇用と年金の接続について」を閣議決定されたことを踏まえ、

平成26年４月から始まる定年退職者の再任用について、常時勤務を基本とした上で短時間

勤務も活用しながら、希望者全員を再任用するよう準備を進めているところである。

当省においても、定員削減など厳しい環境の中ではあるが、平成25年度に短時間再任用

の定数確保に努めるなど、今後とも定員・定数の確保など計画的に準備を進めていく考え

である。

また、閣議決定においては、再任用職員の給与制度上の措置について人事院に検討を要

請するほか、再任用制度の活用状況などを踏まえつつ、今後の雇用と年金の接続のあり方

を検討することとしているので、今後とも制度官庁と連携して確実な接続に尽力したい。

（渡邉調査交渉部長）

私からは、要求事項に関する回答を踏まえ、２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、超過勤務縮減についてである。

超過勤務縮減については、この間も申し上げているように各職場において実効あるもの
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とすることが重要である。先程、「定期的に各局庁における超過勤務縮減の取り組みを行

う」との回答があったが、2012年度の取組状況について伺いたい。

また、回答の縮減対策で「業務の削減・効率化に積極的に取り組む」としているが、各

職場においては、連年にわたる定員削減により人員が減少し、超過勤務が増大することが

懸念されている。各管理職が職員の勤務状況や意見を十分に把握するなどマネジメントを

発揮し、年度当初から業務の削減・効率化を職場で実施することを求める。

なお、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。事前の超勤命令がされていない職場があることや、管理者が超勤実態を把握

していないこともこの要因となっているのではないか。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重ねて求

める。

（枝元秘書課長）

平成24年度の超勤縮減の取組については、①管理職員の日常的な姿勢として、職員の業

務内容、健康管理等に十分注意し、気兼ねなく退庁できる環境づくりに努めてきたほか、

②超勤縮減キャンペーン週間などの機会に、秘書課職員が各局を見回り、定時退庁の呼び

掛けを行ったり、③人事評価の組織目標に「コスト意識を持った効率的な業務運営」を明

記するなどしてきたところである。

また、業務の削減・効率化については、職員の勤務状況等を注意深く把握し、業務の重

要性や業務量などを見極めることが前提と考えているが、各職場の実情を踏まえて適切に

取り組んでいく考えである。

なお、超過勤務の縮減に当たっては、①管理職員が超過勤務を命ずる場合、勤務時間内

に命令を行うよう常に心掛け、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

ることや、②職員の超過勤務状況を的確に把握し、長時間かつ長期間及び上限目安時間を

超えている職員の減少に努めることが大切と考えているので、引き続き徹底してまいりた

い。

（渡邉調査交渉部長）

２点目は、民主的な職場の確立についてである。

厳しい定員事情により、年々職場環境が厳しくなる中で、働き続けられる職場づくりが

重要な課題となっている。

各職場からは「ノルマの達成が最優先」「メールによる輻輳した報告依頼」など上意下

達的な業務の進め方に問題があると報告されている。また、こうした職場環境の中で、メ

ンタルヘルス上の問題による病休者が増加しているとの報告がされている。こうした状況

について、どのように受け止め、改善を図ろうと考えているのか伺いたい。

また、「管理職が率先して職員とのコミュニケーションを図る」との回答があったが、

実効あるものとするためにも職場段階で職員の意見を十分に把握することが必要と考える

が如何か。

（小松厚生課長）

国民の求める行政需要に応えていくためには、公務員として常に努力しなければならな

いが、業務の進め方には十分な配慮が必要と認識している。

特にメンタルヘルス上の問題については、常に職員のストレスの状況を把握し、ストレ

スの要因の軽減や除去、職場環境の向上や職場での良好な人間関係づくりに努めなければ
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ならないと考えている。また、万一問題が生じた場合には、早期発見・早期対応に努め、

状況が深刻化しないよう取り組む考えである。

（枝元秘書課長）

現在「攻めの農林水産業」の展開に向けて様々な取組を進めている中で、職員一人一人

が国家・国民のための視点に立って、自ら判断し、積極的に提案し、果敢に行動すること

が大変重要と認識している。

各職場においても、こうした観点を共有し、明るく風通しの良い職場となるよう努力し

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、勤務条件に大きな影響を与える多くの事項が検討される中

にあって、組合員は組織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新たな農林水産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も申し上げ、本日も具体的な課題について指摘し

たが、公務員宿舎の削減問題は組合員の働き方や生活はもとより、組織運営等にも大きな

影響を与える重大な問題である。そのことをしっかり受け止めるとともに、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頂きたい。

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対応いただきたい。

（今井官房長）

農林水産省においては、攻めの農林水産業の展開や震災復興といった重要課題の達成に

向け、職員をあげて真摯に努力してきている。

本日の要求事項については、給与削減、退職手当の引下げ、宿舎削減といった厳しい環

境の下でも、引き続き組織一丸となって取り組もうとする職員の切実な声と認識している。

今後とも、管理職と職員との間のコミュニケーションを図り、国民の期待に応えられる

組織となるよう、しっかりと対応してまいりたい。

（宮浦秘書課調査官）

以上をもって、春闘要求に基づく交渉を終了する。

－以 上－


